
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,026.3 椛沢歯科医院 〒230-0042 （補管）第3353号          平成 8年 4月 1日
     鶴歯26 横浜市鶴見区仲通１－２－１ （１７５）第1243号        平成14年 4月 1日
     045-511-5877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,055.2 平歯科医院 〒230-0042 （補管）第44号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯55 横浜市鶴見区仲通２－６０－４
     045-501-3247  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,112.1 藤木歯科医院 〒230-0062
     鶴歯112 横浜市鶴見区豊岡町３４－２５
     045-581-3155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,137.8 水口歯科医院 〒230-0011 （補管）第53号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯137 横浜市鶴見区上末吉５－２－２９ （１７５）第1249号        平成14年 4月 1日
     045-571-4122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,146.9 志村歯科医院 〒230-0021
     鶴歯146 横浜市鶴見区市場上町３－２７
     045-521-5138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,165.9 荻野歯科医院 〒230-0016 （歯訪診）第2751号        平成29年 4月 1日
     鶴歯165 横浜市鶴見区東寺尾北台４－１ （補管）第52号            平成 8年 4月 1日
     045-582-2222  （１７５）第1254号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7010,169.1 鶴見大学歯学部附属病〒230-8501 一般        32（病初診）第37号          平成22年 4月 1日
     (016,169.5) 院 横浜市鶴見区鶴見２－１－３ （外来環）第183号         平成20年 8月 1日
     鶴歯169 045-580-8500  (045-581-0024) （歯特連）第34号          平成23年 8月 1日
     （一般入院）第1670号      平成24年 4月 1日
     （がん疼）第148号         平成23年 8月 1日
     （ニコ）第66号            平成29年 7月 1日
     （開）第14号              平成13年 3月 1日
     （薬）第278号             平成19年 2月 1日
     （医管）第412号           平成18年 4月 1日
     （在歯管）第58号          平成24年 4月 1日
     （歯訪診）第1号           平成28年 4月 1日
     （コン１）第394号         平成28年 4月 1日
     （歯画１）第1号           平成14年 4月 1日
     （歯画２）第1号           平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第829号         平成27年 3月 1日
     （歯リハ２）第3号         平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第1号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第110号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第178号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第55号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第84号          平成22年 4月 1日
     （歯顎移）第10号          平成24年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第224号         平成20年 4月 1日
     （人工歯根）第10号        平成24年 4月 1日
     （根切顕微）第1号         平成28年 4月 1日
     （病理診１）第14号        平成24年 4月 1日
     （口病診１）第1号         平成26年 4月 1日
     （補管）第3352号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第159号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第105号           平成18年 4月 1日
     （先１３３）第1号         平成20年10月 1日
     （先１４０）第56号        平成29年11月 1日
     （酸単）第40076号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,178.2 宇佐美歯科医院 〒230-0025 （補管）第36号            平成12年11月27日
     鶴歯178 横浜市鶴見区市場大和町５－１ （１７５）第2787号        平成14年 5月 1日
     045-501-8000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,183.2 上村歯科医院 〒230-0052 （補管）第1号             平成 8年 4月 1日
     鶴歯183 横浜市鶴見区生麦５－７－４１ （１７５）第1256号        平成14年 4月 1日
     045-501-8206  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,185.7 金指歯科医院 〒230-0071 （歯訪診）第2号           平成28年 4月 1日
     鶴歯185 横浜市鶴見区駒岡３－３７－１ （補管）第92号            平成 8年 4月 1日
     045-582-0013  （１７５）第1257号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11010,187.3 つるみ歯科クリニック〒230-0047 （歯援診）第117号         平成29年 1月 1日
     鶴歯187 横浜市鶴見区下野谷町３－９４ （歯ＣＡＤ）第126486号    平成29年 6月 1日
     045-502-4338  （補管）第51号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,188.1 横山歯科医院 〒230-0074 （歯援診）第76号          平成29年 3月 1日
     鶴歯188 横浜市鶴見区北寺尾１－４－１８ （在歯管）第40号          平成22年 4月 1日
     045-581-7052  （歯訪診）第3号           平成28年 4月 1日
     （補管）第61号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,196.4 佐藤歯科医院 〒230-0062 （歯訪診）第2351号        平成29年 2月 1日
     鶴歯196 横浜市鶴見区豊岡町１９－２３グ （歯技工）第145号         平成22年 4月 1日
     ランマルセ２階 （補管）第20号            平成 8年 4月 1日
     045-575-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,203.8 菊池デンタルクリニッ〒230-0051 （歯訪診）第517号         平成28年 4月 1日
     鶴歯203 ク 横浜市鶴見区鶴見中央４－１６－ （歯ＣＡＤ）第126512号    平成29年 7月 1日
     ３トミヤビル２Ｆ （補管）第93号            平成 8年 4月 1日
     045-502-0303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,205.3 ツネキ歯科 〒230-0051 （歯訪診）第1846号        平成28年 4月 1日
     鶴歯205 横浜市鶴見区鶴見中央４－２９－ （在推進）第2号           平成26年 4月 1日
     １７第１０下川ビル５０５ （補管）第78号            平成 9年12月17日
     045-503-0388  （１７５）第1259号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,216.0 高木歯科医院 〒230-0001 （歯訪診）第4号           平成28年 4月 1日
     鶴歯216 横浜市鶴見区矢向６－１５－９ （歯ＣＡＤ）第220号       平成26年 4月 1日
     045-572-4151  （補管）第40号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,217.8 町田歯科医院 〒230-0077 （歯ＣＡＤ）第224号       平成26年 4月 1日
     鶴歯217 横浜市鶴見区東寺尾３－１４－１ （補管）第72号            平成 8年 4月 1日
     ８ （１７５）第1260号        平成14年 4月 1日
     045-573-3585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,221.0 鈴木歯科 〒230-0017 （補管）第91号            平成 8年 9月27日
     鶴歯221 横浜市鶴見区東寺尾中台１３－２ （１７５）第1261号        平成14年 4月 1日
     ０
     045-575-3600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,226.9 安本歯科医院 〒230-0061 （補管）第21号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯226 横浜市鶴見区佃野町２５－１３ （１７５）第1262号        平成14年 4月 1日
     045-581-7375  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,227.7 横溝歯科医院 〒230-0073 （歯訪診）第5号           平成28年 4月 1日
     鶴歯227 横浜市鶴見区獅子ヶ谷１－１４－ （補管）第68号            平成 8年 4月 1日
     １６ （１７５）第1263号        平成14年 4月 1日
     045-575-1449  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   21010,233.5 吉田歯科医院 〒230-0062 （歯訪診）第6号           平成28年 4月 1日
     鶴歯233 横浜市鶴見区豊岡町３０－２５ （う蝕無痛）第71号        平成22年 8月 1日
     045-571-1059  （歯ＣＡＤ）第2416号      平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第31号        平成23年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第337号         平成23年 2月 1日
     （補管）第97号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,234.3 ミナール歯科 〒230-0062 （補管）第56号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯234 横浜市鶴見区豊岡町１８－１ミナ
     ールビル６Ｆ
     045-571-3005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,236.8 椎原歯科医院 〒230-0048 （外来環）第936号         平成28年 9月 1日
     鶴歯236 横浜市鶴見区本町通３－１６４－ （医管）第247号           平成18年 4月 1日
     １６ （歯援診）第255号         平成29年 3月 1日
     045-504-6621  (045-504-6620) （歯地連）第196号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1303号      平成26年12月 1日
     （補管）第4671号          平成17年 8月 1日
     （１７５）第1267号        平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,242.6 貴志歯科医院 〒230-0012 （歯訪診）第2013号        平成28年 7月 1日
     鶴歯242 横浜市鶴見区下末吉４－１７－１ （補管）第19号            平成 8年 4月 1日
     ３ （１７５）第1268号        平成14年 4月 1日
     045-581-7915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,247.5 友枝歯科医院 〒230-0071 （歯訪診）第7号           平成28年 4月 1日
     鶴歯247 横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０ （歯ＣＡＤ）第226号       平成26年 4月 1日
     045-581-9171  （補管）第32号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1270号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,248.3 伊藤歯科医院 〒230-0078 （補管）第27号            平成17年12月17日
     鶴歯248 横浜市鶴見区岸谷１－２３－８ （１７５）第1271号        平成17年12月17日
     045-575-7222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,249.1 イワゼデンタルクリニ〒230-0071 （歯援診）第111号         平成29年 1月 1日
     鶴歯249 ック 横浜市鶴見区駒岡３－２０－４イ （歯訪診）第8号           平成28年 4月 1日
     ワセビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第512号       平成26年 4月 1日
     045-574-4121  （補管）第71号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28010,251.7 駒岡歯科医院 〒230-0071 （歯ＣＡＤ）第126513号    平成29年 7月 1日
     鶴歯251 横浜市鶴見区駒岡１－２８－１ヒ （補管）第35号            平成 8年 4月 1日
     サキハイツ
     045-582-7778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29010,252.5 大庭歯科医院 〒230-0011 （歯訪診）第9号           平成28年 4月 1日
     鶴歯252 横浜市鶴見区上末吉５－２２－１ （補管）第80号            平成 8年 4月 1日
     ５
     045-572-6060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,253.3 いしづか歯科医院 〒230-0012 （歯ＣＡＤ）第227号       平成26年 4月 1日
     鶴歯253 横浜市鶴見区下末吉５－１９－３ （補管）第12号            平成 8年 4月 1日
     ４
     583-2057      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,255.8 中城歯科医院 〒230-0015 （補管）第33号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯255 横浜市鶴見区寺谷２－９－１
     045-581-7000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,256.6 美田歯科医院 〒230-0063 （歯訪診）第2490号        平成29年 3月 1日
     鶴歯256 横浜市鶴見区鶴見１－７－２０ （歯ＣＡＤ）第318号       平成26年 4月 1日
     045-575-7768  （補管）第4719号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,258.2 氏原歯科医院 〒230-0001 （歯訪診）第10号          平成28年 4月 1日
     鶴歯258 横浜市鶴見区矢向４－７－２８イ （補管）第18号            平成 8年 4月 1日
     グルドピレネ１０１ （１７５）第1272号        平成14年 4月 1日
     045-572-8118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,260.8 岸谷歯科医院 〒230-0078 （歯訪診）第1851号        平成28年 5月 1日
     鶴歯260 横浜市鶴見区岸谷１－１７－８ （歯ＣＡＤ）第2537号      平成28年 5月 1日
     045-583-1818  (045-583-1818) （補管）第4621号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2587号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,262.4 井澤歯科医院 〒230-0012 （外来環）第751号         平成28年 4月 1日
     鶴歯262 横浜市鶴見区下末吉１－１－１８ （医管）第1868号          平成28年 7月 1日
     045-585-1288  （か強診）第122号         平成28年 5月 1日
     （歯援診）第155号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第186号         平成28年 7月 1日
     （在推進）第3号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第513号       平成26年 6月 1日
     （補管）第64号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1274号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,263.2 大塚歯科医院 〒230-0078 （歯訪診）第11号          平成28年 4月 1日
     鶴歯263 横浜市鶴見区岸谷１－２０－３８ （補管）第4659号          平成14年 4月 1日
     045-581-5582  （１７５）第1275号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   37010,264.0 医療法人社団　米山歯〒230-0062 （外来環）第529号         平成26年 4月 1日
     鶴歯264 科医院 横浜市鶴見区豊岡町３－２８ （医管）第1787号          平成28年 5月 1日
     045-571-0059  (045-571-1504) （か強診）第123号         平成28年 5月 1日
     （歯援診）第151号         平成29年 3月 1日
     （在推進）第42号          平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1927号      平成27年 7月 1日
     （歯技工）第36号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第16号          平成20年 4月 1日
     （補管）第14号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,265.7 加藤デンタルオフィス〒230-0051 （歯訪診）第2235号        平成28年12月 1日
     鶴歯265 横浜市鶴見区鶴見中央１－２８－ （歯ＣＡＤ）第373号       平成26年 5月 1日
     １ （補管）第45号            平成 8年 4月 1日
     045-502-7148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,267.3 ヨコヤマデンタルクリ〒230-0012 （歯訪診）第2352号        平成29年 2月 1日
     鶴歯267 ニック 横浜市鶴見区下末吉４－２６－１ （歯ＣＡＤ）第973号       平成26年 9月 1日
     045-585-1182  （補管）第100号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1276号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40010,269.9 クラモト歯科 〒230-0051 （歯訪診）第12号          平成28年 4月 1日
     鶴歯269 横浜市鶴見区鶴見中央１－２５－ （在推進）第4号           平成26年 4月 1日
     １パル甲陽ビル２Ｆ （在推進）第90号          平成28年 4月 1日
     045-505-1833  （歯ＣＡＤ）第1601号      平成27年 3月 1日
     （補管）第96号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,271.5 宮治歯科医院 〒230-0012 （歯訪診）第2871号        平成29年 4月 1日
     鶴歯271 横浜市鶴見区下末吉４－１０－１ （歯ＣＡＤ）第2335号      平成28年 3月 1日
     ３ （補管）第41号            平成 8年 4月 1日
     045-581-9868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,272.3 サトミ歯科医院 〒230-0026 （歯ＣＡＤ）第705号       平成26年 7月 1日
     鶴歯272 横浜市鶴見区市場富士見町１１－ （ＧＴＲ）第17号          平成20年 4月 1日
     １５ （補管）第101号           平成 9年 5月 6日
     045-503-3411  （１７５）第1277号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,273.1 関根歯科医院 〒230-0051 （歯訪診）第2236号        平成28年12月 1日
     鶴歯273 横浜市鶴見区鶴見中央５－９－６ （補管）第3551号          平成 8年 8月 1日
     045-504-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   44010,274.9 塚越歯科医院 〒230-0062 （外来環）第1370号        平成29年11月 1日
     鶴歯274 横浜市鶴見区豊岡町８－１８ （医管）第2181号          平成29年11月 1日
     045-582-5678  （か強診）第624号         平成30年 2月 1日
     （歯訪診）第3092号        平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第127号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1169号      平成26年11月 1日
     （根切顕微）第94号        平成28年 5月 1日
     （補管）第58号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1278号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,278.0 上原歯科医院 〒230-0037 （補管）第46号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯278 横浜市鶴見区向井町４－８４－８
     アジュール横浜２Ｆ
     045-506-1801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,281.4 高本歯科医院 〒230-0071 （補管）第66号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯281 横浜市鶴見区駒岡４－２３－２８ （１７５）第1279号        平成14年 4月 1日
     045-585-1110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,282.2 長崎歯科医院 〒230-0011 （歯ＣＡＤ）第1507号      平成27年 2月 1日
     鶴歯282 横浜市鶴見区上末吉４－１－２４ （補管）第95号            平成 8年 4月 1日
     045-571-1532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,284.8 城戸歯科医院 〒230-0051 （補管）第54号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯284 横浜市鶴見区鶴見中央１－１７－
     １シーアイマンション１Ｆ
     045-502-1111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,285.5 白野歯科医院 〒230-0051 （歯ＣＡＤ）第1662号      平成27年 4月 1日
     鶴歯285 横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－ （補管）第42号            平成 8年 4月 1日
     ２１
     045-507-0078  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,286.3 松川歯科医院 〒230-0077 （歯訪診）第518号         平成28年 4月 1日
     鶴歯286 横浜市鶴見区東寺尾２－５－１５ （歯ＣＡＤ）第126424号    平成29年 4月 1日
     045-573-1182  （補管）第76号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1280号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,287.1 和田歯科 〒230-0074 （歯ＣＡＤ）第2417号      平成28年 4月 1日
     鶴歯287 横浜市鶴見区北寺尾１－１４－１ （補管）第83号            平成 8年 4月 1日
     １ （１７５）第1281号        平成14年 4月 1日
     045-583-8600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,289.7 香山歯科医院 〒230-0001 （補管）第39号            平成 8年 4月 1日
     鶴歯289 横浜市鶴見区矢向４－５－１６ （１７５）第1282号        平成14年 4月 1日
     045-573-9507  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   53010,291.3 たなか歯科 〒230-0061 （歯訪診）第1853号        平成28年 5月 1日
     鶴歯291 横浜市鶴見区佃野町２３－４０小 （補管）第50号            平成 8年 4月 1日
     笠原ビル２Ｆ
     045-583-8891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,292.1 斎藤歯科医院 〒230-0062 （補管）第5号             平成 8年 4月 1日
     鶴歯292 横浜市鶴見区豊岡町４－４鶴見西
     口ビル２０１
     045-583-7006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,296.2 徳岡歯科クリニック 〒230-0012 （歯援診）第118号         平成29年 3月 1日
     鶴歯296 横浜市鶴見区下末吉１－２３－１ （歯ＣＡＤ）第126371号    平成29年 3月 1日
     クレール末吉１Ｆ （補管）第22号            平成 8年 4月 1日
     045-584-0050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,297.0 いな歯科医院 〒230-0061 （外来環）第699号         平成27年12月 1日
     鶴歯297 横浜市鶴見区佃野町３０－２ （か強診）第1号           平成28年 4月 1日
     045-582-1744  (045-582-1744) （歯訪診）第13号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2023号      平成27年 8月 1日
     （補管）第73号            平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57010,301.0 医療法人社団　豊友会〒230-0052 （歯訪診）第2063号        平成28年 8月 1日
     鶴歯301 　渡辺歯科医院 横浜市鶴見区生麦５－１０－２２ （歯ＣＡＤ）第1663号      平成27年 4月 1日
     グリーンハイツ１０１号 （補管）第43号            平成 8年 4月 1日
     045-521-2888  (045-521-2888) （１７５）第1285号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58013,001.3 尻手デンタルクリニッ〒230-0001 （外来環）第877号         平成28年 8月 1日
     鶴歯3001 ク 横浜市鶴見区矢向４－３－７駿河 （か強診）第220号         平成28年 8月 1日
     屋ビル１Ｆ地下１Ｆ （歯援診）第620号         平成29年 2月 1日
     045-877-1264  （歯ＣＡＤ）第1053号      平成26年10月 1日
     （補管）第7042号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59013,003.9 メリアデンタルクリニ〒230-0012 （外来環）第637号         平成27年 5月 1日
     鶴歯3003 ック 横浜市鶴見区下末吉１－１－２１ （医管）第1869号          平成28年 7月 1日
     プロスペラス１０１ （歯訪診）第2643号        平成29年 3月 1日
     045-581-6480  (045-581-6481) （手顕微加）第2号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1765号      平成27年 5月 1日
     （補管）第7165号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60013,004.7 ゆき歯科 〒230-0062 （歯訪診）第2353号        平成29年 2月 1日
     鶴歯3004 横浜市鶴見区豊岡町２－３フーガ （歯ＣＡＤ）第2135号      平成27年10月 1日
     ３　５０１号室 （補管）第7225号          平成27年 7月 1日
     045-717-7018  (045-717-7107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   61013,005.4 医療法人社団友和会　〒230-0072 （歯訪診）第519号         平成28年 4月 1日
     鶴歯3005 みついけ歯科クリニッ横浜市鶴見区梶山１－８－３　１ （補管）第7246号          平成27年 7月 1日
     ク Ｆ
     045-576-1181  (045-576-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62013,006.2 江ヶ崎歯科医院 〒230-0002 （歯訪診）第2752号        平成29年 4月 1日
     鶴歯3006 横浜市鶴見区江ヶ崎町２０－２３ （歯ＣＡＤ）第126720号    平成30年 1月 1日
     045-571-8018  (045-581-2894) （補管）第7344号          平成27年12月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63013,007.0 鶴見中央歯科クリニッ〒230-0051 （外来環）第734号         平成28年 1月 1日
     鶴歯3007 ク 横浜市鶴見区鶴見中央２－２－４ （医管）第1633号          平成28年 1月 1日
     　鶴見ダイカンプラザ１０１ （か強診）第271号         平成28年 9月 1日
     045-521-5000  （歯訪診）第2112号        平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2329号      平成28年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第442号         平成28年 1月 1日
     （補管）第7345号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64013,008.8 浅川歯科医院 〒230-0051 （歯ＣＡＤ）第2294号      平成28年 2月 1日
     鶴歯3008 横浜市鶴見区鶴見中央１－２－１ （補管）第7337号          平成28年 2月 1日
     　第２日野ビル４Ｆ
     045-717-7008  (045-717-8006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65013,009.6 佐藤歯科医院 〒230-0047 （外来環）第797号         平成28年 5月 1日
     鶴歯3009 横浜市鶴見区下野谷町４－１４５ （医管）第1985号          平成28年11月 1日
     －２ （か強診）第324号         平成28年11月 1日
     045-508-1113  (045-508-1130) （歯援診）第580号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第244号         平成28年11月 1日
     （歯地連）第482号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2529号      平成28年 4月 1日
     （補管）第7395号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66013,010.4 今川歯科医院 〒230-0051 （歯ＣＡＤ）第126682号    平成29年12月 1日
     鶴歯3010 横浜市鶴見区鶴見中央４－３４－ （補管）第7432号          平成28年 3月27日
     １２　
     045-511-1677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67013,011.2 横山歯科クリニック 〒230-0012 （歯訪診）第2977号        平成29年 4月 1日
     鶴歯3011 横浜市鶴見区下末吉５－１０－６ （歯ＣＡＤ）第2574号      平成28年 4月15日
     　 （補管）第7433号          平成28年 4月15日
     045-573-6488  (045-573-6488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   68013,012.0 ふみきり歯科クリニッ〒230-0052 （外来環）第1220号        平成29年 5月 1日
     鶴歯3012 ク 横浜市鶴見区生麦１－８－１　ミ （医管）第2121号          平成29年 5月 1日
     ッテンドルフ１０２ （か強診）第521号         平成29年 6月 1日
     045-502-8066  (045-502-8066) （歯援診）第733号         平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第1935号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126292号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7434号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69013,013.8 そよかぜ歯科 〒230-0074 （歯ＣＡＤ）第126493号    平成29年 6月 1日
     鶴歯3013 横浜市鶴見区北寺尾７－１７－１ （補管）第7657号          平成29年 6月 1日
     ８　
     045-567-5254  (045-567-5254)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70013,014.6 樋口歯科医院 〒230-0025 （歯援診）第790号         平成29年10月18日
     鶴歯3014 横浜市鶴見区市場大和町８－５ （補管）第7748号          平成29年10月18日
     045-511-0653  (045-511-4621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71013,015.3 医療法人ＲＡＩＳＥ　〒230-0051 （歯訪診）第3479号        平成30年 3月 1日
     鶴歯3015 デンタルクリニックＫ横浜市鶴見区鶴見中央１－１９－ （歯ＣＡＤ）第126901号    平成30年 3月 1日
     鶴見 ４　メディカルプラザＤ鶴見５Ｆ （補管）第7799号          平成30年 3月 1日
     045-642-8214  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72013,016.1 クレア歯科クリニック〒230-0004
     鶴歯3016 フォルテ森永橋 横浜市鶴見区元宮２－１－６３　
     フォルテ森永橋２Ｆ
     045-852-6480  (045-852-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73014,304.0 宮田歯科クリニック 〒230-0001 （歯ＣＡＤ）第974号       平成26年 9月 1日
     鶴歯304 横浜市鶴見区矢向５－６－１篠崎 （補管）第3543号          平成 8年 7月22日
     ビル２Ｆ （１７５）第2995号        平成19年11月 1日
     045-575-6433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74014,305.7 医療法人社団　愛美会〒230-0016 （矯診）第199号           平成24年 1月 1日
     鶴歯305 　アイ矯正歯科クリニ横浜市鶴見区東寺尾北台８－６ （顎診）第151号           平成24年 1月 1日
     ック 045-572-8588  (045-572-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75014,307.3 岡田歯科医院 〒230-0012 （歯訪診）第1854号        平成28年 5月 1日
     鶴歯307 横浜市鶴見区下末吉２－２－５ （歯ＣＡＤ）第1054号      平成26年10月 1日
     045-581-5163  （補管）第4441号          平成 9年 4月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76014,308.1 いちば歯科 〒230-0022 （歯訪診）第3231号        平成29年 4月 1日
     鶴歯308 横浜市鶴見区市場東中町１－１１ （補管）第3715号          平成 9年 7月 1日
     045-507-2525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77014,312.3 浅川歯科医院 〒230-0062 （補管）第3822号          平成15年 8月14日
     鶴歯312 横浜市鶴見区豊岡町３５－２４
     045-581-3071  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   78014,313.1 いのは歯科医院 〒230-0038 （補管）第4256号          平成12年 8月 1日
     鶴歯313 横浜市鶴見区栄町通３－３６－２ （１７５）第2852号        平成14年 6月 1日
     デュエットイガラシ２０１
     045-504-9909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79014,314.9 フーガ２矯正＆ブライ〒230-0002 （歯ＣＡＤ）第2176号      平成27年11月 1日
     鶴歯314 ト歯科 横浜市鶴見区豊岡町２－２フーガ （補管）第3853号          平成10年 6月15日
     ２－３０８ （矯診）第113号           平成22年 4月 1日
     045-585-0811  （酸単）第40075号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80014,315.6 生麦歯科医院 〒230-0052 （補管）第47号            平成10年 6月 1日
     鶴歯315 横浜市鶴見区生麦３－２－９ＮＣ （１７５）第2588号        平成14年 5月 1日
     ビル３Ｆ
     045-503-2071  (045-503-2072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81014,316.4 さえだ歯科医院 〒230-0076 （外来環）第452号         平成24年12月 1日
     鶴歯316 横浜市鶴見区馬場３－３－６ （補管）第30号            平成10年 7月 1日
     045-581-0583  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82014,317.2 平田歯科医院 〒230-0012 （歯訪診）第14号          平成28年 4月 1日
     鶴歯317 横浜市鶴見区下末吉２－１９－２ （歯ＣＡＤ）第2418号      平成28年 4月 1日
     045-581-6177  (045-581-6177) （補管）第9号             平成10年 8月10日
     （１７５）第1286号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83014,318.0 あさみ歯科医院 〒230-0017 （歯訪診）第15号          平成28年 4月 1日
     鶴歯318 横浜市鶴見区東寺尾中台２１－９ （在推進）第5号           平成26年 4月 1日
     045-584-1845  (045-584-1845) （歯ＣＡＤ）第834号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3897号          平成10年10月 1日
     （１７５）第1287号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84014,320.6 鶴見歯科医院 〒230-0051 （補管）第3945号          平成11年 2月 1日
     鶴歯320 横浜市鶴見区鶴見中央４－６－１
     ２岩本ビル１Ｆ
     045-502-6405  (045-502-6405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85014,321.4 西デンタルクリニック〒230-0037 （歯ＣＡＤ）第835号       平成26年 8月 1日
     鶴歯321 横浜市鶴見区向井町１－１０－１ （補管）第3971号          平成11年 4月 1日
     ０２
     045-505-2000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86014,322.2 獅子ヶ谷歯科医院 〒230-0073 （歯訪診）第2354号        平成29年 2月 1日
     鶴歯322 横浜市鶴見区獅子ヶ谷１－３９－ （補管）第3973号          平成11年 4月 1日
     １４
     045-582-6484  (045-582-6488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   87014,323.0 北村歯科 〒230-0051 （補管）第6228号          平成22年10月 1日
     鶴歯323 横浜市鶴見区鶴見中央１－３１　
     シークレイン２Ｆ
     045-504-6600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88014,325.5 のむら歯科医院 〒230-0052 （補管）第4062号          平成11年 9月 1日
     鶴歯325 横浜市鶴見区生麦３－７－５中野
     ２号ビル１Ｆ
     045-511-5282  (045-511-5282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89014,326.3 うちだ歯科 〒230-0051 （補管）第4064号          平成11年 9月15日
     鶴歯326 横浜市鶴見区鶴見中央１－１６－
     １３セントラルハイムⅡ－１０２
     045-506-6400  (045-506-6440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90014,327.1 アーバン歯科医院 〒230-0071 （歯ＣＡＤ）第126146号    平成28年 9月 1日
     鶴歯327 横浜市鶴見区駒岡５－２－８アー （補管）第3934号          平成11年12月 1日
     バンハーモニー本屋敷１０１
     045-583-0555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91014,329.7 森田歯科医院 〒230-0051 （歯訪診）第16号          平成28年 4月 1日
     鶴歯329 横浜市鶴見区鶴見中央５－２－４ （補管）第81号            平成12年 1月 1日
     045-501-2356  (045-501-2367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92014,330.5 すみかわ歯科クリニッ〒230-0033 （歯ＣＡＤ）第374号       平成26年 5月 1日
     鶴歯330 ク 横浜市鶴見区朝日町２－９８ （補管）第4153号          平成12年 4月 1日
     045-508-3718  (045-508-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93014,332.1 ピーキッズ歯科 〒230-0001 （外来環）第1322号        平成29年 8月 1日
     鶴歯332 横浜市鶴見区矢向５－３－２３ （補管）第4345号          平成13年 3月 1日
     045-580-7718  （１７５）第2574号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94014,333.9 三田歯科医院 〒230-0017 （歯ＣＡＤ）第1304号      平成26年12月 1日
     鶴歯333 横浜市鶴見区東寺尾中台１７－２ （補管）第98号            平成13年 4月29日
     ５ （１７５）第1288号        平成14年 4月 1日
     045-581-6462  (045-581-6462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95014,337.0 ますだ矯正歯科クリニ〒230-0062
     鶴歯337 ック 横浜市鶴見区豊岡町１１－１５パ
     シオ７－Ａ－１０２
     045-583-6555  (045-583-6555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96014,341.2 こいずみ歯科 〒230-0001 （歯訪診）第2626号        平成29年 3月 1日
     鶴歯341 横浜市鶴見区矢向５－９－４ （歯ＣＡＤ）第126685号    平成29年12月 1日
     045-575-1600  (045-575-1600) （ＧＴＲ）第458号         平成28年 5月 1日
     （補管）第4824号          平成14年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   97014,345.3 いしい歯科クリニック〒230-0071 （歯訪診）第3091号        平成29年 4月 1日
     鶴歯345 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２武 （補管）第5042号          平成15年 9月 1日
     田メディカルビル３Ｆ
     045-575-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98014,346.1 高橋歯科医院 〒230-0062 （外来環）第1198号        平成29年 4月 1日
     鶴歯346 横浜市鶴見区豊岡町３０－６ヒル （医管）第2104号          平成29年 4月 1日
     サイド鶴見１Ｆ （か強診）第488号         平成29年 4月 1日
     045-570-4555  (045-570-4666) （歯援診）第712号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第317号         平成29年 4月 1日
     （補管）第5043号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99014,348.7 てらお歯科医院 〒230-0077 （外来環）第1298号        平成29年 7月 1日
     鶴歯348 横浜市鶴見区東寺尾４－２５－１ （歯訪診）第17号          平成28年 4月 1日
     ２ （歯ＣＡＤ）第1305号      平成26年12月 1日
     045-580-5223  （ＧＴＲ）第122号         平成20年 4月 1日
     （補管）第5079号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100014,349.5 鴨志田歯科医院 〒230-0002 （外来環）第71号          平成20年 4月 1日
     鶴歯349 横浜市鶴見区江ヶ崎町１２－３３ （か強診）第2号           平成28年 4月 1日
     045-571-6480  (045-571-6660) （歯援診）第49号          平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1664号      平成27年 4月 1日
     （補管）第17号            平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101014,352.9 メイ・ロイヤル矢向歯〒230-0001 （外来環）第1251号        平成29年 6月 1日
     鶴歯352 科医院 横浜市鶴見区矢向６－１０－１１ （歯訪診）第2978号        平成29年 4月 1日
     クレーエシャルマ１Ｆ （歯ＣＡＤ）第193号       平成26年 4月 1日
     045-580-3680  (045-580-3681) （補管）第5074号          平成16年 4月 1日
     （１７５）第2949号        平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102014,353.7 ほりうち歯科医院 〒230-0062 （補管）第5155号          平成16年 6月 1日
     鶴歯353 横浜市鶴見区豊岡町２０－２Ｒ１
     ７αビル１Ｆ
     045-581-1233  (045-581-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103014,354.5 汐入歯科クリニック 〒230-0043 （外来環）第878号         平成28年 8月 1日
     鶴歯354 横浜市鶴見区汐入町２－３９－２ （歯訪診）第2113号        平成28年 9月 1日
     ３ （歯ＣＡＤ）第126121号    平成28年 8月 1日
     045-501-4180  (045-501-4180) （補管）第5190号          平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104014,355.2 鶴見あおば歯科 〒230-0038 （補管）第94号            平成16年 8月 1日
     鶴歯355 横浜市鶴見区栄町通２－２１－３
     ６
     045-511-0201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  105014,358.6 ユーデンタルクリニッ〒230-0077 （歯訪診）第3183号        平成29年 4月 1日
     鶴歯358 ク 横浜市鶴見区東寺尾２－１５－１ （歯ＣＡＤ）第44号        平成26年 4月 1日
     ７ （ＧＴＲ）第169号         平成20年 4月 1日
     045-585-0118  (045-585-0118) （補管）第4926号          平成16年 9月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106014,359.4 いちば駅前歯科クリニ〒230-0021 （外来環）第685号         平成27年10月 1日
     鶴歯359 ック 横浜市鶴見区市場上町１－１佐野 （歯援診）第694号         平成29年 4月 1日
     ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2136号      平成27年10月 1日
     045-502-4618  (045-502-4618) （補管）第5233号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107014,360.2 うえの歯科医院 〒230-0077 （外来環）第500号         平成25年 9月28日
     鶴歯360 横浜市鶴見区東寺尾６－２９－１ （医管）第1593号          平成25年 9月28日
     ４ （か強診）第361号         平成29年 1月 1日
     045-572-0008  (045-572-0008) （歯援診）第680号         平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第2355号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2524号      平成28年 4月 1日
     （歯技工）第211号         平成28年 4月 1日
     （補管）第6885号          平成25年 9月28日
     （酸単）第40427号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108014,361.0 生麦駅前歯科クリニッ〒230-0052 （外来環）第1199号        平成29年 4月 1日
     鶴歯361 ク 横浜市鶴見区生麦３－２－８ （歯訪診）第18号          平成28年 4月 1日
     045-503-6474  (045-503-6474) （補管）第4593号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109014,362.8 長田歯科医院 〒230-0011 （外来環）第530号         平成26年 4月 1日
     鶴歯362 横浜市鶴見区上末吉１－１６－２ （医管）第1636号          平成28年 4月 1日
     ２ （か強診）第3号           平成28年 4月 1日
     045-581-7369  (045-583-6737) （歯援診）第119号         平成28年10月 1日
     （在歯管）第87号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第95号        平成26年 4月 1日
     （補管）第34号            平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110014,363.6 大久保歯科医院 〒230-0062 （補管）第4099号          平成17年 6月 1日
     鶴歯363 横浜市鶴見区豊岡町２７－１１
     045-584-6480  (045-584-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111014,364.4 いむら歯科クリニック〒230-0074 （歯訪診）第2492号        平成29年 3月 1日
     鶴歯364 横浜市鶴見区北寺尾２－１９ライ （補管）第5332号          平成17年 6月15日
     フ鶴見店３Ｆ
     0120-14-2070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112014,365.1 石井歯科医院 〒230-0046 （歯訪診）第2979号        平成29年 4月 1日
     鶴歯365 横浜市鶴見区小野町２４　西谷ビ （歯ＣＡＤ）第1055号      平成26年10月 1日
     ル１０１ （補管）第6373号          平成23年 5月10日
     045-521-0609  (045-521-0609) （１７５）第3037号        平成23年 5月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  113014,366.9 オータワ歯科クリニッ〒230-0062 （外来環）第676号         平成27年 9月 1日
     鶴歯366 ク 横浜市鶴見区豊岡町１３－３ＴＩ （医管）第1637号          平成28年 4月 1日
     ビル２Ｆ （歯訪診）第2980号        平成29年 4月 1日
     045-580-8080  (045-580-8010) （歯ＣＡＤ）第1170号      平成26年11月 1日
     （補管）第5341号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114014,368.5 佐々木歯科クリニック〒230-0036 （補管）第5408号          平成18年 1月 1日
     鶴歯368 横浜市鶴見区浜町１－５－１１
     045-521-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115014,369.3 坂巻歯科医院 〒230-0022 （歯訪診）第20号          平成28年 4月 1日
     鶴歯369 横浜市鶴見区市場東中町４－１４ （補管）第16号            平成18年 4月 1日
     045-511-0641  (045-511-0641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116014,370.1 森歯科医院 〒230-0051 （歯援診）第256号         平成29年 3月 1日
     鶴歯370 横浜市鶴見区鶴見中央４－２４－ （在推進）第43号          平成26年 5月 1日
     ９ （歯ＣＡＤ）第497号       平成26年 5月 1日
     045-501-3744  (045-501-3743) （補管）第11号            平成18年 4月 1日
     （矯診）第148号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117014,371.9 セントラルデンタルケ〒230-0051 （補管）第5519号          平成18年 9月15日
     鶴歯371 アクリニック 横浜市鶴見区鶴見中央１－１５－
     １エミネンスＮＳ鶴見２Ｆ
     045-508-0083  (045-508-0083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118014,372.7 西門歯科 〒230-0048 （歯ＣＡＤ）第126527号    平成29年 7月 1日
     鶴歯372 横浜市鶴見区本町通２－８４－１ （歯技工）第98号          平成22年 4月 1日
     　ニックハイム鶴見第七１０２号 （補管）第4955号          平成19年 9月 1日
     045-307-1997  (045-307-1975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119014,374.3 新村歯科医院 〒230-0076 （歯訪診）第2064号        平成28年 8月 1日
     鶴歯374 横浜市鶴見区馬場１－８－１ （歯ＣＡＤ）第2337号      平成28年 3月 1日
     045-571-5566  (045-571-1808) （補管）第25号            平成19年 1月 1日
     （１７５）第1252号        平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120014,375.0 縄田歯科医院 〒230-0038 （歯訪診）第3184号        平成29年 4月 1日
     鶴歯375 横浜市鶴見区栄町通４－４７－９ （補管）第75号            平成19年 1月 1日
     045-501-0922  （１７５）第2783号        平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121014,376.8 桝井歯科医院 〒230-0004 （歯訪診）第2872号        平成29年 4月 1日
     鶴歯376 横浜市鶴見区元宮１－８－１３ （歯ＣＡＤ）第126514号    平成29年 7月 1日
     045-571-3619  （補管）第63号            平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  122014,377.6 大野歯科医院 〒230-0048 （外来環）第1190号        平成29年 4月 1日
     鶴歯377 横浜市鶴見区本町通３－１６８－ （医管）第2095号          平成29年 4月 1日
     １３ （在歯管）第313号         平成29年 4月 1日
     045-501-7802  (045-501-7802) （歯訪診）第2981号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第413号       平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第836号       平成26年 8月 1日
     （補管）第26号            平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123014,378.4 前田歯科医院 〒230-0061 （補管）第29号            平成20年 1月17日
     鶴歯378 横浜市鶴見区佃野町３１－２１ （１７５）第2782号        平成20年 1月17日
     045-581-6755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124014,379.2 宮川歯科医院 〒230-0026 （外来環）第835号         平成28年 7月 1日
     鶴歯379 横浜市鶴見区市場富士見町１０－ （医管）第2093号          平成29年 4月 1日
     １１ （歯訪診）第1855号        平成28年 5月 1日
     045-521-7662  （補管）第60号            平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125014,380.0 森デンタルオフィス 〒230-0063 （歯訪診）第2701号        平成29年 3月 1日
     鶴歯380 横浜市鶴見区鶴見１－１－３　２ （手顕微加）第116号       平成28年 5月 1日
     Ｆ （歯ＣＡＤ）第2538号      平成28年 5月 1日
     045-584-3330  （補管）第5804号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126014,382.6 森田歯科医院 〒230-0074 （歯訪診）第2237号        平成28年12月 1日
     鶴歯382 横浜市鶴見区北寺尾３－１－３２ （歯ＣＡＤ）第126122号    平成28年 8月 1日
     045-571-5748  （補管）第5846号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127014,383.4 和崎歯科医院 〒230-0077 （歯訪診）第2238号        平成28年12月 1日
     鶴歯383 横浜市鶴見区東寺尾５－５－２２ （歯ＣＡＤ）第126255号    平成28年12月 1日
     045-572-0896  (045-586-1892) （ＧＴＲ）第277号         平成21年 2月 1日
     （補管）第5847号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128014,384.2 ひろ歯科医院 〒230-0051 （補管）第7141号          平成27年 1月 5日
     鶴歯384 横浜市鶴見区鶴見中央４－３－１
     グレイス鶴見１Ｆ１０１
     045-502-8841  (045-502-8841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129014,385.9 長谷川歯科医院 〒230-0074 （歯訪診）第21号          平成28年 4月 1日
     鶴歯385 横浜市鶴見区北寺尾２－１－３１ （補管）第6187号          平成22年 8月 1日
     －１０１
     045-717-5252  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130014,386.7 神山歯科医院 〒230-0052 （歯訪診）第22号          平成28年 4月 1日
     鶴歯386 横浜市鶴見区生麦５－１５－４２ （補管）第6214号          平成22年 7月29日
     045-501-2671  (045-501-2671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  131014,388.3 医療法人社団　至誠会〒230-0001 （外来環）第1414号        平成30年 2月 1日
     鶴歯388 　斉藤歯科医院 横浜市鶴見区矢向６－７－１１　 （歯訪診）第23号          平成28年 4月 1日
     ２Ｆ （歯ＣＡＤ）第2207号      平成27年12月 1日
     045-583-0066  (045-583-0066) （補管）第6352号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132014,389.1 川内歯科医院 〒230-0041 （外来環）第1342号        平成29年 9月 1日
     鶴歯389 横浜市鶴見区潮田町３－１４３－ （歯ＣＡＤ）第126575号    平成29年 9月 1日
     ４　ヴィラ鶴見２０１ （補管）第6499号          平成24年 1月 1日
     045-501-7264  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133014,391.7 ほしおか歯科医院 〒230-0001 （外来環）第1138号        平成29年 3月 1日
     鶴歯391 横浜市鶴見区矢向１－１１－１５ （か強診）第552号         平成29年 8月 1日
     パールハイツ黒川１Ｆ （歯訪診）第2493号        平成29年 3月 1日
     045-717-8750  （歯ＣＡＤ）第126769号    平成30年 1月 1日
     （補管）第6582号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134014,392.5 アクアデンタルクリニ〒230-0051 （外来環）第595号         平成26年12月 1日
     鶴歯392 ック 横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－ （補管）第6583号          平成24年 6月 1日
     ３０イトーヨーカドー鶴見店１Ｆ
     045-508-1107  (045-508-1106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135014,393.3 さくら歯科・矯正歯科〒230-0001 （歯ＣＡＤ）第48号        平成26年 4月 1日
     鶴歯393 横浜市鶴見区矢向６－６－１９エ （補管）第6704号          平成24年12月 1日
     ンデバー・ヨコハマ１Ｆ
     045-573-7059  (045-573-7059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136014,394.1 マエダ歯科 〒230-0012 （歯援診）第371号         平成29年 4月 1日
     鶴歯394 横浜市鶴見区下末吉１－１２－６ （補管）第6734号          平成25年 1月 1日
     045-581-5255  (045-581-5216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137014,395.8 浅川歯科医院 〒230-0062 （補管）第6738号          平成25年 3月 1日
     鶴歯395 横浜市鶴見区豊岡町３５－２４
     045-581-3071  (045-581-3071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138014,396.6 そらまめ歯科医院ｍｕ〒230-0078 （補管）第6767号          平成25年 5月 1日
     鶴歯396 ｇｉ離宮 横浜市鶴見区岸谷１－２３－１０
     045-515-2518  (045-568-4917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139014,397.4 医療法人ＲＡＩＳＥ　〒230-0001 （歯訪診）第2269号        平成29年 1月 1日
     鶴歯397 デンタルクリニックＫ横浜市鶴見区矢向５－９－２３健 （歯ＣＡＤ）第837号       平成26年 8月 1日
     川崎 ナビメディカルモール　３Ｆ （補管）第6768号          平成25年 4月 1日
     045-584-2488  (045-584-2281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140014,398.2 アシホ歯科医院 〒230-0051 （歯ＣＡＤ）第126411号    平成29年 4月 1日
     鶴歯398 横浜市鶴見区鶴見中央３－１１－ （補管）第6794号          平成25年 5月 1日
     １３アーバンハイツ中村１０４
     045-834-9045  (045-834-9045)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  141020,099.8 金子歯科医院 〒221-0844 （歯リハ２）第243号       平成26年 7月 1日
     神歯99 横浜市神奈川区沢渡５０－１ （歯ＣＡＤ）第514号       平成26年 6月 1日
     045-311-8371  （補管）第115号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1293号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142020,113.7 重枝歯科医院 〒221-0002 （補管）第3559号          平成 8年 8月 1日
     神歯113 横浜市神奈川区大口通１３５－１
     ４
     045-421-6975  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143020,126.9 平歯科医院 〒221-0002 （歯ＣＡＤ）第1171号      平成26年11月 1日
     神歯126 横浜市神奈川区大口通１３７－４ （補管）第147号           平成 8年 4月 1日
     045-433-0488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144020,129.3 長沼歯科医院 〒221-0841 （歯訪診）第2494号        平成29年 3月 1日
     神歯129 横浜市神奈川区松本町３－２５山 （歯ＣＡＤ）第2096号      平成27年 9月 1日
     川ビル２Ｆ （歯技工）第99号          平成22年 4月 1日
     045-322-0959  （補管）第151号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2590号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145020,132.7 田中歯科医院 〒221-0852 （補管）第113号           平成 8年 4月 1日
     神歯132 横浜市神奈川区三ッ沢下町２－８
     045-321-3393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146020,133.5 犬飼歯科医院 〒221-0835 （歯訪診）第24号          平成28年 4月 1日
     神歯133 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－ （歯ＣＡＤ）第706号       平成26年 7月 1日
     ３伊藤ビル１Ｆ （補管）第136号           平成16年12月 7日
     045-314-1550  (045-312-8977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147020,138.4 飯嶋歯科医院 〒221-0852 （補管）第146号           平成 8年 4月 1日
     神歯138 横浜市神奈川区三ツ沢下町９－２ （１７５）第2591号        平成14年 5月 1日
     ５　高成田ビル２Ｆ
     045-321-9392  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148020,153.3 笠原歯科医院 〒221-0822 （補管）第108号           平成 8年 4月 1日
     神歯153 横浜市神奈川区西神奈川３－１－ （１７５）第2592号        平成14年 5月 1日
     １竹内ビル内
     045-413-6151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149020,154.1 田中歯科クリニック 〒221-0823 （補管）第6527号          平成24年 2月 9日
     神歯154 横浜市神奈川区二ッ谷町２－１　
     勝田ビル１Ｆ
     045-324-2279  (045-324-2279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  150020,155.8 谷川歯科医院 〒221-0822 （歯訪診）第25号          平成28年 4月 1日
     神歯155 横浜市神奈川区西神奈川１－６－ （歯ＣＡＤ）第126293号    平成29年 1月 1日
     １サクラピアビル２Ｆ （補管）第124号           平成 8年 4月 1日
     045-324-0540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151020,163.2 武井歯科医院 〒221-0844 （外来環）第25号          平成20年 4月 1日
     神歯163 横浜市神奈川区沢渡４５－１ルピ （医管）第1639号          平成28年 4月 1日
     ナス横浜西口１Ｆ （か強診）第143号         平成28年 6月 1日
     045-321-8241  （歯訪診）第26号          平成28年 4月 1日
     （歯技工）第202号         平成26年11月 1日
     （補管）第130号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40077号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152020,175.6 三木歯科医院 〒221-0002 （外来環）第811号         平成28年 6月 1日
     神歯175 横浜市神奈川区大口通１２２岩金 （医管）第1821号          平成28年 6月 1日
     ビル２Ｆ （か強診）第144号         平成28年 6月 1日
     045-401-1916  （歯援診）第492号         平成28年 6月 1日
     （補管）第190号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153020,183.0 内藤歯科クリニック 〒221-0001 （補管）第139号           平成19年 5月15日
     神歯183 横浜市神奈川区西寺尾１－２１－
     １５
     045-433-6480  (045-433-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154020,185.5 山口歯科 〒221-0835 （補管）第3512号          平成 8年 7月 1日
     神歯185 横浜市神奈川区鶴屋町２－１９－ （１７５）第2593号        平成14年 5月 1日
     ４神谷ビル２Ｆ
     045-314-5993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155020,191.3 山田歯科医院 〒221-0841 （補管）第3513号          平成 8年 7月 1日
     神歯191 横浜市神奈川区松本町２－１９－ （１７５）第1300号        平成14年 4月 1日
     １２
     045-321-3052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156020,196.2 片倉町歯科医院 〒221-0865 （歯ＣＡＤ）第2634号      平成28年 7月 1日
     神歯196 横浜市神奈川区片倉２－２２－６ （補管）第159号           平成10年 8月14日
     片倉町フラッツ１Ｆ （１７５）第1301号        平成14年 4月 1日
     045-491-6479  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157020,200.2 あおば歯科医院 〒221-0013 （外来環）第278号         平成20年11月 1日
     神歯200 横浜市神奈川区新子安１－１２－ （か強診）第221号         平成28年 8月 1日
     １５ （歯訪診）第2065号        平成28年 8月 1日
     045-434-1181  （歯ＣＡＤ）第838号       平成26年 8月 1日
     （補管）第179号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  158020,202.8 中島歯科医院 〒221-0822 （歯訪診）第2873号        平成29年 4月 1日
     神歯202 横浜市神奈川区西神奈川２－１－ （歯ＣＡＤ）第126320号    平成29年 2月 1日
     ４ （補管）第199号           平成 8年 4月 1日
     045-413-1100  （１７５）第1302号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159020,203.6 伊東歯科医院 〒221-0046 （歯訪診）第27号          平成28年 4月 1日
     神歯203 横浜市神奈川区神奈川本町２－１ （歯ＣＡＤ）第1172号      平成26年11月 1日
     ０ （ＧＴＲ）第18号          平成20年 4月 1日
     045-453-1128  （補管）第178号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160020,205.1 杉本歯科医院 〒221-0866 （歯ＣＡＤ）第126147号    平成28年 9月 1日
     神歯205 横浜市神奈川区羽沢南１－１９－ （補管）第125号           平成 8年 4月 1日
     １
     045-373-0472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161020,206.9 岡田歯科医院 〒221-0856 （歯ＣＡＤ）第839号       平成26年 8月 1日
     神歯206 横浜市神奈川区三ッ沢上町１－１ （補管）第176号           平成 8年 4月 1日
     ３グランデ三ッ沢２Ｆ
     045-312-1818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162020,207.7 Ｈ・Ｙデンタルクリニ〒221-0075 （か強診）第457号         平成29年 4月 1日
     神歯207 ック 横浜市神奈川区白幡上町６－６ （歯訪診）第2702号        平成29年 3月 1日
     045-421-0648  （歯ＣＡＤ）第1665号      平成27年 4月 1日
     （補管）第145号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163020,212.7 日下部歯科クリニック〒221-0802 （補管）第140号           平成 8年 4月 1日
     神歯212 横浜市神奈川区六角橋５－９－１ （１７５）第1303号        平成14年 4月 1日
     ２ストーク中山１Ｆ
     045-481-7980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164020,215.0 清水歯科 〒221-0802 （歯援診）第402号         平成28年11月 1日
     神歯215 横浜市神奈川区六角橋２－３４－ （在歯管）第291号         平成29年 3月 1日
     ２０ （在推進）第85号          平成27年11月 1日
     045-491-7861  （歯ＣＡＤ）第126123号    平成28年 8月 1日
     （補管）第193号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165020,216.8 緒方歯科医院 〒221-0012 （歯訪診）第28号          平成28年 4月 1日
     神歯216 横浜市神奈川区子安台１－１４－ （ＧＴＲ）第19号          平成20年 4月 1日
     １９ （補管）第185号           平成 8年 4月 1日
     045-431-1077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166020,218.4 西山歯科医院 〒221-0002 （歯援診）第16号          平成29年 4月 1日
     神歯218 横浜市神奈川区大口通３５ （歯ＣＡＤ）第2338号      平成28年 3月 1日
     045-421-4103  （補管）第162号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  167020,221.8 吉尾歯科医院 〒221-0822 （補管）第129号           平成 8年 4月 1日
     神歯221 横浜市神奈川区西神奈川３－１１ （１７５）第1306号        平成14年 4月 1日
     ６
     045-491-0773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168020,222.6 松樹歯科医院 〒221-0825 （歯訪診）第29号          平成28年 4月 1日
     神歯222 横浜市神奈川区反町２－１４－５ （歯ＣＡＤ）第2024号      平成27年 8月 1日
     グリーンガ－デン１階 （補管）第173号           平成 8年 4月 1日
     045-321-6665  （１７５）第2989号        平成19年 7月 1日
     （酸単）第40078号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169020,226.7 髙橋歯科 〒221-0842 （外来環）第879号         平成28年 8月 1日
     神歯226 横浜市神奈川区泉町１４－８ （歯訪診）第30号          平成28年 4月 1日
     045-324-7345  （歯リハ２）第201号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2025号      平成27年 8月 1日
     （補管）第121号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40079号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170020,229.1 野口歯科医院 〒221-0864 （歯訪診）第520号         平成28年 4月 1日
     神歯229 横浜市神奈川区菅田町８６３－５ （歯ＣＡＤ）第840号       平成26年 8月 1日
     エレガンス菅田第一１Ｆ （補管）第165号           平成 8年 4月 1日
     473-3031      （酸単）第40080号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171020,231.7 松見歯科医院 〒221-0005 （補管）第112号           平成 8年 4月 1日
     神歯231 横浜市神奈川区松見町１－４３－
     ９
     045-433-6664  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172020,234.1 西口歯科医院 〒221-0844 （歯訪診）第31号          平成28年 4月 1日
     神歯234 横浜市神奈川区沢渡２－３ベルウ （歯ＣＡＤ）第1858号      平成27年 6月 1日
     ッドビル１階 （補管）第142号           平成 8年 4月 1日
     045-321-2491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173020,235.8 小泉歯科医院 〒221-0065 （外来環）第836号         平成28年 7月 1日
     神歯235 横浜市神奈川区白楽１００コミュ （歯ＣＡＤ）第1508号      平成27年 2月 1日
     ニティプラザビル２Ｆ （補管）第161号           平成 8年 4月 1日
     045-432-2005  (045-435-3230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174020,236.6 富田歯科医院 〒221-0015 （歯ＣＡＤ）第126412号    平成29年 4月 1日
     神歯236 横浜市神奈川区神之木町２－３５ （補管）第186号           平成 8年 4月 1日
     045-402-6770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175020,241.6 雨宮歯科医院 〒221-0862 （外来環）第227号         平成20年 9月 1日
     神歯241 横浜市神奈川区三枚町２４４エス （歯援診）第34号          平成29年 2月 1日
     テートⅠ　２Ｆ （補管）第183号           平成 8年 4月 1日
     045-474-3355  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  176020,242.4 おさない歯科医院 〒221-0014 （歯ＣＡＤ）第1号         平成27年 4月 1日
     神歯242 横浜市神奈川区入江１－１３－２ （補管）第4745号          平成14年 5月 1日
     ５
     045-432-8148  (045-402-6369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177020,243.2 西菅田歯科医院 〒221-0864 （歯訪診）第3269号        平成29年 4月 1日
     神歯243 横浜市神奈川区菅田町４８８－４ （補管）第157号           平成 8年 4月 1日
     －３－１０１
     045-472-7715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178020,247.3 医療法人社団白峯会　〒221-0856 （歯援診）第248号         平成29年 3月 1日
     神歯247 三ッ沢上町歯科医院 横浜市神奈川区三ッ沢上町２－７ （歯ＣＡＤ）第126425号    平成29年 4月 1日
     045-321-7353  （補管）第152号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1311号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179020,250.7 香山歯科医院 〒221-0001 （歯ＣＡＤ）第2177号      平成27年11月 1日
     神歯250 横浜市神奈川区西寺尾２－１９－ （補管）第107号           平成 8年 4月 1日
     ７西寺尾トーアハイツ１０３号
     045-434-4232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180020,251.5 藍原歯科医院 〒221-0825 （歯援診）第17号          平成29年 4月 1日
     神歯251 横浜市神奈川区反町２－１３－１ （歯リハ２）第244号       平成26年 7月 1日
     045-323-3696  （歯技工）第55号          平成22年 4月 1日
     （補管）第166号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1312号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181020,252.3 上田歯科医院 〒221-0061 （歯訪診）第521号         平成28年 4月 1日
     神歯252 横浜市神奈川区七島町１３８－１ （歯ＣＡＤ）第126743号    平成30年 1月 1日
     ０３ （補管）第197号           平成 8年 4月 1日
     045-401-7088  (045-401-7108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182020,253.1 青柳歯科 〒221-0841 （補管）第154号           平成 8年 4月 1日
     神歯253 横浜市神奈川区松本町５－３６－
     １０ポートウェスト土方
     045-311-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183020,254.9 冨田歯科医院 〒221-0073 （補管）第4625号          平成14年 4月 1日
     神歯254 横浜市神奈川区白幡南町３５－５
     045-402-4805  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184020,256.4 入江歯科クリニック 〒221-0014 （外来環）第1063号        平成29年 2月 1日
     神歯256 横浜市神奈川区入江１－３３－１ （医管）第1640号          平成28年 4月 1日
     ６ （か強診）第406号         平成29年 3月 1日
     045-401-7730  （歯訪診）第32号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126600号    平成29年10月 1日
     （補管）第131号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  185020,257.2 医療法人社団康成会　〒221-0005 （歯訪診）第33号          平成28年 4月 1日
     神歯257 佐々木歯科 横浜市神奈川区松見町４－５４１ （歯ＣＡＤ）第1766号      平成27年 5月 1日
     045-421-8148  （補管）第120号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186020,258.0 東開歯科医院 〒221-0823 （歯訪診）第2356号        平成29年 2月 1日
     神歯258 横浜市神奈川区二ッ谷町６－３メ （補管）第198号           平成 8年 4月 1日
     ゾン・ド・ビー・フロント２０２
     045-316-7850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187020,264.8 小嶋歯科医院 〒221-0852 （歯援診）第250号         平成29年 2月 1日
     神歯264 横浜市神奈川区三ッ沢下町３１－ （補管）第4157号          平成12年 4月 1日
     １２
     045-321-3363  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188020,270.5 杉原歯科医院 〒221-0065 （補管）第126号           平成 8年 4月 1日
     神歯270 横浜市神奈川区白楽１５－１ （１７５）第1314号        平成14年 4月 1日
     045-433-7801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189020,272.1 置地歯科医院 〒221-0862 （補管）第169号           平成 8年 4月 1日
     神歯272 横浜市神奈川区三枚町５４６－１
     045-373-3255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190020,273.9 医療法人社団　優美会〒221-0015 （歯援診）第257号         平成29年 3月 1日
     神歯273 　奈良歯科クリニック横浜市神奈川区神之木町２－４６ （歯ＣＡＤ）第1173号      平成26年11月 1日
     中司ビル２Ｆ （補管）第156号           平成 8年 4月 1日
     045-401-8119  (045-786-0333) （１７５）第1315号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40081号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191020,274.7 わたなべ歯科クリニッ〒221-0802 （か強診）第481号         平成29年 4月 1日
     神歯274 ク 横浜市神奈川区六角橋２－５－８ （歯訪診）第522号         平成28年 4月 1日
     　ＳＲハイツ　１００号 （手顕微加）第4号         平成28年 4月 1日
     045-481-8311  （歯ＣＡＤ）第2205号      平成27年11月 1日
     （根切顕微）第2号         平成28年 4月 1日
     （補管）第187号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192020,275.4 橋本歯科医院 〒221-0864 （歯援診）第271号         平成28年 4月 1日
     神歯275 横浜市神奈川区菅田町１６５９－ （歯ＣＡＤ）第2419号      平成28年 4月 1日
     １ （補管）第3412号          平成 8年 4月 1日
     045-473-5115  （１７５）第1316号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193020,278.8 伊藤歯科医院 〒221-0865 （補管）第180号           平成 8年 4月 1日
     神歯278 横浜市神奈川区片倉１－９－３ま
     るあびる２０２
     045-482-1841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  194020,279.6 柿山歯科医院 〒221-0065 （外来環）第393号         平成23年 6月15日
     神歯279 横浜市神奈川区白楽１２１ （医管）第1553号          平成23年 6月15日
     045-423-8600  (045-423-8600) （か強診）第4号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第188号         平成23年 6月15日
     （歯援診）第291号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第53号          平成23年 8月 1日
     （歯地連）第447号         平成23年 6月15日
     （歯リハ２）第272号       平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第841号       平成26年 8月 1日
     （補管）第6393号          平成23年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195020,281.2 ポートサイド歯科医院〒221-0052 （外来環）第91号          平成20年 4月 1日
     神歯281 横浜市神奈川区栄町６－１ヨコハ （医管）第1476号          平成20年 4月 1日
     マポートサイドロア弐番館１Ｆ （か強診）第183号         平成28年 6月 1日
     045-451-1181  （歯地連）第419号         平成20年 4月 1日
     （歯訪診）第35号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第164号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第228号       平成26年 4月 1日
     （補管）第117号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2594号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196020,282.0 さいとう歯科医院 〒221-0865 （歯訪診）第36号          平成28年 4月 1日
     神歯282 横浜市神奈川区片倉２－４０－３ （歯ＣＡＤ）第707号       平成26年 7月 1日
     045-491-8588  （補管）第158号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197020,285.3 中央市場歯科診療所 〒221-0054 （歯訪診）第2270号        平成29年 1月 1日
     神歯285 横浜市神奈川区山内町１市場セン （補管）第153号           平成 8年 4月 1日
     タービル２０１号 （１７５）第1317号        平成14年 4月 1日
     045-461-0260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198020,286.1 加来歯科医院 〒221-0841 （歯訪診）第2067号        平成28年 8月 1日
     神歯286 横浜市神奈川区松本町１－２－３ （補管）第196号           平成 8年 4月 1日
     045-324-3418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199023,000.3 細田歯科医院 〒221-0044 （外来環）第937号         平成28年 9月 1日
     神歯3000 横浜市神奈川区東神奈川１－３－ （医管）第1951号          平成28年 9月 1日
     ３ （か強診）第272号         平成28年 9月 1日
     045-441-2509  (045-441-2509) （歯援診）第550号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第708号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6922号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200023,001.1 ディア・コート歯科ク〒221-0802 （歯ＣＡＤ）第45号        平成26年 4月 1日
     神歯3001 リニック 横浜市神奈川区六角橋１－２－１ （補管）第6937号          平成26年 2月 1日
     １ディア・コート白楽１Ｆ
     045-431-4418  (045-431-4418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  201023,002.9 スイート歯科クリニッ〒221-0043 （外来環）第547号         平成26年 6月 1日
     神歯3002 クプラス 横浜市神奈川区新町２１－８新町 （歯ＣＡＤ）第375号       平成26年 5月 1日
     第１京急ビル２Ｆ （補管）第6953号          平成26年 4月 1日
     045-451-1886  (045-451-1884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202023,003.7 白楽駅前歯科 〒221-0065 （医管）第2114号          平成29年 4月 1日
     神歯3003 横浜市神奈川区白楽１００－２Ｆ （歯訪診）第37号          平成28年 4月 1日
     045-423-8634  (045-423-8634) （歯リハ２）第273号       平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第842号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第199号         平成26年 8月 1日
     （補管）第7019号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203023,004.5 横浜デンタルケアオフ〒221-0825 （補管）第7061号          平成26年10月 1日
     神歯3004 ィス 横浜市神奈川区反町３－１９－１
     ２ラフィネ横浜反町１Ｆ
     045-548-5115  (045-548-5115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204023,005.2 加藤木歯科医院 〒221-0013 （歯ＣＡＤ）第1859号      平成27年 6月 1日
     神歯3005 横浜市神奈川区新子安２－１２－ （補管）第7205号          平成27年 6月 1日
     １７
     045-423-0888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205023,006.0 木村歯科医院 〒221-0822 （外来環）第686号         平成27年10月 1日
     神歯3006 横浜市神奈川区西神奈川１－６－ （医管）第1822号          平成28年 6月 1日
     １０　ＫＯシティ６１－１Ｆ （か強診）第187号         平成28年 7月 1日
     045-321-6664  (045-321-6664) （歯援診）第512号         平成28年 7月 1日
     （咀嚼機能）第11号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126598号    平成29年10月 1日
     （補管）第7282号          平成27年 8月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206023,007.8 横浜フォルテ矯正歯科〒221-0835
     神歯3007 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－
     １　谷川ビルディング４Ｆ
     045-620-6552  (045-620-6553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207023,008.6 六角橋ながさき歯科 〒221-0802 （歯ＣＡＤ）第2420号      平成28年 4月 1日
     神歯3008 横浜市神奈川区六角橋３－１－３ （補管）第7375号          平成28年 4月 1日
     045-488-0171  (045-488-0172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208023,009.4 いけだ歯科醫院 〒221-0035 （歯訪診）第2357号        平成29年 2月 1日
     神歯3009 横浜市神奈川区星野町１０　ヒス （歯ＣＡＤ）第2539号      平成28年 5月 1日
     トリアレジデンス海舟１０７ （補管）第7418号          平成28年 5月 1日
     045-548-5275  (045-548-5275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  209023,010.2 横浜ゆうみらい小児歯〒221-0052 （医管）第2170号          平成29年10月 1日
     神歯3010 科・矯正歯科 横浜市神奈川区栄町１７－２　ポ （在歯管）第355号         平成29年10月 1日
     ートサイドサクラビル３Ｆ （歯リハ２）第436号       平成29年10月 1日
     045-620-7575  (045-620-7575) （歯ＣＡＤ）第126597号    平成29年10月 1日
     （補管）第7527号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210023,011.0 医療法人社団健青会　〒221-0835 （補管）第7528号          平成28年11月 1日
     神歯3011 銀座青山Ｙｏｕ矯正歯横浜市神奈川区鶴屋町２－１０－
     科横浜医院 ５　ＹＴ１０ビル７Ｆ
     045-321-3106  (045-321-3106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211023,012.8 唐橋歯科医院 〒221-0824 （歯訪診）第3328号        平成29年 3月17日
     神歯3012 横浜市神奈川区広台太田町１０－ （歯ＣＡＤ）第126467号    平成29年 3月17日
     １　ナイスアーバン反町公園壱番 （補管）第7639号          平成29年 3月17日
     館１０４ （酸単）第40327号         平成29年 4月 1日
     045-312-8148  (045-312-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212023,013.6 そうぜん歯科クリニッ〒221-0802 （外来環）第1276号        平成29年 6月 1日
     神歯3013 ク 横浜市神奈川区六角橋１－１－３ （歯ＣＡＤ）第126490号    平成29年 6月 1日
     　田島屋ビル２Ｆ （ＧＴＲ）第500号         平成29年 8月 1日
     045-633-4145  (045-633-4224) （補管）第7658号          平成29年 6月 1日
     （酸単）第40467号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213023,014.4 新子安グレイス歯科 〒221-0013 （外来環）第1335号        平成29年 8月 1日
     神歯3014 横浜市神奈川区新子安１－８－５ （歯ＣＡＤ）第126533号    平成29年 7月 1日
     045-433-0005  (045-433-0015) （補管）第7677号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214023,016.9 青木橋歯科クリニック〒221-0057 （外来環）第1355号        平成29年 9月 1日
     神歯3016 横浜市神奈川区青木町３－２１　 （か強診）第573号         平成29年 9月 1日
     インペリアル横浜ベイヴュー１Ｆ （歯援診）第777号         平成29年 9月 1日
     ４号 （歯ＣＡＤ）第126595号    平成29年 9月 1日
     045-461-1660  (045-620-5191) （補管）第7713号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215023,017.7 宮沢歯科医院 〒221-0065 （外来環）第1366号        平成29年 9月 1日
     神歯3017 横浜市神奈川区白楽１０３ （医管）第2175号          平成29年 9月 1日
     045-431-8991  (045-431-8991) （か強診）第578号         平成29年 9月 1日
     （歯援診）第780号         平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126636号    平成29年 9月 1日
     （補管）第7725号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216023,018.5 ＩＫ歯科　東神奈川 〒221-0822 （歯ＣＡＤ）第126771号    平成30年 1月 1日
     神歯3018 横浜市神奈川区西神奈川１－１－ （補管）第7757号          平成30年 1月 1日
     ７　石山ビル２Ｆ
     045-314-6411  (045-314-6412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  217024,287.5 三島歯科医院 〒221-0823 （歯訪診）第39号          平成28年 4月 1日
     神歯287 横浜市神奈川区二ッ谷町１－６ （歯リハ２）第245号       平成26年 7月 1日
     045-321-3294  （歯ＣＡＤ）第37号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第20号          平成20年 4月 1日
     （補管）第143号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218024,291.7 アズマ歯科医院 〒221-0865 （補管）第4613号          平成14年 4月 1日
     神歯291 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ
     Ｒメディカルビル４Ｆ
     045-481-0008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219024,293.3 山田歯科医院 〒221-0003 （歯訪診）第2271号        平成29年 1月 1日
     神歯293 横浜市神奈川区大口仲町３－２ （歯ＣＡＤ）第515号       平成26年 6月 1日
     045-421-4387  （ＧＴＲ）第123号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4657号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220024,295.8 黒田歯科医院 〒221-0863 （歯ＣＡＤ）第126148号    平成28年 9月 1日
     神歯295 横浜市神奈川区羽沢町１７４０－ （補管）第3676号          平成 9年 5月 1日
     １アムコ１０１
     045-373-7665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221024,296.6 池畑矯正・小児歯科 〒221-0005 （歯ＣＡＤ）第1767号      平成27年 5月 1日
     神歯296 横浜市神奈川区松見町４－５４１ （補管）第4444号          平成 9年 5月19日
     045-433-6585  （１７５）第1319号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222024,297.4 関口歯科クリニック 〒221-0802 （歯ＣＡＤ）第1421号      平成27年 1月 1日
     神歯297 横浜市神奈川区六角橋５－９－６ （補管）第3721号          平成 9年 8月 1日
     045-491-2225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223024,299.0 やまざき歯科クリニッ〒221-0834 （歯訪診）第41号          平成28年 4月 1日
     神歯299 ク 横浜市神奈川区台町２－４カイン （歯ＣＡＤ）第2016号      平成27年 7月 1日
     ドステージ横浜台町１０１ （補管）第3771号          平成 9年11月 1日
     045-410-3955  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224024,300.6 はやし歯科医院 〒221-0822 （歯訪診）第2874号        平成29年 4月 1日
     神歯300 横浜市神奈川区西神奈川２－６－ （補管）第3828号          平成10年 5月 1日
     ２フランドール白楽
     045-439-2166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225024,301.4 松本町歯科医院 〒221-0841 （外来環）第128号         平成20年 6月 1日
     神歯301 横浜市神奈川区松本町２－２０－ （歯訪診）第2753号        平成29年 4月 1日
     １０ （補管）第3836号          平成10年 5月13日
     045-325-6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  226024,302.2 福増矯正歯科 〒221-0065 （矯診）第120号           平成22年 4月 1日
     神歯302 横浜市神奈川区白楽１－１フロー （顎診）第65号            平成18年 4月 1日
     リッシュ東白楽２階 （１７５）第1322号        平成14年 4月 1日
     045-423-2288  (045-423-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227024,303.0 みとおか歯科医院 〒221-0864 （外来環）第26号          平成20年 4月 1日
     神歯303 横浜市神奈川区菅田町４３３－２ （歯ＣＡＤ）第843号       平成26年 8月 1日
     マキシムＩＫ８－１Ｆ （補管）第3866号          平成10年 7月15日
     045-475-3315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228024,304.8 狩野尾歯科医院 〒221-0822 （補管）第3881号          平成10年 8月 1日
     神歯304 横浜市神奈川区西神奈川１－３－
     ６コーポフジ１０２
     045-325-6338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229024,306.3 大口デンタルクリニッ〒221-0002 （補管）第155号           平成10年12月 1日
     神歯306 ク 横浜市神奈川区大口通１３０－１
     １矢島ビル２Ｆ
     045-432-0077  (045-432-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230024,310.5 おいやま歯科医院 〒221-0865 （外来環）第968号         平成28年10月 1日
     神歯310 横浜市神奈川区片倉１－３０－１ （医管）第2022号          平成29年 1月 1日
     ５ノーブル片倉１０２ （歯訪診）第42号          平成28年 4月 1日
     045-488-2008  (045-488-2022) （歯ＣＡＤ）第1509号      平成27年 2月 1日
     （補管）第3980号          平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231024,311.3 篠田歯科医院 〒221-0801 （外来環）第1007号        平成28年12月 1日
     神歯311 横浜市神奈川区神大寺１－１６－ （医管）第1996号          平成28年12月 1日
     １７ （か強診）第340号         平成28年12月 1日
     045-488-3066  （歯訪診）第43号          平成28年 4月 1日
     （補管）第3978号          平成11年 4月 1日
     （酸単）第40082号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232024,312.1 芦沢歯科医院 〒221-0831 （補管）第4775号          平成14年 5月 1日
     神歯312 横浜市神奈川区上反町２－１６－
     ８
     045-321-3255  (045-321-3255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233024,314.7 たかみざわ歯科医院 〒221-0811 （歯訪診）第2272号        平成29年 1月 1日
     神歯314 横浜市神奈川区斎藤分町１－３ （歯ＣＡＤ）第2026号      平成27年 8月 1日
     045-481-8077  (045-481-8077) （補管）第4076号          平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234024,318.8 マイ歯科クリニック 〒221-0821 （歯ＣＡＤ）第2247号      平成28年 1月 1日
     神歯318 横浜市神奈川区富家町１イオンス （補管）第4136号          平成12年 3月15日
     タイル東神奈川　３Ｆ
     045-439-7331  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  235024,319.6 パーク歯科クリニック〒221-0802 （歯ＣＡＤ）第126607号    平成29年10月 1日
     神歯319 横浜市神奈川区六角橋６－２７－ （補管）第4152号          平成12年 4月 1日
     ７岸根パークマンション１Ｆ
     045-413-7667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236024,320.4 すずき歯科医院 〒221-0002 （外来環）第152号         平成20年 6月 1日
     神歯320 横浜市神奈川区大口通１３８－９ （医管）第2105号          平成29年 4月 1日
     メゾンⅡ１０１ （歯訪診）第2754号        平成29年 4月 1日
     045-423-4182  (045-401-2100) （手顕微加）第5号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第146号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第212号         平成28年 4月 1日
     （補管）第132号           平成12年 7月 1日
     （矯診）第239号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237024,323.8 オルト歯科 〒221-0013 （補管）第4311号          平成12年12月15日
     神歯323 横浜市神奈川区新子安１－２－４
     オルトビジネスセンター２Ｆ－Ｅ
     ２５
     045-423-9777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238024,324.6 藤江デンタルクリニッ〒221-0014 （歯訪診）第2273号        平成29年 1月 1日
     神歯324 ク 横浜市神奈川区入江１－２６－１ （補管）第4315号          平成13年 1月 1日
     ４
     045-434-8883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239024,325.3 水谷歯科医院 〒221-0061 （外来環）第176号         平成20年 7月 1日
     神歯325 横浜市神奈川区七島町１２７－６ （医管）第251号           平成18年 4月 1日
     045-431-4580  （か強診）第607号         平成30年 1月 1日
     （歯援診）第99号          平成29年 1月 1日
     （在歯管）第164号         平成28年 6月 1日
     （歯地連）第197号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第5号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1510号      平成27年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第258号         平成20年 7月 1日
     （補管）第4344号          平成13年 3月 1日
     （酸単）第40083号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240024,328.7 大石歯科 〒221-0865 （歯ＣＡＤ）第1511号      平成27年 2月 1日
     神歯328 横浜市神奈川区片倉１－３０－１ （補管）第4576号          平成14年 1月 1日
     ローバー片倉２Ｆ
     045-481-0144  (045-481-0144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241024,329.5 ドルチェデンタルクリ〒221-0014 （医管）第1788号          平成28年 5月 1日
     神歯329 ニック 横浜市神奈川区入江１－６－３ド （在歯管）第154号         平成28年 5月 1日
     ルチェヨコハマ１０１Ａ （歯訪診）第1857号        平成28年 5月 1日
     045-402-6249  (045-402-6249) （歯ＣＡＤ）第126858号    平成30年 3月 1日
     （補管）第4610号          平成14年 3月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  242024,332.9 栄治歯科クリニック 〒221-0822 （歯訪診）第2358号        平成29年 2月 1日
     神歯332 横浜市神奈川区西神奈川１－２０ （歯ＣＡＤ）第1174号      平成26年11月 1日
     －７ビューサイト横浜３Ｆ （ＧＴＲ）第21号          平成20年 4月 1日
     045-432-4618  (045-432-4628) （補管）第4757号          平成14年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243024,333.7 山本歯科クリニック 〒221-0864 （外来環）第624号         平成27年 2月 1日
     神歯333 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅 （医管）第2023号          平成29年 1月 1日
     田町メディカルビル３Ｆ （か強診）第391号         平成29年 2月 1日
     045-476-4618  (045-476-4618) （歯援診）第621号         平成29年 2月 1日
     （在歯管）第255号         平成29年 1月 1日
     （歯地連）第484号         平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第242号       平成26年 7月 1日
     （手顕微加）第223号       平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第709号       平成26年 7月 1日
     （根切顕微）第192号       平成29年 5月 1日
     （補管）第4688号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244024,334.5 こばやし歯科 〒221-0802 （外来環）第880号         平成28年 8月 1日
     神歯334 横浜市神奈川区六角橋２－４－１ （医管）第1911号          平成28年 8月 1日
     ９ （か強診）第222号         平成28年 8月 1日
     045-491-4701  (045-491-4701) （歯援診）第665号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第292号         平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第92号        平成24年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第516号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第40号        平成24年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第341号         平成23年 7月 1日
     （補管）第4794号          平成14年 5月15日
     （酸単）第40328号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  245024,335.2 神奈川歯科大学附属横〒221-0835 一般        19（外来環）第90号          平成20年 4月 1日
     (026,335.0) 浜クリニック 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－ （歯特連）第21号          平成22年 4月 1日
     神歯335 ６ （診入院）第596号         平成26年 8月 1日
     045-313-0007  (045-313-0027) （短手１）第41号          平成26年10月 1日
     （ニコ）第726号           平成29年 7月 1日
     （肝炎）第128号           平成28年 4月 1日
     （薬）第287号             平成22年 4月 1日
     （医管）第252号           平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第46号          平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第134号           平成20年 4月 1日
     （ロー検）第24号          平成27年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第735号         平成25年 1月 1日
     （外後発使）第210号       平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第260号       平成26年 8月 1日
     （手顕微加）第6号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第106号       平成26年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1603号      平成27年 3月 1日
     （手術歯根）第52号        平成26年 3月 1日
     （歯技工）第85号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第223号         平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第3号         平成28年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第222号         平成27年 4月 1日
     （補管）第4858号          平成14年 7月15日
     （矯診）第149号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第66号            平成18年 4月 1日
     （酸単）第40086号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246024,336.0 医療法人社団　ニコニ〒221-0835 （補管）第4646号          平成14年10月 1日
     神歯336 コクラブ　歯科医院横横浜市神奈川区鶴屋町３－３３－ （１７５）第1321号        平成14年10月 1日
     浜 ３ＹＴ３３ビル１Ｆ
     045-412-4111  (045-412-4122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247024,338.6 なわた歯科クリニック〒221-0864 （補管）第4896号          平成14年10月15日
     神歯338 横浜市神奈川区菅田町１７０４－
     １
     045-470-8500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248024,339.4 あるが歯科クリニック〒221-0864 （外来環）第753号         平成28年 4月 1日
     神歯339 横浜市神奈川区菅田町１５０８ （医管）第2122号          平成29年 5月 1日
     045-473-6186  (045-473-6186) （在歯管）第327号         平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第3185号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第165号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第376号       平成26年 5月 1日
     （補管）第4930号          平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  249024,340.2 陣内歯科医院 〒221-0061 （歯訪診）第47号          平成28年 4月 1日
     神歯340 横浜市神奈川区七島町１５９ （歯ＣＡＤ）第710号       平成26年 7月 1日
     045-421-0912  （補管）第3549号          平成15年 4月18日
     （１７５）第1289号        平成15年 4月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250024,342.8 河西歯科医院 〒221-0823 （歯ＣＡＤ）第844号       平成26年 8月 1日
     神歯342 横浜市神奈川区二ッ谷町１１－１ （ＧＴＲ）第261号         平成20年 8月 1日
     045-321-5302  （補管）第128号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251024,343.6 中町歯科医院 〒221-0851 （歯訪診）第2757号        平成29年 4月 1日
     神歯343 横浜市神奈川区三ッ沢中町６－１ （歯ＣＡＤ）第377号       平成26年 5月 1日
     ８ （補管）第192号           平成16年 4月 1日
     045-322-3851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252024,344.4 神之木歯科医院 〒221-0015 （外来環）第837号         平成28年 7月 1日
     神歯344 横浜市神奈川区神之木町１９－１ （医管）第1641号          平成28年 4月 1日
     ５ （歯援診）第297号         平成29年 3月 1日
     045-423-8730  (045-423-8735) （歯ＣＡＤ）第1512号      平成27年 2月 1日
     （補管）第5137号          平成16年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253024,345.1 はたけやま歯科医院 〒221-0015 （歯ＣＡＤ）第126620号    平成29年10月 1日
     神歯345 横浜市神奈川区神之木町１－２第 （補管）第5156号          平成16年 6月 1日
     ５フジビル１Ｆ
     045-402-2788  (045-402-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254024,346.9 西寺尾歯科 〒221-0001 （外来環）第743号         平成28年 4月 1日
     神歯346 横浜市神奈川区西寺尾２－８－１ （歯訪診）第1858号        平成28年 5月 1日
     ３ （歯ＣＡＤ）第2386号      平成28年 4月 1日
     045-439-6480  (045-439-6480) （ＧＴＲ）第22号          平成20年 4月 1日
     （補管）第5211号          平成16年10月 1日
     （酸単）第40084号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255024,347.7 子安歯科クリニック 〒221-0021 （補管）第5267号          平成17年 2月15日
     神歯347 横浜市神奈川区子安通１－５－７
     －１０２
     045-453-0020  (045-453-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256024,350.1 みつざわ歯科クリニッ〒221-0854 （歯ＣＡＤ）第229号       平成26年 4月 1日
     神歯350 ク 横浜市神奈川区三ツ沢南町７－１ （補管）第5397号          平成17年12月 1日
     伊藤コーポ１Ｆ
     045-314-2240  (045-314-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  257024,352.7 ジュンデンタルオフィ〒221-0801 （歯訪診）第2982号        平成29年 4月 1日
     神歯352 ス 横浜市神奈川区神大寺１－１２－ （手顕微加）第260号       平成30年 3月 1日
     ６ （う蝕無痛）第194号       平成30年 3月 1日
     045-307-7118  （手術歯根）第127号       平成30年 3月 1日
     （補管）第5438号          平成18年 3月15日
     （酸単）第40085号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258024,353.5 ひらもと歯科医院 〒221-0002 （歯援診）第258号         平成29年 4月 1日
     神歯353 横浜市神奈川区大口通１３７－８ （歯リハ２）第274号       平成26年 8月 1日
     045-434-9200  (045-434-6600) （歯ＣＡＤ）第845号       平成26年 8月 1日
     （補管）第106号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259024,355.0 ひらかわ矯正歯科 〒221-0056 （矯診）第90号            平成22年 4月 1日
     神歯355 横浜市神奈川区金港町５－３６　
     東興ビル３０１
     045-444-0820  (045-444-0802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260024,357.6 反町駅前ホワイト歯科〒221-0841 （歯ＣＡＤ）第517号       平成26年 6月 1日
     神歯357 横浜市神奈川区松本町１－１－５ （補管）第5677号          平成19年11月 1日
     アルプスビル２Ｆ
     045-322-4646  (045-322-4646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261024,359.2 せせらぎ歯科クリニッ〒221-0851 （補管）第5790号          平成20年10月 1日
     神歯359 ク 横浜市神奈川区三ツ沢中町５－２
     １－１Ｆ
     045-311-0648  (045-311-0648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262024,360.0 六角橋歯科医院 〒221-0822 （歯訪診）第49号          平成28年 4月 1日
     神歯360 横浜市神奈川区西神奈川３－１６ （歯ＣＡＤ）第2635号      平成28年 7月 1日
     －１６　１Ｆ （補管）第181号           平成20年11月 1日
     045-431-8376  (045-431-8376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263024,361.8 アクロスプラザ歯科医〒221-0001 （補管）第5805号          平成20年12月 1日
     神歯361 院 横浜市神奈川区西寺尾１－１６－
     １５
     045-710-0280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264024,364.2 福島歯科クリニック 〒221-0822 （外来環）第1275号        平成29年 6月 1日
     神歯364 横浜市神奈川区西神奈川２－９－ （歯訪診）第2876号        平成29年 4月 1日
     ９中島ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1667号      平成27年 4月 1日
     045-718-5565  （補管）第5900号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265024,367.5 しんまち駅前歯科クリ〒221-0044 （歯ＣＡＤ）第230号       平成26年 4月 1日
     神歯367 ニック 横浜市神奈川区東神奈川２－５－ （補管）第6026号          平成21年12月 1日
     ９ＮＳＫ３ｒｄビル１０１
     045-442-2480  (045-442-2480)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  266024,369.1 医療法人社団友伸会　〒221-0002 （歯訪診）第523号         平成28年 4月 1日
     神歯369 あおき歯科医院 横浜市神奈川区大口通３０－３ （歯ＣＡＤ）第126226号    平成28年11月 1日
     045-434-0814  (045-434-0814) （補管）第6060号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267024,371.7 医療法人社団　良真会〒221-0802 （外来環）第938号         平成28年 9月 1日
     神歯371 　白楽デンタルオフィ横浜市神奈川区六角橋１－６－１ （か強診）第322号         平成28年10月 1日
     ス ４白楽メディカルセンター　５Ｆ （歯訪診）第2114号        平成28年 9月 1日
     045-402-4618  (045-402-4618) （歯ＣＡＤ）第231号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6189号          平成22年 7月 1日
     （酸単）第40329号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268024,372.5 倉澤歯科医院 〒221-0822 （歯訪診）第2068号        平成28年 8月 1日
     神歯372 横浜市神奈川区西神奈川２－２－ （補管）第6220号          平成22年 9月 1日
     １　日光堂ビル　２Ｆ
     045-491-8671  (045-491-8671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269024,373.3 東神奈川歯科クリニッ〒221-0822 （歯ＣＡＤ）第1768号      平成27年 5月 1日
     神歯373 ク 横浜市神奈川区西神奈川１－１７ （補管）第6221号          平成22年10月 1日
     －６
     045-439-6030  (045-439-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270024,374.1 みいだ歯科 〒221-0076 （歯ＣＡＤ）第1769号      平成27年 5月 1日
     神歯374 横浜市神奈川区白幡町６－１８　 （補管）第6298号          平成23年 4月 1日
     パレ白楽Ⅱ　２Ｆ
     045-401-9000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271024,376.6 あだち歯科医院・コッ〒221-0053 （補管）第6388号          平成23年 7月 1日
     神歯376 トンハーバー 横浜市神奈川区橋本町２－５－３
     　コットンハーバータワーズＢＥ
     棟１Ｆ
     045-441-1123  (045-591-2918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272024,377.4 はくらく歯科 〒221-0802 （歯ＣＡＤ）第126448号    平成29年 5月 1日
     神歯377 横浜市神奈川区六角橋１－１３－ （補管）第6454号          平成23年12月 1日
     １
     045-432-7111  (045-432-7121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273024,378.2 医療法人社団　優正会〒221-0002 （歯訪診）第2983号        平成29年 4月 1日
     神歯378 　ヒロ歯科クリニック横浜市神奈川区大口通１２－３ （歯ＣＡＤ）第518号       平成26年 4月 1日
     045-432-5350  (045-432-5350) （補管）第6489号          平成23年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  274024,379.0 医療法人　サンライズ〒221-0044 （外来環）第1238号        平成29年 5月 1日
     神歯379 　サンライズ歯科クリ横浜市神奈川区東神奈川１－２９ （医管）第2141号          平成29年 6月 1日
     ニック　東神奈川 第４０２－２号区画 （か強診）第514号         平成29年 5月 1日
     045-440-3678  (045-440-3778) （歯援診）第738号         平成29年 5月 1日
     （在歯管）第335号         平成29年 6月 1日
     （歯リハ２）第422号       平成29年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第368号         平成25年 2月 1日
     （補管）第6515号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275024,380.8 ヨコハマデンタルクリ〒221-0056 （補管）第6539号          平成24年 4月 1日
     神歯380 ニック 横浜市神奈川区金港町１－１０横
     浜ベイクォーター４Ｆ
     045-620-3232  (045-620-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276024,381.6 ガーデン歯科 〒221-0843 （歯ＣＡＤ）第2339号      平成28年 3月 1日
     神歯381 横浜市神奈川区松ケ丘３５－１８ （補管）第6554号          平成24年 5月 1日
     ジーニス３５　１Ｆ
     045-320-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277024,382.4 河野歯科医院 〒221-0801 （外来環）第1321号        平成29年 8月 1日
     神歯382 横浜市神奈川区神大寺３－３３－ （か強診）第550号         平成29年 8月 1日
     １７アムールフジ１Ｆ　Ｃ号室 （歯ＣＡＤ）第711号       平成26年 7月 1日
     045-481-0840  （補管）第6606号          平成24年 6月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278024,383.2 大林歯科医院 〒221-0065 （歯訪診）第50号          平成28年 4月 1日
     神歯383 横浜市神奈川区白楽１００ＦＳビ （歯ＣＡＤ）第1056号      平成26年10月 1日
     ル２Ｆ （補管）第6662号          平成24年 9月 1日
     045-431-5522  (045-431-5523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279024,384.0 光デンタルクリニック〒221-0002 （歯ＣＡＤ）第712号       平成26年 7月 1日
     神歯384 横浜市神奈川区大口通７－３ （補管）第6684号          平成24年12月 1日
     045-423-4183  (045-423-4185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280030,003.8 鶴見歯科医院 〒220-0073 （外来環）第506号         平成25年10月21日
     西歯3 横浜市西区岡野１－１４－１横浜 （医管）第1595号          平成25年10月21日
     メディカルセンタービル５Ｆ・６ （か強診）第145号         平成28年 6月 1日
     Ｆ・７Ｆ （歯援診）第320号         平成29年 4月 1日
     045-311-3422  (045-311-3472) （在歯管）第71号          平成25年10月21日
     （歯地連）第457号         平成25年10月21日
     （歯ＣＡＤ）第104号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第213号         平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第387号         平成25年10月21日
     （根切顕微）第4号         平成28年 4月 1日
     （補管）第6894号          平成25年10月21日
     （矯診）第213号           平成25年10月21日
     （酸単）第40087号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  281030,034.3 山口歯科医院 〒220-0072
     西歯34 横浜市西区浅間町３－１９８
     045-311-2159  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282030,073.1 医療法人研歯会　武内〒220-0035 （医管）第254号           平成18年 4月 1日
     西歯73 歯科医院 横浜市西区霞ケ丘６４ （在歯管）第322号         平成29年 4月 1日
     045-231-5670  （歯地連）第317号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第2984号        平成29年 4月 1日
     （補管）第215号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283030,077.2 加藤木歯科医院 〒220-0011 （歯技工）第158号         平成22年 6月 1日
     西歯77 横浜市西区高島２－１４－１７ク （補管）第253号           平成 8年 4月 3日
     レアトール横浜ビル１Ｆ
     045-453-2950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284030,079.8 田口歯科医院 〒220-0051 （補管）第206号           平成16年 9月10日
     西歯79 横浜市西区中央１－２４－２ （１７５）第1330号        平成16年 9月10日
     045-321-1582  (045-321-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285030,080.6 村田歯科医院 〒220-0004 （歯技工）第56号          平成22年 4月 1日
     西歯80 横浜市西区北幸１－１－６菱信ビ （補管）第211号           平成 8年 4月 1日
     ル３Ｆ （矯診）第133号           平成22年 4月 1日
     045-314-0881  （顎診）第147号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286030,082.2 医療法人社団愛児の会〒220-0004 （補管）第3395号          平成 8年 4月 1日
     西歯82 　デンタルクリニック横浜市西区北幸１－４－１天理ビ
     ル内
     045-319-3050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287030,087.1 ヤマダ歯科医院 〒220-0042 （補管）第209号           平成 8年 4月 1日
     西歯87 横浜市西区戸部町７丁目２２３番 （１７５）第1332号        平成14年 4月 1日
     地
     045-324-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288030,100.2 中島歯科医院 〒220-0051 （歯地連）第200号         平成18年 4月 1日
     西歯100 横浜市西区中央２－５３－２ （補管）第208号           平成 9年 9月 8日
     045-321-8700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289030,103.6 城間歯科医院 〒220-0072 （補管）第220号           平成 8年 4月 1日
     西歯103 横浜市西区浅間町４－３４３－３ （１７５）第1334号        平成14年 4月 1日
     045-312-7899  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  290030,106.9 戸部歯科医院 〒220-0041 （外来環）第812号         平成28年 6月 1日
     西歯106 横浜市西区戸部本町５０－１７メ （医管）第1823号          平成28年 6月 1日
     ゾンド・アイ壱番館２Ｆ （か強診）第146号         平成28年 6月 1日
     045-324-1629  （歯援診）第78号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第165号         平成28年 6月 1日
     （う蝕無痛）第78号        平成23年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第519号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第30号        平成23年 7月 1日
     （補管）第227号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2596号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291030,108.5 レオデンタルクリニッ〒220-0005 （補管）第4760号          平成14年 5月 1日
     西歯108 ク 横浜市西区南幸２－９－１６　横
     浜第８浅川ビル３Ｆ
     045-314-3480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292030,111.9 尾﨑歯科医院 〒220-0051 （歯ＣＡＤ）第126557号    平成29年 8月 1日
     西歯111 横浜市西区中央１－２７－１７中 （補管）第4795号          平成14年 6月 1日
     央ビル１Ｆ （１７５）第2791号        平成14年 5月 1日
     045-314-1560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293030,113.5 鈴木歯科医院 〒220-0061 （歯ＣＡＤ）第1928号      平成27年 7月 1日
     西歯113 横浜市西区久保町２０－１８渡辺 （補管）第3394号          平成 8年 4月 1日
     ビル２Ｆ
     045-242-0027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294030,121.8 神崎歯科クリニック 〒220-0023 （歯ＣＡＤ）第2137号      平成27年10月 1日
     西歯121 横浜市西区平沼１－４０－１　嶋 （補管）第207号           平成 8年 4月 1日
     森ビル２Ｆ
     045-324-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295030,123.4 田辺歯科クリニック 〒220-0005 （歯ＣＡＤ）第520号       平成26年 6月 1日
     西歯123 横浜市西区南幸２－１７－６ダイ （補管）第231号           平成 8年 4月 1日
     イチビル３Ｆ
     045-316-6677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296030,125.9 速見歯科医院 〒220-0051 （外来環）第596号         平成26年12月 1日
     西歯125 横浜市西区中央２－４８－１３ （歯訪診）第51号          平成28年 4月 1日
     045-321-0417  （手顕微加）第8号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第233号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第25号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第5号         平成28年 4月 1日
     （補管）第240号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1337号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  297030,128.3 浅間台歯科医院 〒220-0071 （歯援診）第397号         平成29年 4月 1日
     西歯128 横浜市西区浅間台１－５浅間台歯 （補管）第6105号          平成22年 3月 1日
     科ビル１Ｆ
     045-311-7104  (045-313-6070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298030,131.7 医療法人社団三州会　〒220-0053 （外来環）第3号           平成20年 4月 1日
     西歯131 アポロ歯科医院 横浜市西区藤棚町１－４３－３小 （歯援診）第129号         平成29年 4月 1日
     島ビル （う蝕無痛）第39号        平成20年 4月 1日
     045-242-1342  （歯ＣＡＤ）第521号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第20号        平成22年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第26号          平成20年 4月 1日
     （補管）第210号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299030,132.5 野々山歯科医院 〒220-0051 （手顕微加）第117号       平成28年 5月 1日
     西歯132 横浜市西区中央１－２７－１３吉 （根切顕微）第85号        平成28年 5月 1日
     村ビル１Ｆ （補管）第228号           平成 8年 4月 1日
     045-312-6404  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300030,137.4 なかむら歯科医院 〒220-0072 （歯ＣＡＤ）第378号       平成26年 5月 1日
     西歯137 横浜市西区浅間町３－１７５三金 （補管）第6183号          平成22年 5月31日
     ハイツ１０１
     045-319-1188  (045-319-1477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301030,138.2 有馬ビル歯科 〒220-0003 （歯訪診）第2359号        平成29年 2月 1日
     西歯138 横浜市西区楠町２７－２有馬ビル （歯ＣＡＤ）第126227号    平成28年11月 1日
     ２Ｆ （補管）第229号           平成 8年 4月 1日
     045-312-8240  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302030,142.4 医療法人社団　波多野〒220-0045 （歯訪診）第2275号        平成29年 1月 1日
     西歯142 　アキラ歯科医院 横浜市西区伊勢町３－１４８ （補管）第3646号          平成 9年 4月 1日
     045-242-8211  (045-321-8388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303030,145.7 さくら歯科クリニック〒220-0004 （医管）第1912号          平成28年 8月 1日
     西歯145 横浜市西区北幸１－５－１０東京 （歯援診）第324号         平成28年 6月 1日
     建物横浜ビルＢ１ （在歯管）第188号         平成28年 7月 1日
     045-314-2602  （歯地連）第472号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2027号      平成27年 7月 1日
     （補管）第236号           平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304030,149.9 石川歯科クリニック 〒220-0004 （歯ＣＡＤ）第234号       平成26年 4月 1日
     西歯149 横浜市西区北幸２－５－６　ＩＴ （補管）第242号           平成16年12月30日
     ビル２Ｆ
     045-312-0017  (045-316-0205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  305030,150.7 高島歯科医院 〒220-0011 （補管）第7179号          平成27年 2月18日
     西歯150 横浜市西区高島２－１０－３２岡
     村ビル７Ｆ
     045-441-0227  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306030,151.5 長なわ歯科医院 〒220-0023 （歯訪診）第2877号        平成29年 4月 1日
     西歯151 横浜市西区平沼１－１６ナイスア （補管）第251号           平成 8年 4月 1日
     ーバン横浜駅東館１Ｆ２号室
     045-311-2221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307030,152.3 皆川歯科クリニック 〒220-0046 （歯訪診）第3093号        平成29年 4月 1日
     西歯152 横浜市西区西戸部町３－２８８ （歯ＣＡＤ）第1175号      平成26年11月 1日
     045-231-0155  （ＧＴＲ）第6号           平成20年 4月 1日
     （補管）第244号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308033,001.9 ゆたか歯科 〒220-0073 （歯訪診）第52号          平成28年 4月 1日
     西歯3001 横浜市西区岡野１－５－３サンワ （歯ＣＡＤ）第846号       平成26年 8月 1日
     ビル１Ｆ （補管）第6914号          平成25年12月 1日
     045-316-6336  (045-316-6336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309033,003.5 まも歯科医院 〒220-0042 （歯援診）第567号         平成28年10月 1日
     西歯3003 横浜市西区戸部町４－１２５－１ （歯ＣＡＤ）第1176号      平成26年11月 1日
     045-252-1877  (045-252-1877) （補管）第7077号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310033,004.3 横関矯正歯科クリニッ〒220-0004 （矯診）第224号           平成27年 4月 1日
     西歯3004 ク 横浜市西区北幸２－５－２２福井 （顎診）第165号           平成27年 4月 1日
     第２ビル４Ｆ
     045-312-1184  (045-312-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311033,005.0 吉田歯科医院 〒220-0004 （歯訪診）第3094号        平成29年 4月 1日
     西歯3005 横浜市西区北幸１－４－１天理ビ （歯ＣＡＤ）第1857号      平成27年 4月 1日
     ル５Ｆ （歯技工）第206号         平成27年 4月 1日
     045-319-3655  (045-319-3656) （補管）第7194号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312033,006.8 医療法人社団聖歯会　〒220-0011 （外来環）第700号         平成27年12月 1日
     西歯3006 ヨコハマデンタルオフ横浜市西区高島２－１９－２神谷 （歯訪診）第2878号        平成29年 4月 1日
     ィス ビル５Ｆ－Ａ （歯ＣＡＤ）第2179号      平成27年11月 1日
     045-620-7751  （補管）第7254号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313033,008.4 横浜駅前歯科・矯正歯〒220-0004
     西歯3008 科 横浜市西区北幸１－６－１横浜フ
     ァーストビル１３Ｆ
     045-620-4108  (045-620-4128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  314033,009.2 学校法人みなとみらい〒220-0011 （外来環）第986号         平成28年 9月 1日
     西歯3009 学園　横浜歯科医療専横浜市西区高島１－２－１５　み （医管）第2024号          平成29年 1月 1日
     門学校歯科クリニックなとみらい学園ビル２Ｆ （手顕微加）第177号       平成28年 9月 1日
     045-222-8678  (045-222-8679) （歯ＣＡＤ）第126201号    平成28年 9月 1日
     （補管）第7515号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315033,010.0 アキモトプライベート〒220-0004
     西歯3010 デンタルオフィス 横浜市西区北幸２－１２－２６　
     フェリーチェ横浜Ｒ００１
     045-548-9692  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316033,011.8 船津歯科医院 〒220-0051 （歯訪診）第3337号        平成29年 6月 1日
     西歯3011 横浜市西区中央２－２－９ （補管）第7516号          平成28年 9月 7日
     045-321-7197  (045-321-7197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317033,012.6 デンタルクリニック横〒220-0004 （歯ＣＡＤ）第126228号    平成28年11月 1日
     西歯3012 浜駅西口 横浜市西区北幸２－８－１９　横 （補管）第7529号          平成28年11月 1日
     浜西口Ｋビル１Ｆ
     045-594-8366  (045-594-8367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318033,013.4 みなとみらいオレンジ〒220-0012 （手顕微加）第184号       平成28年12月 1日
     西歯3013 歯科 横浜市西区みなとみらい６－３－ （歯ＣＡＤ）第126256号    平成28年12月 1日
     ６　オーケーみなとみらいビル３ （根切顕微）第145号       平成28年12月 1日
     Ｆ （補管）第7537号          平成28年12月 1日
     045-319-4610  (045-319-4610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319033,014.2 医療法人社団オリーブ〒220-0012 （歯訪診）第3095号        平成29年 4月 1日
     西歯3014 歯科・矯正歯科　ＭＡ横浜市西区みなとみらい３－５－ （歯ＣＡＤ）第126258号    平成28年12月 1日
     ＲＫ　ＩＳ　みなとみ１　マークイズみなとみらい　地 （補管）第7538号          平成28年12月 1日
     らい店 下４Ｆ
     045-226-4618  (045-226-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320033,015.9 内藤歯科医院 〒220-0011 （外来環）第1244号        平成29年 4月 1日
     西歯3015 横浜市西区高島２－３－２１　Ａ （医管）第2161号          平成29年 7月 1日
     ＢＥビル３Ｆ （歯訪診）第3329号        平成29年 4月 1日
     045-441-0708  (045-441-0708) （歯ＣＡＤ）第126468号    平成29年 4月 1日
     （補管）第7640号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321033,016.7 横浜エス歯科クリニッ〒220-0011 （補管）第7732号          平成29年11月 1日
     西歯3016 ク 横浜市西区高島２－１８－１　横
     浜新都市ビル９Ｆ
     045-620-0600  (045-620-0610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  322033,017.5 プライムコーストみな〒220-0012 （歯訪診）第3450号        平成30年 1月 1日
     西歯3017 とみらい歯科クリニッ横浜市西区みなとみらい６－３－ （歯ＣＡＤ）第126772号    平成30年 1月 1日
     ク ４　ＰＲＹＭＥ　ＣＯＡＳＴ　み （補管）第7758号          平成30年 1月 1日
     なとみらい２Ｆ　１０区画
     045-662-6480  (045-662-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323033,018.3 横浜駅西口歯科 〒220-0004 （外来環）第1423号        平成29年12月26日
     西歯3018 横浜市西区北幸２－１０－５０　 （歯訪診）第3460号        平成29年12月26日
     北幸山田ビル４Ｆ （補管）第7777号          平成29年12月26日
     045-620-0418  (045-620-0421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324033,019.1 横浜いわき歯科 〒220-0004 （歯ＣＡＤ）第126834号    平成30年 2月 1日
     西歯3019 横浜市西区北幸２－１－２２　ナ （補管）第7768号          平成30年 2月 1日
     ガオカビル６Ｆ
     045-317-8558  (045-317-8558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325034,154.5 やまもと歯科 〒220-0054 （歯援診）第436号         平成29年 3月 1日
     西歯154 横浜市西区境之谷３－１－１０１ （歯ＣＡＤ）第1306号      平成26年12月 1日
     045-252-7800  （補管）第3586号          平成 8年10月 1日
     （１７５）第1340号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326034,155.2 山田歯科医院 〒220-0045 （歯ＣＡＤ）第46号        平成26年 4月 1日
     西歯155 横浜市西区伊勢町２－１０６フロ （補管）第4446号          平成17年 8月 1日
     イデンハイム上原１Ｆ （酸単）第40088号         平成29年 4月 1日
     045-231-8026  (045-231-8427)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327034,156.0 さくま歯科医院 〒220-0043 （外来環）第27号          平成20年 4月 1日
     西歯156 横浜市西区御所山町３９ （医管）第1642号          平成28年 4月 1日
     045-250-1180  （か強診）第121号         平成28年 4月 1日
     （歯援診）第482号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第88号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第713号       平成26年 7月 1日
     （補管）第3643号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328034,158.6 医療法人社団　三島会〒220-8107 （歯ＣＡＤ）第1771号      平成27年 5月 1日
     西歯158 　ランドマーク歯科三横浜市西区みなとみらい２－２－ （補管）第214号           平成 9年 5月 1日
     島 １横浜ランドマークタワー７階 （１７５）第1341号        平成14年 4月 1日
     045-222-5655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  329034,164.4 岡田歯科医院 〒220-0072 （外来環）第638号         平成27年 5月 1日
     西歯164 横浜市西区浅間町５－３７９－５ （医管）第1643号          平成28年 4月 1日
     045-311-5963  (045-311-5963) （か強診）第474号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第697号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第301号         平成29年 4月 1日
     （歯地連）第488号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第7号         平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第9号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1772号      平成27年 5月 1日
     （根切顕微）第6号         平成28年 4月 1日
     （補管）第4194号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330034,170.1 サン横浜歯科矯正クリ〒220-0011 （補管）第5166号          平成16年 6月 1日
     西歯170 ニック 横浜市西区高島２－１４－１７ク （矯診）第178号           平成22年 4月 1日
     レアトール横浜ビル６Ｆ （顎診）第67号            平成18年 4月 1日
     045-453-0786  (045-453-0266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331034,171.9 吉川歯科医院 〒220-0061 （歯訪診）第53号          平成28年 4月 1日
     西歯171 横浜市西区久保町１２－５ （歯ＣＡＤ）第2421号      平成28年 4月 1日
     045-231-2242  (045-262-2833) （補管）第246号           平成13年 1月 1日
     （１７５）第1345号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332034,173.5 スマイルコンセプト矯〒220-0004 （歯ＣＡＤ）第357号       平成26年 4月 1日
     西歯173 正歯科ベイクリニック横浜市西区北幸１－１１－１５　 （補管）第4813号          平成19年 3月 1日
     横浜ＳＴビル２Ｆ （矯診）第134号           平成22年 4月 1日
     045-412-5171  (045-324-3671) （顎診）第113号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333034,176.8 医療法人社団　さくら〒220-0012 （外来環）第74号          平成20年 5月 1日
     西歯176 会　ＭＭデンタルクリ横浜市西区みなとみらい３－３－ （歯ＣＡＤ）第182号       平成26年 4月 1日
     ニック １三菱重工横浜ビル３Ｆ （ＧＴＲ）第211号         平成20年 4月 1日
     045-225-0933  (045-225-0855) （補管）第4972号          平成15年 4月 1日
     （１７５）第1346号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334034,177.6 ミューズ・デンタルク〒220-6204 （歯ＣＡＤ）第1602号      平成27年 3月 1日
     西歯177 リニック 横浜市西区みなとみらい２－３－ （補管）第6835号          平成25年 7月16日
     ５クイーンズタワーＣ　４Ｆ
     045-227-1180  (045-227-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335034,181.8 プラージュ矯正歯科ク〒220-0073 （歯訪診）第2495号        平成29年 3月 1日
     西歯181 リニック 横浜市西区岡野１－１３－５横浜 （補管）第5049号          平成15年10月 1日
     西口サンエースビル２Ｆ （矯診）第183号           平成22年 5月 1日
     045-317-4182  (045-317-4114) （顎診）第136号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  336034,185.9 林歯科医院 〒220-0003 （外来環）第1139号        平成29年 3月 1日
     西歯185 横浜市西区楠町１８－１エムエム （歯訪診）第2704号        平成29年 3月 1日
     ワイビル１Ｆ１号室 （手顕微加）第10号        平成28年 4月 1日
     045-313-3108  (045-313-3108) （歯ＣＡＤ）第35号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第7号         平成28年 4月 1日
     （補管）第5184号          平成16年 7月15日
     （酸単）第40089号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337034,187.5 アイ歯科医院 〒220-0004 （歯訪診）第2199号        平成28年10月 1日
     西歯187 横浜市西区北幸２－５－２２福井 （う蝕無痛）第7号         平成20年 4月 1日
     第２ビル５Ｆ （歯ＣＡＤ）第319号       平成26年 4月 1日
     045-314-6122  (045-314-6122) （補管）第5284号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338034,188.3 よしだ歯科クリニック〒220-0024 （歯ＣＡＤ）第126559号    平成29年 8月 1日
     西歯188 横浜市西区西平沼町４－１ヨコハ （補管）第5317号          平成17年 5月15日
     マタワーリングスクエアＥ－１０
     １
     045-290-8525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339034,189.1 ながい歯科医院 〒220-0051 （外来環）第1064号        平成29年 2月 1日
     西歯189 横浜市西区中央２－６－８ （医管）第1952号          平成28年 9月 1日
     045-322-6480  (045-322-6480) （歯援診）第184号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第219号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第847号       平成26年 8月 1日
     （補管）第5333号          平成17年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340034,190.9 かのう歯科 〒220-0045 （歯訪診）第54号          平成28年 4月 1日
     西歯190 横浜市西区伊勢町３－１３３－２ （歯ＣＡＤ）第235号       平成26年 4月 1日
     045-251-1182  (045-251-1182) （補管）第5439号          平成18年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341034,192.5 成瀬歯科クリニック 〒220-0023 （外来環）第4号           平成20年 4月 1日
     西歯192 横浜市西区平沼１－２－１２　２ （補管）第4676号          平成18年 5月 1日
     Ｆ
     045-317-8555  (045-317-8555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342034,195.8 村上歯科医院 〒220-0041 （歯訪診）第3097号        平成29年 4月 1日
     西歯195 横浜市西区戸部本町１５－５ （歯ＣＡＤ）第358号       平成26年 4月 1日
     045-321-3811  (045-321-3811) （補管）第230号           平成19年 3月 1日
     （１７５）第1336号        平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343034,196.6 みなとみらい歯科醫院〒220-0022 （歯ＣＡＤ）第1773号      平成27年 5月 1日
     西歯196 横浜市西区花咲町５－１３１－６ （ＧＴＲ）第124号         平成20年 4月 1日
     　ストーク桜木町１Ｆ （補管）第5586号          平成19年 3月15日
     045-250-0270  (045-250-0170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  344034,197.4 医療法人社団　信和会〒220-0005 （外来環）第1008号        平成28年12月 1日
     西歯197 　ミズキデンタルオフ横浜市西区南幸２－１２－５ニッ （歯リハ２）第166号       平成26年 5月 1日
     ィス セイ第５ビル３Ｆ （ＧＴＲ）第266号         平成20年 9月 1日
     045-410-4818  (045-410-4819) （補管）第5167号          平成19年 6月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345034,199.0 きよかわ歯科医院 〒220-0061 （外来環）第677号         平成27年 9月 1日
     西歯199 横浜市西区久保町２１－２１郡山 （医管）第1824号          平成28年 6月 1日
     ビルⅡ－１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2098号      平成27年 9月 1日
     045-263-1182  (045-263-1182) （補管）第5689号          平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346034,200.6 フィルミーデンタルク〒220-0012 （外来環）第284号         平成20年11月 1日
     西歯200 リニック　ホワイトエ横浜市西区みなとみらい５－３－ （医管）第1644号          平成28年 4月 1日
     ッセンス １　フィルミー２０３号 （在歯管）第143号         平成28年 4月 1日
     045-228-6133  (045-223-2044) （歯訪診）第2879号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第90号        平成26年 4月 1日
     （補管）第5719号          平成20年 2月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347034,201.4 関歯科医院 〒220-0072 （医管）第1789号          平成28年 5月 1日
     西歯201 横浜市西区浅間町４－３４４－１ （歯訪診）第2880号        平成29年 4月 1日
     ５ （歯リハ２）第419号       平成29年 5月 1日
     045-311-2230  (045-311-2230) （歯ＣＡＤ）第522号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6235号          平成22年11月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348034,202.2 横浜平沼歯科 〒220-0023 （歯ＣＡＤ）第2099号      平成27年 9月 1日
     西歯202 横浜市西区平沼２－１３－９　三 （補管）第5762号          平成20年 6月 1日
     木ビル１Ｆ
     045-314-3770  (045-309-6538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349034,203.0 とようら歯科クリニッ〒220-0006 （歯ＣＡＤ）第1177号      平成26年11月 1日
     西歯203 ク 横浜市西区宮ケ谷１－２　藤ビル （補管）第5789号          平成20年10月 1日
     １Ｆ
     045-290-7043  (045-290-7044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350034,204.8 誠敬会クリニック 〒220-0004 （補管）第5806号          平成20年11月 1日
     (031,002.9) 横浜市西区北幸１－２－１３横浜
     西歯204 西共同ビル５Ｆ
     045-317-3007  (045-317-3339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351034,208.9 医療法人社団　三島会〒220-0011 （歯ＣＡＤ）第2248号      平成28年 1月 1日
     西歯208 　スカイビル歯科 横浜市西区高島２－１９－１２横 （補管）第5876号          平成21年 4月 1日
     浜スカイビル１７Ｆ
     045-624-9633  (045-444-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  352034,209.7 歯科ホワイトスタイル〒220-0012 （歯ＣＡＤ）第14号        平成26年 4月 1日
     西歯209 横浜市西区みなとみらい４－７－ （補管）第5892号          平成21年 4月 1日
     １　みなとみらいメディカルモー
     ル２Ｆ－Ｅ
     045-662-4614  (045-662-4614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353034,210.5 長谷川歯科医院 〒220-0051 （外来環）第1196号        平成29年 4月 1日
     西歯210 横浜市西区中央２－２１－９ （医管）第2103号          平成29年 4月 1日
     045-321-1893  (045-321-1893) （歯訪診）第3088号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1860号      平成27年 6月 1日
     （補管）第5934号          平成21年 5月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354034,211.3 横浜相鉄ビル歯科医院〒220-0004 （歯訪診）第3376号        平成29年 7月 1日
     西歯211 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄 （歯ＣＡＤ）第714号       平成26年 7月 1日
     ＫＳビル　２０１Ａ （補管）第6038号          平成21年12月 1日
     045-311-3295  (045-321-8684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355034,212.1 石川医院 〒220-0073 （補管）第6129号          平成22年 3月31日
     (036,212.9) 横浜市西区岡野１－１－３６ （１７５）第3019号        平成22年 4月30日
     西歯212 045-311-2439  (045-311-2439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356034,214.7 ホワイト　アクア　デ〒220-0004 （歯ＣＡＤ）第1929号      平成27年 7月 1日
     西歯214 ンタル 横浜市西区北幸１－１－８　エキ （補管）第6263号          平成22年12月14日
     ニア横浜８Ｆ
     045-311-6567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357034,215.4 医療法人社団　ヒロ横〒220-0073 （医管）第1628号          平成27年11月 1日
     西歯215 浜デンタル 横浜市西区岡野１－１３－１５　 （補管）第6431号          平成23年 9月 1日
     ペレネ和平ビル２Ｆ
     045-311-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358034,217.0 医療法人社団　藤洲会〒220-0073 （歯ＣＡＤ）第126358号    平成29年 3月 1日
     西歯217 　アイファミリー歯科横浜市西区岡野２－５－１８サミ （補管）第6546号          平成24年 3月 1日
     ットストア横浜岡野店１Ｆ
     045-620-3228  (045-620-3228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359034,218.8 医療法人社団　木津歯〒220-0012 （外来環）第424号         平成24年 6月 1日
     西歯218 科　デンタルステーシ横浜市西区みなとみらい４－６－ （医管）第1565号          平成24年 5月 1日
     ョンみなとみらい ２みなとみらいグランドセントラ （歯リハ２）第153号       平成26年 4月 1日
     ルテラス２Ｆ （歯技工）第181号         平成24年 5月 1日
     045-232-4441  (045-232-4446) （補管）第6555号          平成24年 5月 1日
     （酸単）第40090号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  360034,220.4 医療法人社団　いそむ〒220-0005 （外来環）第1272号        平成29年 6月 1日
     西歯220 ら歯科医院 横浜市西区南幸２－６－６ （歯訪診）第2755号        平成29年 4月 1日
     045-311-3340  (045-311-3340) （歯ＣＡＤ）第320号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第384号         平成25年 8月 1日
     （補管）第6817号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361034,222.0 まさこデンタルクリニ〒220-0004 （歯援診）第354号         平成29年 4月 1日
     西歯222 ック 横浜市西区北幸２－９－１０横浜 （補管）第6859号          平成25年 9月 1日
     ＨＳビル３Ｆ
     045-314-1184  (045-314-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362040,092.9 山本歯科医院 〒231-0806 （補管）第264号           平成 8年 4月 1日
     中区歯92 横浜市中区本牧三谷１１－８
     621-0705      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363040,106.7 岩崎歯科医院 〒231-0806 （歯ＣＡＤ）第359号       平成26年 4月 1日
     中区歯106 横浜市中区本牧町１－１０８ （歯技工）第117号         平成22年 4月 1日
     045-623-8148  （補管）第340号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364040,109.1 丸山歯科医院 〒231-0015 （補管）第292号           平成 8年 4月 1日
     中区歯109 横浜市中区尾上町５－８０中小企
     業センター３Ｆ
     045-633-5233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365040,156.2 廣瀬歯科医院 〒231-0014 （補管）第277号           平成 8年 4月 1日
     中区歯156 横浜市中区常盤町５－６８ （１７５）第1355号        平成14年 4月 1日
     045-681-7085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366040,173.7 田中歯科診療所 〒231-0062 （医管）第1645号          平成28年 4月 1日
     中区歯173 横浜市中区桜木町１－１　ゴール （歯訪診）第55号          平成28年 4月 1日
     デンセンター５Ｆ （歯ＣＡＤ）第360号       平成26年 4月 1日
     045-201-9623  （ＧＴＲ）第125号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4192号          平成12年 5月 1日
     （１７５）第1358号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40091号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367040,182.8 坪田歯科医院 〒231-0045 （補管）第370号           平成 8年 4月 1日
     中区歯182 横浜市中区伊勢佐木町１－６－５ （１７５）第1361号        平成14年 4月 1日
     045-261-0774  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368040,185.1 赤星歯科医院 〒231-0014 （歯訪診）第2496号        平成29年 3月 1日
     中区歯185 横浜市中区常盤町３－３６関内Ｓ （補管）第6528号          平成24年 2月 1日
     Ｓビル　８Ｆ （１７５）第3041号        平成24年 2月 1日
     045-641-0992  (045-664-0739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  369040,187.7 関内駅前ビル歯科医院〒231-0016 （外来環）第564号         平成26年 8月 1日
     中区歯187 横浜市中区真砂町２－１２ （歯ＣＡＤ）第848号       平成26年 8月 1日
     045-681-2872  （補管）第341号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370040,192.7 医療法人港会　港歯科〒231-0007 （歯援診）第231号         平成28年 7月 1日
     中区歯192 診療所 横浜市中区弁天通６－８５ （歯地連）第201号         平成18年 4月 1日
     045-201-4560  (045-212-3109) （歯ＣＡＤ）第236号       平成26年 4月 1日
     （補管）第4627号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2792号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40582号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371040,200.8 鈴木歯科医院 〒231-0017 （歯ＣＡＤ）第1668号      平成27年 4月 1日
     中区歯200 横浜市中区港町５－１８ （補管）第319号           平成 8年 4月 1日
     045-681-6917  （１７５）第2793号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372040,208.1 小国歯科 〒231-0852 （補管）第3565号          平成 8年 8月 1日
     中区歯208 横浜市中区西竹之丸２４
     045-681-8456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373040,213.1 八島歯科医院 〒231-0031 （歯技工）第58号          平成22年 4月 1日
     中区歯213 横浜市中区万代町３－５－１０シ （補管）第305号           平成 9年 4月 1日
     ャロン横浜大通り公園２０１ （１７５）第1367号        平成14年 4月 1日
     045-680-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374040,218.0 加藤歯科診療室 〒231-0024 （歯地連）第202号         平成18年 4月 1日
     中区歯218 横浜市中区吉浜町２－１４広岡ビ （歯ＣＡＤ）第2633号      平成28年 6月 1日
     ル３Ｆ （歯技工）第165号         平成22年 6月 1日
     045-662-8386  （補管）第255号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1368号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375040,222.2 奥平歯科医院 〒231-0032 （補管）第295号           平成 8年 4月 1日
     中区歯222 横浜市中区不老町２－１０－１２
     　船舶企業ビル３Ｆ
     662-8271      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376040,229.7 横浜市歯科保健医療セ〒231-0012 （外来環）第335号         平成21年11月 1日
     中区歯229 ンター 横浜市中区相生町６－１０７ （歯特連）第17号          平成22年 4月 1日
     045-201-7737  （医管）第1646号          平成28年 4月 1日
     （か強診）第147号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第591号         平成28年12月 1日
     （在歯管）第89号          平成28年 4月 1日
     （歯地連）第494号         平成29年 5月 1日
     （歯リハ２）第396号       平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1058号      平成26年10月 1日
     （補管）第268号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40092号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  377040,233.9 医療法人社団寿徳会　〒231-0016 （歯援診）第79号          平成28年12月 1日
     中区歯233 関内ロイヤル歯科医院横浜市中区真砂町２－２５ （歯ＣＡＤ）第2586号      平成28年 6月 1日
     045-662-0185  （補管）第257号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378040,237.0 高畑歯科医院 〒231-0064 （外来環）第939号         平成28年 9月 1日
     中区歯237 横浜市中区野毛町３－１３８ （医管）第1825号          平成28年 6月 1日
     045-231-7913  （か強診）第273号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第551号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第166号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2422号      平成28年 4月 1日
     （補管）第343号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379040,239.6 鈴木歯科医院 〒231-0014 （歯訪診）第2881号        平成29年 4月 1日
     中区歯239 横浜市中区常盤町３－２４－１サ （補管）第310号           平成 8年 4月 1日
     ンビルディング５Ｆ （１７５）第1372号        平成14年 4月 1日
     045-662-5450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380040,242.0 村田歯科医院 〒231-0033 （歯訪診）第2360号        平成29年 2月 1日
     中区歯242 横浜市中区長者町８－１３２産友 （補管）第326号           平成 8年 4月 1日
     ビル長者町第一　２Ｆ （１７５）第2887号        平成14年 7月 1日
     045-261-4652  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381040,250.3 宮地歯科クリニック 〒231-0032 （外来環）第1094号        平成29年 3月 1日
     中区歯250 横浜市中区不老町１－５－１１Ｋ （医管）第2057号          平成29年 3月 1日
     ・ＳＰＩＲＥＢｌｄｇ．１Ｆ （か強診）第407号         平成29年 3月 1日
     045-641-2629  （歯援診）第260号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第274号         平成29年 3月 1日
     （歯地連）第492号         平成29年 5月 1日
     （歯リハ２）第261号       平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第849号       平成26年 8月 1日
     （補管）第312号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40093号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382040,253.7 有馬歯科医院 〒231-0033 （補管）第269号           平成 8年 4月 1日
     中区歯253 横浜市中区長者町１－３－１０
     045-252-8480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383040,265.1 医療法人社団船洲会　〒231-0023 （外来環）第29号          平成20年 4月 1日
     中区歯265 船洲会歯科診療所 横浜市中区山下町２産業貿易セン （医管）第256号           平成18年 4月 1日
     タービル３Ｆ （在歯管）第9号           平成22年 4月 1日
     045-671-7174  (045-671-7176) （歯地連）第203号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第2756号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第18号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第23号          平成22年 4月 1日
     （補管）第369号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2599号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40094号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  384040,268.5 石川歯科クリニック 〒231-0832 （歯ＣＡＤ）第176号       平成26年 4月 1日
     中区歯268 横浜市中区本牧緑ケ丘４３ （補管）第338号           平成 8年 4月 1日
     045-623-7336  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385040,269.3 南山手小児歯科 〒231-0837 （補管）第4191号          平成12年 5月 1日
     中区歯269 横浜市中区滝の上１３９パークハ
     イツ１０１
     045-623-6329  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386040,277.6 北川歯科医院 〒231-0822 （歯地連）第204号         平成18年 4月 1日
     中区歯277 横浜市中区本牧元町１－４ （歯訪診）第56号          平成28年 4月 1日
     045-621-2014  （補管）第260号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1374号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387040,279.2 高倉歯科医院 〒231-0861 （歯ＣＡＤ）第126612号    平成29年10月 1日
     中区歯279 横浜市中区元町３－１１６ （補管）第297号           平成 8年 4月 1日
     641-1223      （１７５）第1375号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388040,282.6 池野歯科医院 〒231-0847 （外来環）第1164号        平成29年 4月 1日
     中区歯282 横浜市中区竹之丸５５ （医管）第2083号          平成29年 4月 1日
     045-662-6888  （か強診）第456号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第681号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第302号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1605号      平成27年 3月 1日
     （補管）第313号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389040,284.2 上出歯科医院 〒231-0861 （外来環）第285号         平成20年11月 1日
     中区歯284 横浜市中区元町５－１９８ポーラ （補管）第265号           平成 8年 4月 1日
     横浜元町ビル４Ｆ
     045-662-4632  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390040,286.7 山本歯科医院 〒231-0868 （歯援診）第437号         平成29年 3月 1日
     中区歯286 横浜市中区石川町５－２１１－１ （歯ＣＡＤ）第2636号      平成28年 7月 1日
     045-251-5231  （補管）第3439号          平成 8年 5月 1日
     （１７５）第1376号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391040,294.1 高橋歯科医院 〒231-0015 （補管）第348号           平成 8年 4月 1日
     中区歯294 横浜市中区尾上町３－３０－１フ
     ジタビル３Ｆ
     045-662-1346  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392040,296.6 染葉歯科医院 〒231-0843 （歯ＣＡＤ）第2637号      平成28年 7月 1日
     中区歯296 横浜市中区本郷町２－５１栗田ビ （補管）第4601号          平成14年 4月 1日
     ル２Ｆ （１７５）第1377号        平成14年 4月 1日
     045-624-0522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  393040,300.6 山本歯科医院 〒231-0868 （歯ＣＡＤ）第2638号      平成28年 7月 1日
     中区歯300 横浜市中区石川町１－１５ （補管）第328号           平成 8年 4月 1日
     045-641-3685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394040,303.0 中山歯科医院 〒231-0048 （補管）第288号           平成 8年 4月 1日
     中区歯303 横浜市中区蓬莱町２－３－４ （１７５）第1379号        平成14年 4月 1日
     045-252-6996  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395040,307.1 坂井歯科医院 〒231-0047 （補管）第275号           平成 8年 4月 1日
     中区歯307 横浜市中区羽衣町２－４－４２Ｆ
     045-252-7555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396040,308.9 藤井歯科医院 〒231-0851 （歯訪診）第2985号        平成29年 4月 1日
     中区歯308 横浜市中区山元町２－８８　谷口 （歯ＣＡＤ）第1669号      平成27年 4月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第364号           平成 8年 4月 1日
     045-681-3686  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397040,311.3 溝呂木歯科医院 〒231-0046 （歯訪診）第3270号        平成29年 4月 1日
     中区歯311 横浜市中区末広町１－２－９ （歯ＣＡＤ）第2387号      平成28年 4月 1日
     045-261-3837  （補管）第294号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398040,314.7 長谷川歯科医院 〒231-0045 （歯訪診）第2705号        平成29年 3月 1日
     中区歯314 横浜市中区伊勢佐木町７－１４８ （歯ＣＡＤ）第2340号      平成28年 3月 1日
     045-241-3616  （補管）第306号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399040,317.0 堀内歯科クリニツク 〒231-0861 （補管）第254号           平成 8年 4月 1日
     中区歯317 横浜市中区元町２－１０１－１
     045-664-3864  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400040,322.0 溝呂木歯科医院 〒231-0843 （補管）第4901号          平成14年11月 1日
     中区歯322 横浜市中区本郷町１－１ （１７５）第2794号        平成14年 5月 1日
     045-623-8282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401040,323.8 石黒歯科医院 〒231-0064 （補管）第263号           平成 8年 4月 1日
     中区歯323 横浜市中区野毛町２－６７ （１７５）第1381号        平成14年 4月 1日
     231-5471      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402040,324.6 なごみ歯科 〒231-0868 （歯訪診）第525号         平成28年 4月 1日
     中区歯324 横浜市中区石川町４－１５８－２ （歯ＣＡＤ）第2640号      平成28年 7月 1日
     ８ （補管）第330号           平成16年 8月27日
     045-662-8536  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403040,325.3 秋元歯科クリニツク 〒231-0806 （歯援診）第261号         平成29年 4月 1日
     中区歯325 横浜市中区本牧町１－９安田屋ビ （歯地連）第322号         平成18年 4月 1日
     ル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第2587号      平成28年 6月 1日
     045-621-6161  （補管）第351号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  404040,326.1 近藤歯科診療所 〒231-0015 （補管）第5807号          平成20年11月13日
     中区歯326 横浜市中区尾上町４－５７横浜尾
     上町ビルＢ１
     045-664-0874  (045-664-0874)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405040,327.9 森下歯科医院 〒231-0023 （歯訪診）第2627号        平成29年 3月 1日
     中区歯327 横浜市中区山下町２２１林パ－ク （歯ＣＡＤ）第523号       平成26年 5月 1日
     ハイツ２Ｆ （補管）第279号           平成 8年 4月 1日
     045-641-8148  （１７５）第2600号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406040,329.5 米津歯科医院 〒231-0007 （歯訪診）第526号         平成28年 4月 1日
     中区歯329 横浜市中区弁天通５－７３－２ （歯ＣＡＤ）第1178号      平成26年11月 1日
     045-201-8914  （補管）第323号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1382号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407040,331.1 花咲歯科医院 〒231-0063 （補管）第352号           平成 8年 4月 1日
     中区歯331 横浜市中区花咲町２－６６－８千
     葉ビル１Ｆ
     045-242-6812  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408040,334.5 羽田歯科医院 〒231-0824 （外来環）第187号         平成20年 8月 1日
     中区歯334 横浜市中区本牧三之谷９－２６ （か強診）第223号         平成28年 8月 1日
     045-621-0763  （歯援診）第132号         平成29年 4月 1日
     （咀嚼機能）第13号        平成28年 8月 1日
     （手顕微加）第152号       平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1307号      平成26年12月 1日
     （補管）第3516号          平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409040,335.2 佐々木歯科医院 〒231-0824 （歯ＣＡＤ）第1606号      平成27年 3月 1日
     中区歯335 横浜市中区本牧三之谷８－２１ （補管）第290号           平成12年 3月 1日
     045-621-0270  (045-621-0276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410040,343.6 内田矯正歯科クリニッ〒231-0868 （矯診）第181号           平成22年 4月 1日
     中区歯343 ク 横浜市中区石川町２－６４プラザ
     セレス石川Ⅰ－５Ｆ
     045-664-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411040,344.4 砂田歯科医院 〒231-0033 （歯ＣＡＤ）第1179号      平成26年11月 1日
     中区歯344 横浜市中区長者町８－１２３長谷 （補管）第320号           平成 8年 4月 1日
     川ビル２Ｆ （１７５）第1383号        平成14年 4月 1日
     045-243-9000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412040,346.9 なかの歯科医院 〒231-0804 （補管）第357号           平成 8年 4月 1日
     中区歯346 横浜市中区本牧宮原１－３　シー （１７５）第2795号        平成14年 5月 1日
     ガルポート新本牧１Ｆ
     045-625-1100  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  413040,347.7 中嶋歯科医院 〒231-0012 （歯ＣＡＤ）第850号       平成26年 8月 1日
     中区歯347 横浜市中区相生町２－２７ （補管）第321号           平成 8年 4月 1日
     663-5390      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414040,349.3 樺島歯科医院 〒231-0005 （歯援診）第262号         平成29年 3月 1日
     中区歯349 横浜市中区本町４－４３セボン関 （歯ＣＡＤ）第1607号      平成27年 3月 1日
     内第２ビル３Ｆ （補管）第368号           平成 8年 4月 1日
     045-212-3748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415040,354.3 堀井歯科 〒231-0864 （歯訪診）第3339号        平成29年 6月 1日
     中区歯354 横浜市中区千代崎町１－２５ （歯ＣＡＤ）第2180号      平成27年11月 1日
     045-622-6088  （補管）第291号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416040,355.0 菅谷歯科医院 〒231-0849 （歯訪診）第57号          平成28年 4月 1日
     中区歯355 横浜市中区麦田町２－４７ （歯ＣＡＤ）第1180号      平成26年11月 1日
     045-663-8555  （補管）第353号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417040,356.8 太洋歯科クリニック 〒231-0031 （外来環）第1385号        平成30年 1月 1日
     中区歯356 横浜市中区万代町１－２－７大洋 （か強診）第593号         平成29年12月 1日
     ビル１Ｆ・２Ｆ （歯援診）第300号         平成29年 4月 1日
     045-663-5226  （手顕微加）第254号       平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第237号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第193号         平成25年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第380号         平成25年 6月 1日
     （根切顕微）第226号       平成30年 1月 1日
     （補管）第334号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418040,357.6 元町歯科クリニック 〒231-0023 （う蝕無痛）第8号         平成20年 4月 1日
     中区歯357 横浜市中区山下町１１２－５日絹 （手術歯根）第15号        平成22年 4月 1日
     パークビル１Ｆ－Ｂ （補管）第329号           平成 8年 4月 1日
     045-671-1630  （１７５）第1385号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419040,359.2 渡辺歯科医院 〒231-0839 （歯ＣＡＤ）第126257号    平成28年12月 1日
     中区歯359 横浜市中区仲尾台１－１ニューハ （補管）第332号           平成 8年 4月 1日
     イム山手２階
     045-625-6872  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420040,362.6 大澤歯科医院 〒231-0836 （歯ＣＡＤ）第126259号    平成28年12月 1日
     中区歯362 横浜市中区根岸町１－１５ （補管）第262号           平成20年 7月 5日
     045-621-4884  (045-621-4803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421040,363.4 医療法人社団　至巧会〒231-0862 （外来環）第228号         平成20年 9月 1日
     中区歯363 　岡歯科医院 横浜市中区山手町２２３－１６ （歯ＣＡＤ）第2540号      平成28年 5月 1日
     045-662-7184  (045-662-7149) （補管）第342号           平成12年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  422040,364.2 医療法人社団　白慈会〒231-0821 （補管）第3417号          平成 8年 4月 1日
     中区歯364 　白浜歯科クリニック横浜市中区本牧原１７－１ＭＹＣ
     ＡＬ本牧１１番街３Ｆ
     045-622-1100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423040,368.3 鶴岡歯科医院 〒231-0048 （補管）第374号           平成 8年 4月 1日
     中区歯368 横浜市中区蓬莱町１－２－８勝幸
     ビル２Ｆ
     045-261-4373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424040,369.1 オカザキ歯科 〒231-0868 （補管）第362号           平成 8年 4月 1日
     中区歯369 横浜市中区石川町２－６４プラザ （１７５）第1386号        平成14年 4月 1日
     セレス石川Ⅰ４０２
     045-663-8200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425040,376.6 医療法人健秀会　清水〒231-0064 （補管）第5465号          平成18年 5月 1日
     中区歯376 矯正歯科医院 横浜市中区野毛町１－８メゾンオ （矯診）第92号            平成22年 4月 1日
     ークレール３０１　 （顎診）第69号            平成18年 4月 1日
     045-241-0002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426040,380.8 イケダ歯科医院 〒231-0012 （外来環）第129号         平成20年 6月 1日
     中区歯380 横浜市中区相生町１－１８　ティ （歯訪診）第2277号        平成29年 1月 1日
     ーエスケービル３Ｆ （歯ＣＡＤ）第126699号    平成29年12月 1日
     045-662-4800  （補管）第276号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427040,381.6 桃李歯科医院 〒231-0023 （歯訪診）第58号          平成28年 4月 1日
     中区歯381 横浜市中区山下町２１９ （歯リハ２）第331号       平成27年10月 1日
     045-663-7700  （歯ＣＡＤ）第2181号      平成27年11月 1日
     （補管）第258号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2854号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428040,382.4 本牧歯科医院 〒231-0806 （補管）第358号           平成 8年 4月 1日
     中区歯382 横浜市中区本牧町１－１６　 （１７５）第1387号        平成14年 4月 1日
     045-623-6546  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429040,383.2 まき歯科 〒231-0027 （補管）第266号           平成 8年 4月 1日
     中区歯383 横浜市中区扇町３－８－６日之出
     扇町ビル３階
     045-671-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430043,000.9 横浜山手デンタルクリ〒231-0862
     中区歯3000 ニック 横浜市中区山手町６０－１２
     045-662-6060  (045-662-6020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  431043,001.7 秋本歯科診療所 〒231-0006 （外来環）第882号         平成28年 8月 1日
     中区歯3001 横浜市中区南仲通１－６関内ＮＳ （医管）第1913号          平成28年 8月 1日
     ビル１Ｆ （歯訪診）第2497号        平成29年 3月 1日
     045-264-4308  (045-264-4309) （歯ＣＡＤ）第126754号    平成30年 1月 1日
     （補管）第6905号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432043,002.5 みのる歯科医院 〒231-0064 （補管）第6923号          平成26年 1月 1日
     中区歯3002 横浜市中区野毛町１－２あづまビ （１７５）第3043号        平成26年 1月 1日
     ル２Ｆ
     045-241-5153  (045-241-5153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433043,004.1 山本歯科医院 〒231-0007 （歯訪診）第2986号        平成29年 4月 1日
     中区歯3004 横浜市中区弁天通１－１０－新大 （手顕微加）第153号       平成28年 8月 1日
     宗弁天通ビル３０１ （歯ＣＡＤ）第47号        平成26年 4月 1日
     045-212-0989  (045-212-0989) （歯技工）第194号         平成26年 2月 1日
     （根切顕微）第113号       平成28年 8月 1日
     （補管）第6945号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434043,005.8 葉歯科本牧１丁目クリ〒231-0806 （歯訪診）第59号          平成28年 4月 1日
     中区歯3005 ニック 横浜市中区本牧町１－４９ （歯ＣＡＤ）第126321号    平成29年 2月 1日
     045-228-8168  (045-228-8168) （補管）第6954号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435043,007.4 ホワイトエッセンス馬〒231-0012 （歯訪診）第2758号        平成29年 4月 1日
     中区歯3007 車道デンタルクリニッ横浜市中区相生町４－７５ＪＴＢ （補管）第7114号          平成26年12月 1日
     ク ・ＹＮ馬車道ビル１Ｆ
     045-650-5356  (045-650-5363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436043,008.2 医療法人香裕会　カト〒231-0045 （外来環）第1009号        平成28年12月 1日
     中区歯3008 レヤプラザ歯科 横浜市中区伊勢佐木町１－５－４ （か強診）第341号         平成28年12月 1日
     カトレヤプラザ伊勢佐木３Ｆ （歯援診）第592号         平成28年12月 1日
     045-315-3370  (045-315-3371) （歯リハ２）第297号       平成26年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1497号      平成26年12月 1日
     （補管）第7115号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437043,009.0 三渓園下村歯科クリニ〒231-0824 （歯訪診）第2160号        平成28年10月 1日
     中区歯3009 ック 横浜市中区本牧三之谷１０－２２ （歯ＣＡＤ）第1608号      平成27年 3月 1日
     045-621-0705  （補管）第7134号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438043,010.8 ニコデンタルクリニッ〒231-0066 （歯訪診）第3098号        平成29年 4月 1日
     中区歯3010 ク 横浜市中区日ノ出町１－２００日 （歯ＣＡＤ）第126647号    平成29年11月 1日
     ノ出サクアス２０４ （補管）第7166号          平成27年 4月 1日
     045-250-6625  (045-250-6625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439043,012.4 石川町歯科クリニック〒231-0868 （歯ＣＡＤ）第1923号      平成27年 4月16日
     中区歯3012 横浜市中区石川町１－１３　２Ｆ （補管）第7215号          平成27年 4月16日
     045-662-7116  (045-662-7116)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  440043,014.0 横浜元町ナチュラル歯〒231-0023 （歯訪診）第3232号        平成29年 4月 1日
     中区歯3014 科矯正歯科 横浜市中区山下町８８パークホー （歯ＣＡＤ）第2093号      平成27年 6月16日
     ムズ横浜山下町８８番地　２Ｆ （ＧＴＲ）第435号         平成27年 9月 1日
     045-306-8047  (045-306-8047) （補管）第7247号          平成27年 6月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441043,015.7 鈴木歯科医院 〒231-0851 （歯訪診）第3099号        平成29年 4月 1日
     中区歯3015 横浜市中区山元町２－８１－２ （補管）第7273号          平成27年10月 1日
     045-228-8851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442043,016.5 ほうり歯科クリニック〒231-0827 （外来環）第1439号        平成30年 3月 1日
     中区歯3016 横浜市中区本牧和田１２－２２　 （歯ＣＡＤ）第2283号      平成27年12月 1日
     ジョイ・新本牧２０２ （補管）第7323号          平成27年12月 1日
     045-629-3640  (045-629-3646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443043,017.3 アフロスデンタルクリ〒231-0045 （歯援診）第581号         平成28年11月 1日
     中区歯3017 ニック 横浜市中区伊勢佐木町４－１０８ （歯ＣＡＤ）第2284号      平成27年12月 1日
     －２　佐藤ビル２Ｆ （ＧＴＲ）第439号         平成27年12月 1日
     045-325-8041  (045-325-8002) （補管）第7324号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444043,018.1 入江歯科クリニック 〒231-0843 （歯ＣＡＤ）第2285号      平成27年12月 4日
     中区歯3018 横浜市中区本郷町２－４５－２　 （ＧＴＲ）第440号         平成27年12月 4日
     福島ビル２Ｆ （補管）第7325号          平成27年12月 4日
     045-624-4184  (045-624-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445043,019.9 医療法人社団精密審美〒231-0062 （補管）第7346号          平成28年 1月 1日
     中区歯3019 会　横浜桜木町歯科 横浜市中区桜木町１－１０１－１
     　クロスゲートビル　７Ｆ７０２
     区画
     045-264-4188  (045-264-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446043,021.5 関内馬車道デンタルオ〒231-0015 （外来環）第798号         平成28年 5月 1日
     中区歯3021 フィス 横浜市中区尾上町５－６８　馬車 （医管）第1790号          平成28年 5月 1日
     道ＲＡビル２Ｆ （歯訪診）第2498号        平成29年 3月 1日
     045-299-0488  （歯ＣＡＤ）第2423号      平成28年 4月 1日
     （補管）第7378号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447043,022.3 あらかわ歯科医院 〒231-0868 （歯ＣＡＤ）第2424号      平成28年 4月 1日
     中区歯3022 横浜市中区石川町１－１４　嘉山 （補管）第7379号          平成28年 4月 1日
     ビル２Ｆ
     045-662-9353  (045-662-9353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448043,023.1 医療法人社団理総会　〒231-0861 （補管）第7396号          平成28年 4月 1日
     中区歯3023 松井歯科クリニック 横浜市中区元町２－８１　ＯＺＯ
     ＮＥ２Ｆ
     045-227-5445  (045-227-1810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  449043,024.9 医療法人天馬会　デン〒231-0033 （補管）第7419号          平成28年 5月 1日
     中区歯3024 タルクス横浜歯科クリ横浜市中区長者町２－５－４　夕
     ニック 陽ケ丘ニュースカイマンション３
     ０３
     045-222-6706  (045-222-6706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450043,025.6 おぎはら歯科医院 〒231-0846 （外来環）第808号         平成28年 5月 6日
     中区歯3025 横浜市中区大和町２－４８　１Ｆ （か強診）第148号         平成28年 6月 1日
     ・２Ｆ （歯援診）第723号         平成29年 4月 1日
     045-479-7666  (045-479-7675) （手顕微加）第129号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2588号      平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第114号       平成28年 8月 1日
     （補管）第7435号          平成28年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451043,026.4 山下町デンタルクリニ〒231-0023 （歯訪診）第2110号        平成28年 7月 1日
     中区歯3026 ック 横浜市中区山下町８４－５　メト （在推進）第116号         平成28年 7月 1日
     ロタワー山下町１Ｆ （ＧＴＲ）第474号         平成28年 7月 1日
     045-671-0648  （補管）第7477号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452043,028.0 日本大通マリブ歯科 〒231-0021 （歯訪診）第2987号        平成29年 4月 1日
     中区歯3028 横浜市中区日本大通１１　横浜情 （歯ＣＡＤ）第126187号    平成28年10月 1日
     報文化センターＢ１Ｆ （補管）第7498号          平成28年10月 1日
     045-228-8232  (045-228-8232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453043,029.8 松影町歯科 〒231-0025 （歯訪診）第2759号        平成29年 4月 1日
     中区歯3029 横浜市中区松影町２－７－２０　 （歯ＣＡＤ）第126290号    平成28年11月 1日
     福地ビル２０３ （補管）第7550号          平成28年11月 1日
     045-680-6565  (045-680-6566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454043,030.6 イースト本牧歯科 〒231-0802 （歯ＣＡＤ）第126260号    平成28年12月 1日
     中区歯3030 横浜市中区小港町２－１００－４ （補管）第7551号          平成28年11月 4日
     　本牧フロント２Ｆ
     045-628-3718  (045-628-3715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455043,031.4 本牧山手歯科診療所 〒231-0843 （歯援診）第666号         平成29年 3月 1日
     中区歯3031 横浜市中区本郷町２－３２　廣橋 （在推進）第126号         平成29年 3月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第7590号          平成29年 3月 1日
     045-228-8163  (045-307-7191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456043,032.2 岩本歯科医院 〒231-0032 （外来環）第1323号        平成29年 8月 1日
     中区歯3032 横浜市中区不老町３－１５－１　 （歯訪診）第2760号        平成29年 4月 1日
     アーベインルネス長者町団地　第 （手顕微加）第211号       平成29年 2月 3日
     １０２号室 （歯ＣＡＤ）第126404号    平成29年 2月 3日
     045-661-1321  (045-661-1322) （ＧＴＲ）第489号         平成29年 2月 3日
     （根切顕微）第179号       平成29年 4月 1日
     （補管）第7603号          平成29年 2月 3日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  457043,033.0 横浜いせざき歯科クリ〒231-0033 （外来環）第1259号        平成29年 6月 1日
     中区歯3033 ニック 横浜市中区長者町５－６８　青柳 （医管）第2211号          平成30年 3月 1日
     ビル２０１ （在歯管）第344号         平成29年 7月 1日
     045-315-6474  (045-315-6473) （歯訪診）第3341号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126432号    平成29年 4月 1日
     （補管）第7612号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458043,034.8 オハナ・デンタルクリ〒231-0015 （歯ＣＡＤ）第126835号    平成30年 2月 1日
     中区歯3034 ニック関内 横浜市中区尾上町３－４６－１　 （ＧＴＲ）第513号         平成30年 2月 1日
     木村ビル　７Ｆ （補管）第7769号          平成30年 2月 1日
     045-651-7117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459043,035.5 横浜市・中区　阪東橋〒231-0045 （歯ＣＡＤ）第126880号    平成30年 3月 1日
     中区歯3035 歯科クリニック 横浜市中区伊勢佐木町７－１５１ （補管）第7770号          平成30年 2月 1日
     －６　公安警備ビル　１Ｆ
     045-241-1241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460044,385.3 イチロウ歯科 〒231-0045 （補管）第289号           平成 8年 4月 1日
     中区歯385 横浜市中区伊勢佐木町４－１１４
     ライオンズプラザ伊勢佐木町通り
     ２０１
     045-262-2628  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461044,387.9 荒木歯科室 〒231-0825 （歯援診）第383号         平成29年 3月 1日
     中区歯387 横浜市中区本牧間門２４－１ （歯ＣＡＤ）第1513号      平成27年 2月 1日
     045-623-5508  （補管）第3468号          平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462044,389.5 杉浦歯科クリニック 〒231-0861 （う蝕無痛）第9号         平成20年 4月 1日
     中区歯389 横浜市中区元町４－１６１－６モ （歯ＣＡＤ）第1609号      平成27年 3月 1日
     トマチＡＳビル１，２，３Ｆ （補管）第3603号          平成 8年11月22日
     045-664-0081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463044,393.7 中尾歯科クリニック 〒231-0017 （補管）第3734号          平成 9年 9月 2日
     中区歯393 横浜市中区港町４－１６馬車道徳
     永ビル３階
     045-651-0074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464044,394.5 さくら歯科クリニック〒231-0047 （歯ＣＡＤ）第2249号      平成28年 1月 1日
     中区歯394 横浜市中区羽衣町３－６３－７ア （ＧＴＲ）第374号         平成24年12月25日
     ンジュ関内２Ｆ　 （補管）第6727号          平成24年12月25日
     045-262-4182  (045-262-4183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465044,395.2 みうら歯科クリニック〒231-0851 （歯ＣＡＤ）第49号        平成26年 4月 1日
     中区歯395 横浜市中区山元町４－１８３ウィ （補管）第3790号          平成 9年10月 1日
     スタリア山手１－Ｂ （１７５）第1388号        平成14年 4月 1日
     045-651-7167  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  466044,396.0 さいとう歯科 〒231-0005 （歯ＣＡＤ）第1930号      平成27年 7月 1日
     中区歯396 横浜市中区本町１－３綜通横浜ビ （補管）第3758号          平成 9年10月 1日
     ル２Ｆ
     045-224-8011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467044,402.6 李デンタルプラクティ〒231-0005 （補管）第3900号          平成10年10月 1日
     中区歯402 ス 横浜市中区本町１－５－２ロワレ
     ール横浜本町３０３
     045-680-3971  (045-680-3972)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468044,405.9 大石歯科医院 〒231-0048 （補管）第4604号          平成14年 4月 1日
     中区歯405 横浜市中区蓬莱町１－１－３　関 （１７５）第1389号        平成14年 4月 1日
     内パークビル２０１
     045-261-0958  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469044,408.3 安川デンタルクリニッ〒231-0849 （歯訪診）第3387号        平成29年 8月 1日
     中区歯408 ク 横浜市中区麦田町４－９６プライ （歯ＣＡＤ）第2388号      平成28年 4月 1日
     ム山手１Ｆ （補管）第3979号          平成11年 4月 1日
     045-629-3782  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470044,410.9 新山下デンタルクリニ〒231-0801 （歯訪診）第2016号        平成28年 7月 1日
     中区歯410 ック 横浜市中区新山下１－５－６ロワ （歯ＣＡＤ）第2425号      平成28年 4月 1日
     ール新山下１０１ （補管）第4012号          平成11年 6月15日
     045-623-4152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471044,414.1 刀祢歯科医院 〒231-0016 （歯訪診）第2761号        平成29年 4月 1日
     中区歯414 横浜市中区真砂町３－３３セルテ （歯リハ２）第265号       平成26年 8月 1日
     ４Ｆ （歯ＣＡＤ）第851号       平成26年 8月 1日
     045-641-9662  (045-641-9662) （補管）第367号           平成11年11月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472044,417.4 熊坂歯科医院 〒231-0806 （医管）第257号           平成18年 4月 1日
     中区歯417 横浜市中区本牧町１－１３ （歯訪診）第2361号        平成29年 2月 1日
     045-623-7991  （歯ＣＡＤ）第976号       平成26年 9月 1日
     （補管）第4141号          平成12年 3月15日
     （酸単）第40513号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473044,418.2 医療法人社団　三州会〒231-0062 （外来環）第5号           平成20年 4月 1日
     中区歯418 　三條歯科みなとみら横浜市中区桜木町１－１－８日石 （歯訪診）第3186号        平成29年 4月 1日
     い診療室 横浜ビル３Ｆ （う蝕無痛）第10号        平成20年 4月 1日
     045-683-3418  （歯ＣＡＤ）第524号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第21号        平成22年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第127号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4142号          平成12年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  474044,419.0 井上歯科医院 〒231-0064 （歯訪診）第60号          平成28年 4月 1日
     中区歯419 横浜市中区野毛町１－５２キャッ （歯リハ２）第167号       平成26年 5月 1日
     スル野毛中央２０８ （歯ＣＡＤ）第2426号      平成28年 4月 1日
     045-250-0370  (045-250-0371) （補管）第4151号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475044,420.8 さとう歯科医院 〒231-0802 （歯訪診）第3100号        平成29年 4月 1日
     中区歯420 横浜市中区小港町１－４－１６ （歯ＣＡＤ）第124号       平成26年 4月 1日
     045-623-4182  (045-623-4182) （補管）第4185号          平成12年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476044,424.0 山手パーク歯科 〒231-0862 （歯ＣＡＤ）第852号       平成26年 8月 1日
     中区歯424 横浜市中区山手町２８６－３ （補管）第4324号          平成13年 2月 1日
     045-211-1123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477044,425.7 みらい歯科 〒231-0064 （補管）第4777号          平成14年 5月 1日
     中区歯425 横浜市中区野毛町３－１１０－１
     野毛町３丁目北地区ビル１０５号
     045-253-6253  (045-253-6253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478044,426.5 ミネ歯科医院（横浜）〒231-0866 （歯訪診）第61号          平成28年 4月 1日
     中区歯426 横浜市中区柏葉３３－１オークビ （歯ＣＡＤ）第2427号      平成28年 4月 1日
     ル２Ｆ （補管）第4405号          平成13年 6月 1日
     045-662-2624  (045-662-2624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479044,431.5 アーティスティックス〒231-0063 （補管）第4590号          平成14年 2月15日
     中区歯431 マイルデンタルクリニ横浜市中区花咲町２－６３ノグ桜 （矯診）第216号           平成26年 4月 1日
     ック 木町４Ｆ （１７５）第2888号        平成14年 7月 1日
     045-253-6315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480044,433.1 田坂歯科クリニック 〒231-0047 （歯ＣＡＤ）第2541号      平成28年 5月 1日
     中区歯433 横浜市中区羽衣町２－５－６フー （補管）第4652号          平成14年 4月 1日
     デックス関内店２Ｆ
     045-260-7572  (045-260-7573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481044,437.2 矢崎歯科医院 〒231-0041 （補管）第272号           平成14年 5月12日
     中区歯437 横浜市中区吉田町２－５ （１７５）第1351号        平成14年 5月12日
     045-261-2530  (045-261-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482044,439.8 寿町歯科室 〒231-0026 （歯訪診）第2762号        平成29年 4月 1日
     中区歯439 横浜市中区寿町２－７－１３花園 （補管）第4916号          平成14年12月 1日
     ビル２０７ （１７５）第2938号        平成15年 3月 1日
     045-663-3922  (045-663-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483044,440.6 芳賀歯科医院 〒231-0064 （歯訪診）第2882号        平成29年 4月 1日
     中区歯440 横浜市中区野毛町２－５９－４パ （歯リハ２）第302号       平成27年 3月 1日
     ストラル野毛マリヤ２０２ （歯ＣＡＤ）第525号       平成26年 6月 1日
     045-242-3341  (045-242-3341) （補管）第377号           平成15年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  484044,443.0 いちょう歯科 〒231-0021 （外来環）第715号         平成28年 1月 1日
     中区歯443 横浜市中区日本大通５２ロイヤー （医管）第1647号          平成28年 4月 1日
     ズビル１Ｆ （歯援診）第307号         平成28年 8月 1日
     045-640-4447  (045-640-4448) （在歯管）第90号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第853号       平成26年 8月 1日
     （補管）第4796号          平成15年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485044,444.8 小柳歯科クリニック 〒231-0058 （歯ＣＡＤ）第126481号    平成29年 6月 1日
     中区歯444 横浜市中区弥生町２－１５－１ス （補管）第346号           平成15年 7月 1日
     トークタワー大通り公園Ⅲ－２０
     １号
     045-263-4618  (045-263-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486044,445.5 田中歯科医院 〒231-0806 （外来環）第1379号        平成29年12月 1日
     中区歯445 横浜市中区本牧町２－３０５ウィ （歯ＣＡＤ）第1059号      平成26年10月 1日
     ング本牧１Ｆ （補管）第5050号          平成15年10月 1日
     045-623-1007  (045-623-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487044,451.3 有楽歯科医院 〒231-0015 （補管）第359号           平成16年 1月25日
     中区歯451 横浜市中区尾上町３－３５　Ｂ１
     045-651-4119  (045-651-4125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488044,452.1 野毛坂もり歯科医院 〒231-0064 （歯ＣＡＤ）第1514号      平成27年 2月 1日
     中区歯452 横浜市中区野毛町４－１７３－２ （補管）第5105号          平成16年 2月15日
     サンヴェール横濱野毛山公園１０
     １
     045-253-6104  (045-253-6104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489044,454.7 いまにし歯科クリニッ〒231-0821 （歯ＣＡＤ）第526号       平成26年 4月 1日
     中区歯454 ク 横浜市中区本牧原１５－１ （補管）第5143号          平成16年 5月 1日
     045-624-4618  (045-624-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490044,455.4 スマイル歯科クリニッ〒231-0846 （補管）第5149号          平成16年 5月15日
     中区歯455 ク 横浜市中区大和町２－３４－５山
     手駅前クリニックビル３Ｆ
     045-622-6480  (045-622-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491044,456.2 医療法人社団　良癒会〒231-0843 （歯リハ２）第154号       平成26年 4月 1日
     中区歯456 　良癒会歯科 横浜市中区本郷町２－４１ルミエ （歯ＣＡＤ）第82号        平成26年 4月 1日
     ール本牧１Ｆ （ＧＴＲ）第27号          平成20年 4月 1日
     045-628-0418  (045-628-0418) （補管）第5073号          平成16年 5月 1日
     （酸単）第40514号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492044,457.0 三宅歯科医院 〒231-0868 （歯訪診）第2115号        平成28年 9月 1日
     中区歯457 横浜市中区石川町２－６６林ビル （補管）第366号           平成16年 6月 1日
     ２階 （１７５）第1369号        平成16年 6月 1日
     045-662-3741  (045-662-7769)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  493044,458.8 育愛会デンタルクリニ〒231-0066 （外来環）第1444号        平成30年 3月 1日
     中区歯458 ック 横浜市中区日ノ出町１－７５　１ （医管）第258号           平成18年 4月 1日
     Ｆ （手顕微加）第228号       平成29年 8月 1日
     045-231-1765  （歯ＣＡＤ）第1181号      平成26年11月 1日
     （根切顕微）第197号       平成29年 8月 1日
     （補管）第5177号          平成16年 7月 1日
     （酸単）第40330号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494044,459.6 うえの歯科クリニック〒231-0851 （歯ＣＡＤ）第1774号      平成27年 5月 1日
     中区歯459 横浜市中区山元町２－６２－３ （歯技工）第60号          平成22年 4月 1日
     045-681-4618  （補管）第5191号          平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495044,460.4 フロールさくら歯科 〒231-0036 （歯訪診）第527号         平成28年 4月 1日
     中区歯460 横浜市中区山田町８－１フロール （補管）第5090号          平成16年 9月 1日
     山田町第３店舗１Ｆ
     045-243-3345  (045-243-3345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496044,462.0 森田歯科医院 〒231-0014 （歯ＣＡＤ）第1861号      平成27年 6月 1日
     中区歯462 横浜市中区常盤町４－４４－２ （補管）第285号           平成17年 1月21日
     045-681-3040  (045-681-3040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497044,464.6 医療法人社団日坂会　〒231-0023 （外来環）第1292号        平成29年 7月 1日
     中区歯464 元町中華街歯科クリニ横浜市中区山下町３７－８グロー （補管）第5286号          平成17年 4月 1日
     ック リオタワー横浜元町２Ｆ
     045-663-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498044,465.3 横浜みなと歯科 〒231-0005 （医管）第259号           平成18年 4月 1日
     中区歯465 横浜市中区本町１－５西田ビル２ （歯訪診）第2362号        平成29年 2月 1日
     Ｆ２０２ （歯ＣＡＤ）第1182号      平成26年11月 1日
     045-662-4569  (045-662-4579) （補管）第5299号          平成17年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499044,466.1 天野歯科医院 〒231-0821 （外来環）第153号         平成20年 6月 1日
     中区歯466 横浜市中区本牧原１－６ムラーラ （か強診）第342号         平成28年12月 1日
     本牧３Ｆ （歯援診）第593号         平成28年12月 1日
     045-624-3655  (045-624-0733) （手顕微加）第193号       平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126712号    平成30年 1月 1日
     （根切顕微）第162号       平成29年 3月 1日
     （補管）第350号           平成17年 5月 1日
     （酸単）第40095号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500044,468.7 マリーンデンタルクリ〒231-0868 （歯訪診）第2883号        平成29年 4月 1日
     中区歯468 ニック 横浜市中区石川町１－１３－４順 （補管）第3418号          平成17年 6月 1日
     海閣石川町ビル３Ｆ
     045-651-6480  (045-651-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  501044,471.1 三光歯科医院 〒231-0033 （歯訪診）第62号          平成28年 4月 1日
     中区歯471 横浜市中区長者町５－５０エムズ （歯リハ２）第344号       平成28年 4月 1日
     長者町１Ｆ （歯ＣＡＤ）第174号       平成26年 4月 1日
     045-253-7340  (045-253-7340) （補管）第5409号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502044,472.9 瀬尾デンタルクリニッ〒231-0015 （補管）第4572号          平成17年12月 1日
     中区歯472 ク 横浜市中区尾上町５－７６明治屋
     尾上町ビルディング２Ｆ
     045-640-6480  (045-640-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503044,473.7 あおぞら歯科 〒231-0012 （歯ＣＡＤ）第238号       平成26年 4月 1日
     中区歯473 横浜市中区相生町１－１５第二東 （ＧＴＲ）第29号          平成20年 4月 1日
     商ビル２Ｆ （補管）第5415号          平成18年 1月15日
     045-640-0020  (045-651-6517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504044,474.5 アイランドタワーデン〒231-0005 （補管）第5318号          平成18年 2月 1日
     中区歯474 タルオフィス 横浜市中区本町６－５０－１横浜
     アイランドタワーＢ１
     045-651-6488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505044,477.8 デンタルオフィス横浜〒231-0063 （歯ＣＡＤ）第185号       平成26年 4月 1日
     中区歯477 横浜市中区花咲町１－４６ （補管）第5738号          平成20年 4月 1日
     045-253-0697  (045-253-0697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506044,484.4 東山歯科クリニック 〒231-0066 （歯ＣＡＤ）第379号       平成26年 5月 1日
     中区歯484 横浜市中区日ノ出町１－７６－１ （補管）第5587号          平成19年 3月15日
     　インペリアル横浜パークサイド
     ２階
     045-242-1408  (045-242-1409)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507044,486.9 グリンデンタルクリニ〒231-0064 （歯ＣＡＤ）第126817号    平成30年 2月 1日
     中区歯486 ック 横浜市中区野毛町３－１６０－４ （補管）第5080号          平成19年 4月 1日
     ちぇるる野毛１階
     045-242-8940  (045-242-8940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508044,488.5 海野歯科医院 〒231-0055 （補管）第5646号          平成19年 6月15日
     中区歯488 横浜市中区末吉町４－７３－２
     045-250-1181  (045-250-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509044,491.9 関内歯科クリニック 〒231-0015 （歯ＣＡＤ）第2182号      平成27年11月 1日
     中区歯491 横浜市中区尾上町５－７１　シテ （補管）第6417号          平成23年 8月 1日
     ィタワー馬車道２Ｆ
     045-641-0878  (045-664-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  510044,494.3 本牧通り歯科 〒231-0825 （歯ＣＡＤ）第126678号    平成29年12月 1日
     中区歯494 横浜市中区本牧間門２－６　ＴＮ （補管）第5746号          平成20年 4月15日
     ビル新本牧１階
     045-621-4185  (045-621-4415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511044,495.0 いずみ歯科 〒231-0846 （歯ＣＡＤ）第239号       平成26年 4月 1日
     中区歯495 横浜市中区大和町１－１４ （補管）第5772号          平成20年 7月15日
     045-625-1074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512044,499.2 横浜南仲通歯科 〒231-0006 （歯援診）第544号         平成28年 7月 1日
     中区歯499 横浜市中区南仲通３－３７千野ビ （歯ＣＡＤ）第854号       平成26年 8月 1日
     ル２Ｆ （補管）第5830号          平成21年 1月 1日
     045-201-4618  (045-201-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513044,502.3 ブラフデンタルクリニ〒231-0862 （補管）第5957号          平成21年 7月 1日
     中区歯502 ック 横浜市中区山手町１０３－１－２
     ０５
     045-625-0309  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514044,503.1 Ｔ．Ｓデンタルクリニ〒231-0064 （歯訪診）第2893号        平成29年 4月 1日
     中区歯503 ック 横浜市中区野毛町３－１５８野毛 （歯ＣＡＤ）第380号       平成26年 5月 1日
     山幸鈴ビル２０１－Ｂ （補管）第5973号          平成21年 9月 1日
     045-325-8217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515044,505.6 山口歯科医院 〒231-0005 （手顕微加）第178号       平成28年11月 1日
     中区歯505 横浜市中区本町３－２４－２ニュ （歯ＣＡＤ）第1775号      平成27年 5月 1日
     ー本町ビル１Ｆ （補管）第6034号          平成21年11月 1日
     045-349-2180  (045-349-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516044,509.8 医療法人社団木津歯科〒231-0062 （外来環）第365号         平成22年 5月 1日
     中区歯509 　デンタルステーショ横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯ （医管）第1537号          平成22年 5月 1日
     ン桜木町 Ｃみなとみらい３Ｆ （歯リハ２）第155号       平成26年 4月 1日
     045-264-4040  (045-264-4044) （補管）第6134号          平成22年 5月 1日
     （酸単）第40096号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517044,511.4 五條歯科医院 〒231-0005 （外来環）第754号         平成28年 4月 1日
     中区歯511 横浜市中区本町２－２２京阪横浜 （医管）第1648号          平成28年 4月 1日
     ビル　１Ｆ （歯リハ２）第9号         平成26年 4月 1日
     045-201-6719  (045-201-6719) （歯ＣＡＤ）第241号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第391号         平成26年 4月 1日
     （補管）第6209号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518044,512.2 医療法人社団　義心会〒231-0055 （歯ＣＡＤ）第2241号      平成27年12月 1日
     中区歯512 　広瀬歯科医院 横浜市中区末吉町４－７５　末吉 （補管）第6395号          平成23年 8月 1日
     ビル２Ｆ
     045-261-3476  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  519044,517.1 中華街歯科医院 〒231-0023 （外来環）第1065号        平成29年 2月 1日
     中区歯517 横浜市中区山下町１８９－８　有 （医管）第1914号          平成28年 8月 1日
     健剛ビル２Ｆ （か強診）第392号         平成29年 2月 1日
     045-662-5788  (045-662-5788) （歯援診）第252号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第208号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第50号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6409号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520044,519.7 加藤デンタルクリニッ〒231-0861 （外来環）第531号         平成26年 4月 1日
     中区歯519 ク 横浜市中区元町４－１６６元町京 （医管）第1986号          平成28年11月 1日
     急ビル４Ｆ （か強診）第325号         平成28年11月 1日
     045-681-8217  (045-263-8246) （歯訪診）第2499号        平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第202号       平成26年 6月 1日
     （手顕微加）第11号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第8号         平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第8号         平成28年 4月 1日
     （補管）第6456号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521044,520.5 Ｋデンタルオフィス 〒231-0002 （歯ＣＡＤ）第177号       平成26年 4月 1日
     中区歯520 横浜市中区海岸通３－１１ボセジ （補管）第6485号          平成24年 2月 1日
     ュール１Ｆ
     045-641-8143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522044,523.9 石川町デンタルクリニ〒231-0024 （歯訪診）第3101号        平成29年 4月 1日
     中区歯523 ック 横浜市中区吉浜町１－２　パーク （歯ＣＡＤ）第2428号      平成28年 4月 1日
     スクエア横浜２Ｆ （補管）第6619号          平成24年 6月 1日
     045-228-7205  (045-228-7204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523044,525.4 医療法人社団　康寧会〒231-0023 （補管）第6635号          平成24年 7月 1日
     中区歯525 　ますもと歯科 横浜市中区山下町９７一石屋ビル
     ３Ｆ
     045-664-5420  (045-664-5420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524044,526.2 馬車道ヒロデンタル 〒231-0002 （外来環）第1182号        平成29年 4月 1日
     中区歯526 横浜市中区海岸通５－２５－２シ （か強診）第489号         平成29年 4月 1日
     ャレール海岸通１６ （歯援診）第713号         平成29年 4月 1日
     045-651-4618  (045-651-4619) （う蝕無痛）第127号       平成26年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1931号      平成27年 7月 1日
     （手術歯根）第68号        平成26年12月 1日
     （補管）第6643号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525044,527.0 加藤歯科医院 〒231-0057 （医管）第2125号          平成29年 5月 1日
     中区歯527 横浜市中区曙町４－６１ （か強診）第511号         平成29年 5月 1日
     045-251-1295  (045-833-6985) （歯訪診）第2069号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1932号      平成27年 7月 1日
     （補管）第6719号          平成25年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  526044,528.8 さくま歯科 〒231-0045 （補管）第6739号          平成25年 3月 1日
     中区歯528 横浜市中区伊勢佐木町３－１０７
     045-252-5383  (045-252-5283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527044,530.4 パークサイド横浜デン〒231-0023 （歯訪診）第2706号        平成29年 3月 1日
     中区歯530 タルクリニック 横浜市中区山下町１９４外丸ビル （歯ＣＡＤ）第528号       平成26年 6月 1日
     ６０１ （補管）第6836号          平成25年 9月 1日
     045-211-2206  (045-211-2206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528050,088.4 医療法人仁光会　島田〒232-0053 （歯ＣＡＤ）第2030号      平成27年 8月 1日
     南歯88 歯科診療所 横浜市南区井土ケ谷下町４２－２ （歯技工）第62号          平成22年 4月 1日
     045-731-6060  （補管）第397号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1396号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529050,116.3 野呂歯科医院 〒232-0056 （補管）第425号           平成 8年 4月 1日
     南歯116 横浜市南区通町３－７２ （１７５）第1397号        平成14年 4月 1日
     045-741-9082  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530050,126.2 西野歯科医院 〒232-0061 （歯ＣＡＤ）第1515号      平成27年 2月 1日
     南歯126 横浜市南区大岡１－４８－７ （補管）第420号           平成 8年 4月 1日
     045-741-1584  （１７５）第1399号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531050,135.3 久保歯科医院 〒232-0072 （補管）第415号           平成 8年 4月 1日
     南歯135 横浜市南区永田東１－５－２１ （１７５）第1402号        平成14年 4月 1日
     045-713-2938  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532050,136.1 五味渕歯科医院 〒232-0017 （歯地連）第205号         平成18年 4月 1日
     南歯136 横浜市南区宿町２－３４ （歯訪診）第1859号        平成28年 5月 1日
     045-712-0754  （歯ＣＡＤ）第242号       平成26年 4月 1日
     （補管）第388号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533050,142.9 西歯科医院 〒232-0015 （歯訪診）第2707号        平成29年 3月 1日
     南歯142 横浜市南区共進町１－２１ （補管）第389号           平成 8年 4月 1日
     045-731-0873  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534050,146.0 水木歯科医院 〒232-0056 （歯訪診）第2109号        平成28年 8月 1日
     南歯146 横浜市南区通町２－２７ （補管）第2811号          平成 8年 4月 1日
     045-714-3737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535050,148.6 北詰歯科医院 〒232-0071 （医管）第1826号          平成28年 6月 1日
     南歯148 横浜市南区永田北２－５４－１９ （歯訪診）第64号          平成28年 4月 1日
     045-714-2567  （歯ＣＡＤ）第381号       平成26年 5月 1日
     （補管）第405号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1403号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40097号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  536050,154.4 美喜デンタルクリニッ〒232-0032 （補管）第392号           平成 8年 4月 1日
     南歯154 ク 横浜市南区万世町１－１９ （１７５）第1404号        平成14年 4月 1日
     045-251-7046  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537050,157.7 原歯科医院 〒232-0067 （歯援診）第156号         平成29年 4月 1日
     南歯157 横浜市南区弘明寺町２６８ （歯ＣＡＤ）第2642号      平成28年 7月 1日
     045-731-0047  （補管）第454号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538050,160.1 松谷歯科医院 〒232-0072 （歯ＣＡＤ）第1060号      平成26年10月 1日
     南歯160 横浜市南区永田東１－１－１３ス （補管）第450号           平成 8年 4月 1日
     タ－ビル３Ｆ （１７５）第1406号        平成14年 4月 1日
     045-742-5005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539050,162.7 藤城歯科医院 〒232-0072 （歯訪診）第1940号        平成28年 6月 1日
     南歯162 横浜市南区永田東３－１５－１８ （歯ＣＡＤ）第529号       平成26年 6月 1日
     045-742-3885  (045-714-3686) （補管）第390号           平成12年 6月 8日
     （１７５）第1407号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540050,164.3 浅井歯科医院 〒232-0052 （歯訪診）第1860号        平成28年 5月 1日
     南歯164 横浜市南区井土ケ谷中町１５７　 （歯ＣＡＤ）第855号       平成26年 8月 1日
     ダイヤパレス井土ケ谷 （補管）第412号           平成 8年 4月 1日
     045-712-3316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541050,166.8 矢毛石歯科医院 〒232-0056 （歯訪診）第2500号        平成29年 3月 1日
     南歯166 横浜市南区通町２－３９－１２ラ （歯ＣＡＤ）第1672号      平成27年 4月 1日
     イオンズマンション２０４ （補管）第414号           平成 8年 4月 1日
     045-741-1362  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542050,168.4 林歯科分院 〒232-0072 （補管）第422号           平成 8年 4月 1日
     南歯168 横浜市南区永田東２－２７－１２
     045-731-0075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543050,170.0 西崎歯科医院 〒232-0066 （補管）第430号           平成 8年 4月 1日
     南歯170 横浜市南区六ッ川１－５０ （１７５）第1408号        平成14年 4月 1日
     045-741-8892  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544050,172.6 斎藤歯科医院 〒232-0073 （補管）第441号           平成 8年 4月 1日
     南歯172 横浜市南区永田南１－１４－１
     045-742-0787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545050,174.2 木村歯科医院 〒232-0017 （補管）第417号           平成 8年 4月 1日
     南歯174 横浜市南区宿町３－６４
     045-731-2182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  546050,175.9 山中歯科医院 〒232-0022 （外来環）第990号         平成28年11月 1日
     南歯175 横浜市南区高根町４－３４－５サ （医管）第1649号          平成28年 4月 1日
     ングレイス横浜南１０４ （歯訪診）第65号          平成28年 4月 1日
     045-252-8860  (045-252-8860) （歯ＣＡＤ）第1309号      平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第171号         平成20年 4月 1日
     （補管）第410号           平成17年 9月26日
     （１７５）第1410号        平成17年 9月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547050,177.5 松川歯科医院 〒232-0006 （外来環）第611号         平成27年 1月 1日
     南歯177 横浜市南区南太田１－２８－２ （医管）第262号           平成18年 4月 1日
     045-713-4682  （医管）第1915号          平成28年 8月 1日
     （か強診）第323号         平成28年10月 1日
     （歯地連）第206号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第3090号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126423号    平成29年 4月 1日
     （補管）第403号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548050,182.5 カツマタ歯科クリニッ〒232-0053 （歯訪診）第2363号        平成29年 2月 1日
     南歯182 ク 横浜市南区井土ケ谷下町２１８－ （歯ＣＡＤ）第856号       平成26年 8月 1日
     ２ヴェルドミ－ル井土ケ谷 （補管）第434号           平成 8年 4月 1日
     045-721-2277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549050,183.3 大岡歯科医院 〒232-0061 （歯訪診）第3233号        平成29年 4月 1日
     南歯183 横浜市南区大岡５－１７－１１ （補管）第426号           平成 8年 4月 1日
     045-731-6479  （１７５）第1411号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550050,184.1 ふじしろ歯科 〒232-0006 （歯ＣＡＤ）第1183号      平成26年11月 1日
     南歯184 横浜市南区南太田３－１－８ （補管）第383号           平成 8年 4月 1日
     045-731-6871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551050,185.8 南谷歯科医院 〒232-0015 （外来環）第223号         平成20年 8月 1日
     南歯185 横浜市南区共進町２－４６ （歯ＣＡＤ）第382号       平成26年 5月 1日
     045-731-7799  （補管）第407号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1412号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552050,193.2 竹川歯科医院 〒232-0071 （補管）第4746号          平成14年 5月 1日
     南歯193 横浜市南区永田北３－１－４ （１７５）第1413号        平成14年 4月 1日
     045-731-6550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553050,197.3 山田歯科医院 〒232-0075 （歯訪診）第2240号        平成28年12月 1日
     南歯197 横浜市南区永田みなみ台２－１２ （補管）第393号           平成 8年 4月 1日
     －１０１ （１７５）第1414号        平成14年 4月 1日
     045-742-8813  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  554050,199.9 森田歯科医院 〒232-0066 （補管）第449号           平成 8年 4月 1日
     南歯199 横浜市南区六ッ川４－１１４２－
     １２
     045-821-0041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555050,204.7 甲田歯科医院 〒232-0043 （補管）第409号           平成 8年 4月 1日
     南歯204 横浜市南区蒔田町８５０－１３蒔 （１７５）第1415号        平成14年 4月 1日
     田ダイヤモンドマンション
     045-742-8856  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556050,205.4 中村歯科医院 〒232-0004 （歯訪診）第2628号        平成29年 3月 1日
     南歯205 横浜市南区前里町３－８１－２ラ （補管）第452号           平成 8年 4月 1日
     イオンズマンション伊勢佐木町西 （１７５）第1416号        平成14年 4月 1日
     第２－１０１
     045-231-1807  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557050,211.2 テイ歯科医院 〒232-0066 （歯ＣＡＤ）第1184号      平成26年11月 1日
     南歯211 横浜市南区六ッ川１－２１０－１ （補管）第455号           平成 9年 4月18日
     045-742-4538  （１７５）第1418号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558050,212.0 鈴木歯科医院 〒232-0064 （補管）第6769号          平成25年 4月 2日
     南歯212 横浜市南区別所５－９－１７沢口
     ビル２Ｆ
     045-721-3889  (045-721-3889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559050,213.8 鈴木歯科医院 〒232-0023 （外来環）第188号         平成20年 8月 1日
     南歯213 横浜市南区白妙町３－３９ （医管）第1650号          平成28年 4月 1日
     045-231-3694  （歯訪診）第1834号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1168号      平成26年10月 1日
     （補管）第418号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560050,216.1 吉田歯科医院 〒232-0066 （歯援診）第662号         平成29年 3月 1日
     南歯216 横浜市南区六ッ川１－３９小河ビ （歯ＣＡＤ）第1185号      平成26年11月 1日
     ル２Ｆ （補管）第448号           平成 8年 4月 1日
     045-731-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561050,219.5 田中歯科医院 〒232-0021 （外来環）第362号         平成22年 4月 1日
     南歯219 横浜市南区真金町２－１９－１７ （歯援診）第103号         平成29年 4月 1日
     045-231-0212  （歯ＣＡＤ）第858号       平成26年 8月 1日
     （補管）第387号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562050,223.7 丸田歯科医院 〒232-0041 （外来環）第1180号        平成29年 4月 1日
     南歯223 横浜市南区睦町２－１８２－１ （医管）第1827号          平成28年 6月 1日
     045-731-2938  （歯訪診）第1941号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1673号      平成27年 4月 1日
     （補管）第401号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  563050,224.5 いのは歯科クリニック〒232-0067 （歯訪診）第2763号        平成29年 4月 1日
     南歯224 横浜市南区弘明寺町１３７－６ （在推進）第6号           平成26年 4月 1日
     045-731-5689  (045-731-5689) （補管）第413号           平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564050,225.2 かよ歯科医院 〒232-0052 （う蝕無痛）第11号        平成20年 4月 1日
     南歯225 横浜市南区井土ヶ谷中町１６１－ （歯ＣＡＤ）第353号       平成26年 4月 1日
     ６グランデール井土ヶ谷２０３ （手術歯根）第1号         平成22年 4月 1日
     045-715-4615  （補管）第408号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565050,226.0 さくら歯科医院 〒232-0053 （歯訪診）第1942号        平成28年 6月 1日
     南歯226 横浜市南区井土ヶ谷下町４０－２ （歯ＣＡＤ）第321号       平成26年 4月 1日
     045-715-5995  （補管）第429号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566050,227.8 谷内歯科医院 〒232-0066 （歯訪診）第2988号        平成29年 4月 1日
     南歯227 横浜市南区六ツ川３－８７－７ （歯ＣＡＤ）第2389号      平成28年 4月 1日
     045-712-2268  （補管）第446号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1419号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567050,230.2 オオトウ歯科医院 〒232-0066 （歯訪診）第1844号        平成28年 4月 1日
     南歯230 横浜市南区六ッ川３－７６－３ （歯ＣＡＤ）第2429号      平成28年 4月 1日
     045-741-6481  （歯技工）第118号         平成22年 4月 1日
     （補管）第3419号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568050,231.0 医療法人社団　宇治歯〒232-0014 （外来環）第1200号        平成29年 4月 1日
     南歯231 科医院 横浜市南区吉野町３－７Ｙビル２ （医管）第2094号          平成29年 4月 1日
     ０１号室 （か強診）第490号         平成29年 4月 1日
     045-261-8884  （在歯管）第311号         平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第2764号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第167号       平成26年 4月 1日
     （補管）第411号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569050,232.8 青山歯科医院 〒232-0005 （歯訪診）第2364号        平成29年 2月 1日
     南歯232 横浜市南区白金町１－１９ （補管）第445号           平成 8年 4月 1日
     045-262-0773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570050,235.1 カズ・デンタルクリニ〒232-0022 （外来環）第1236号        平成29年 5月 1日
     南歯235 ック 横浜市南区高根町３－１７－２８ （医管）第1541号          平成22年 7月 1日
     マークス横濱阪東橋２０４号 （か強診）第505号         平成29年 5月 1日
     045-252-1755  （歯援診）第80号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第47号          平成22年 7月 1日
     （歯地連）第437号         平成22年 7月 1日
     （在推進）第7号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第322号       平成26年 4月 1日
     （補管）第458号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  571053,000.6 なのはな歯科 〒232-0022 （歯ＣＡＤ）第1674号      平成27年 4月 1日
     南歯3000 横浜市南区高根町１－３サニーサ （補管）第6868号          平成25年11月 1日
     イド大通り公園　１Ｆ
     045-341-0125  (045-341-0126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572053,002.2 優歯科クリニック 〒232-0014 （歯訪診）第2765号        平成29年 4月 1日
     南歯3002 横浜市南区吉野町４－１７佐伯ビ （歯ＣＡＤ）第126881号    平成30年 3月 1日
     ル１Ｆ （補管）第6969号          平成26年 4月 1日
     045-261-4182  (045-261-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573053,003.0 医療法人社団　角理会〒232-0064 （外来環）第1432号        平成30年 3月 1日
     南歯3003 　上大岡アルカディア横浜市南区別所１－１４－１　イ （歯ＣＡＤ）第1310号      平成26年12月 1日
     歯科・矯正歯科 トーヨーカドー横浜別所店１Ｆ （補管）第7001号          平成26年 5月 1日
     045-730-1305  (045-730-1310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574053,004.8 真辺歯科医院 〒232-0004 （外来環）第940号         平成28年 9月 1日
     南歯3004 横浜市南区前里町３－５０第一高 （医管）第1953号          平成28年 9月 1日
     橋ビル２Ｆ （歯訪診）第2990号        平成29年 4月 1日
     045-250-4182  (045-260-7800) （手顕微加）第186号       平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1610号      平成27年 3月 1日
     （根切顕微）第147号       平成28年12月 1日
     （補管）第7093号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575053,005.5 向田橋たき歯科医院 〒232-0063 （外来環）第625号         平成27年 2月 1日
     南歯3005 横浜市南区中里１－１２－１６Ｍ （医管）第1615号          平成26年12月 1日
     Ｆビル２Ｆ （か強診）第363号         平成29年 1月 1日
     045-711-2120  (045-711-2119) （歯援診）第603号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1516号      平成27年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第422号         平成27年 2月 1日
     （補管）第7116号          平成26年12月 1日
     （酸単）第40597号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576053,007.1 カネマツデンタルクリ〒232-0016 （歯ＣＡＤ）第126149号    平成28年 9月 1日
     南歯30071 ニック 横浜市南区宮元町１－１７－２－ （補管）第7195号          平成27年 4月 1日
     １Ｆ
     045-712-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577053,008.9 内山歯科医院 〒232-0054 （歯ＣＡＤ）第1862号      平成27年 6月 1日
     南歯3008 横浜市南区大橋町３－６２ （補管）第7196号          平成27年 3月11日
     045-741-2021  (045-741-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578053,009.7 内田在宅歯科 〒232-0024 （歯援診）第622号         平成29年 2月 1日
     南歯3009 横浜市南区浦舟町２－２２－１０ （補管）第7227号          平成27年 7月 1日
     ５
     045-315-3982  (045-315-3983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  579053,010.5 和田歯科医院 〒232-0051 （外来環）第675号         平成27年 7月 1日
     南歯3010 横浜市南区井土ケ谷上町２５－２ （医管）第1626号          平成27年 7月 1日
     ４ゆう井土ヶ谷１０１ （か強診）第149号         平成28年 6月 1日
     045-721-2060  (045-715-9301) （歯援診）第416号         平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第12号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2094号      平成27年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第434号         平成27年 7月 1日
     （根切顕微）第9号         平成28年 4月 1日
     （補管）第7248号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580053,011.3 弘明寺デンタルクリニ〒232-0055 （歯ＣＡＤ）第2286号      平成27年12月 1日
     南歯3011 ック 横浜市南区中島町４－８５－１１ （補管）第7326号          平成27年12月 1日
     　アイボリーコート１Ｆ
     045-341-0423  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581053,012.1 オリーブ歯科 〒232-0056 （外来環）第1268号        平成29年 6月 1日
     南歯3012 横浜市南区通町４－１１８－１　 （歯援診）第568号         平成28年10月 1日
     明和ビル１Ｆ　１０１ （歯ＣＡＤ）第2292号      平成28年 1月 1日
     045-654-7407  (045-654-7406) （ＧＴＲ）第441号         平成28年 1月 1日
     （補管）第7318号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582053,014.7 研歯科クリニック 〒232-0005 （外来環）第1458号        平成30年 3月 1日
     南歯3014 横浜市南区白金町１－１　白金海 （歯訪診）第3449号        平成30年 1月 1日
     心ビル２Ｆ （補管）第7397号          平成28年 4月 1日
     045-241-6480  (045-241-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583053,015.4 ひじり歯科クリニック〒232-0067 （歯訪診）第2989号        平成29年 4月 1日
     南歯3015 横浜市南区弘明寺町２７０－１１ （手顕微加）第229号       平成29年 8月 1日
     　ハイライズ弘明寺１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126294号    平成29年 1月 1日
     045-341-0374  (045-341-0379) （ＧＴＲ）第499号         平成29年 8月 1日
     （根切顕微）第198号       平成29年 8月 1日
     （補管）第7561号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584053,016.2 医療法人　仁手の会　〒232-0066 （歯援診）第731号         平成29年 5月 1日
     南歯3016 もりの歯科医院 横浜市南区六ツ川１－５０－２０ （歯ＣＡＤ）第126510号    平成29年 7月 1日
     　オカノビル２Ｆ （補管）第7591号          平成29年 3月 1日
     045-325-8084  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585053,017.0 ＬＩＯＮ歯科 〒232-0016 （補管）第7641号          平成29年 4月 1日
     南歯3017 横浜市南区宮元町２－２９－１　
     Ｄ’クラディア横浜マークス１Ｆ
     045-315-5859  (045-315-5869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586053,018.8 ブライト歯科クリニッ〒232-0067 （歯ＣＡＤ）第126570号    平成29年 7月 1日
     南歯3018 ク 横浜市南区弘明寺町字前田２０５ （補管）第7693号          平成29年 7月 1日
     　鈴木ビル１Ｆ
     045-341-0418  (045-341-0420)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  587053,019.6 青山歯科医院 〒232-0004 （補管）第7735号          平成29年10月 5日
     南歯3019 横浜市南区前里町２－４４－９
     045-231-1378  (045-231-1378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588053,021.2 ナガタ歯科 〒232-0066 （外来環）第1424号        平成30年 1月 1日
     南歯3021 横浜市南区六ツ川１－１３２－６ （歯援診）第802号         平成30年 1月 1日
     　ヒルズ横浜南ガーデニア１－１ （補管）第7778号          平成30年 1月 1日
     ０１
     045-721-4422  (045-721-1441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589053,022.0 あい歯科 〒232-0071
     南歯3022 横浜市南区永田北２－１０－３　
     三光永田町マンション１０３・１
     ０４
     045-721-1814  (045-721-1814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590054,237.3 林田歯科診療所 〒232-0066 （歯訪診）第3102号        平成29年 4月 1日
     南歯237 横浜市南区六ッ川３－７５－８ （歯ＣＡＤ）第1933号      平成27年 7月 1日
     045-721-8252  （補管）第431号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591054,239.9 間宮歯科クリニック 〒232-0006 （歯訪診）第3103号        平成29年 4月 1日
     南歯239 横浜市南区南太田１－２３－１３ （歯ＣＡＤ）第530号       平成26年 4月 1日
     －１０４ （補管）第3517号          平成 8年 7月 1日
     045-741-4405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592054,240.7 長島歯科クリニック 〒232-0067 （補管）第3594号          平成 8年10月 1日
     南歯240 横浜市南区弘明寺町２７０平野ビ
     ル２Ｆ
     045-743-4170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593054,241.5 山下デンタルクリニッ〒232-0033 （歯訪診）第3316号        平成29年 5月 1日
     南歯241 ク 横浜市南区中村町１－１４－４ （歯ＣＡＤ）第362号       平成26年 4月 1日
     045-253-8811  （補管）第3599号          平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594054,244.9 ＫＡＮデンタルクリニ〒232-0016 （補管）第3667号          平成 9年 5月 1日
     南歯244 ック 横浜市南区宮元町２－２７－４
     045-713-0039  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595054,246.4 深沢歯科医院 〒232-0033 （歯訪診）第2629号        平成29年 3月 1日
     南歯246 横浜市南区中村町３－１９８－６ （補管）第3700号          平成 9年 6月19日
     045-253-9140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596054,248.0 かさい歯科医院 〒232-0064 （歯訪診）第2501号        平成29年 3月 1日
     南歯248 横浜市南区別所１－１５－１２掛 （歯ＣＡＤ）第126617号    平成29年10月 1日
     田ビル２Ｆ （補管）第4448号          平成12年 4月 1日
     045-744-2728  （１７５）第1420号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  597054,249.8 高山歯科医院 〒232-0051 （外来環）第76号          平成20年 4月 1日
     南歯249 横浜市南区井土ヶ谷上町１－２０ （医管）第2124号          平成29年 5月 1日
     045-731-9258  （歯訪診）第2070号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第716号       平成26年 7月 1日
     （補管）第3845号          平成10年 5月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598054,250.6 あまだ歯科医院 〒232-0064 （歯援診）第447号         平成28年 4月 1日
     南歯250 横浜市南区別所１－５－１９サニ （歯ＣＡＤ）第1186号      平成26年11月 1日
     ーハイムⅢ　１Ｆ （補管）第3870号          平成10年 7月 1日
     045-742-5586  （１７５）第1421号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599054,254.8 川﨑歯科医院 〒232-0006 （歯ＣＡＤ）第113号       平成26年 4月 1日
     南歯254 横浜市南区南太田１－４１－２ （補管）第6008号          平成21年 9月 1日
     045-715-7110  (045-715-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600054,255.5 医療法人社団　明仁会〒232-0016 （外来環）第30号          平成20年 4月 1日
     南歯255 　松原歯科クリニック横浜市南区宮元町４－９１織茂ビ （医管）第1521号          平成22年 4月 1日
     ル３Ｆ （う蝕無痛）第12号        平成20年 4月 1日
     045-713-7999  （歯ＣＡＤ）第2031号      平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第6号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第312号         平成22年 4月 1日
     （補管）第416号           平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601054,258.9 たなか歯科クリニック〒232-0066 （歯訪診）第1861号        平成28年 5月 1日
     南歯258 横浜市南区六ツ川１－６８９マル （歯ＣＡＤ）第1062号      平成26年10月 1日
     エツ内サニーロード１Ｆ （補管）第4778号          平成14年 5月 1日
     045-741-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602054,259.7 弘明寺歯科医院 〒232-0061 （補管）第4700号          平成14年 4月 1日
     南歯259 横浜市南区大岡２－１４－１第２
     岩崎ビル３Ｆ
     045-721-6855  (045-721-6855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603054,261.3 さかい歯科 〒232-0066 （歯ＣＡＤ）第20号        平成26年 4月 1日
     南歯261 横浜市南区六ツ川２－３９－１レ （補管）第4400号          平成13年 6月 1日
     スポアール六ッ川１Ｆ
     045-710-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604054,262.1 真金町歯科 〒232-0032 （補管）第6968号          平成26年 3月19日
     南歯262 横浜市南区万世町２－３８
     045-241-8247  (045-243-6607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605054,270.4 酒井歯科医院 〒232-0011 （歯訪診）第1943号        平成28年 6月 1日
     南歯270 横浜市南区日枝町１－１ （歯ＣＡＤ）第1063号      平成26年10月 1日
     045-251-0731  (045-231-4427) （補管）第381号           平成14年 8月 1日
     （１７５）第1398号        平成14年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  606054,271.2 すやま歯科クリニック〒232-0014 （外来環）第692号         平成27年11月 1日
     南歯271 横浜市南区吉野町３－７－２３ポ （歯訪診）第2017号        平成28年 7月 1日
     ートハイム第２吉野町１Ｆ （在推進）第89号          平成28年 2月 1日
     045-243-8668  （歯ＣＡＤ）第1776号      平成27年 5月 1日
     （補管）第4609号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607054,274.6 坂井歯科医院 〒232-0025 （歯ＣＡＤ）第2542号      平成28年 5月 1日
     南歯274 横浜市南区高砂町３－３３エクセ （補管）第4754号          平成16年 5月 1日
     ア高砂２Ｆ
     045-251-3351  (045-251-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608054,275.3 うえまつ歯科 〒232-0063 （歯訪診）第3187号        平成29年 4月 1日
     南歯275 横浜市南区中里１－７－９ （歯ＣＡＤ）第1675号      平成27年 4月 1日
     045-711-3445  (045-711-3445) （補管）第5256号          平成17年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609054,276.1 六ツ川歯科医院 〒232-0066 （外来環）第543号         平成26年 5月 1日
     南歯276 横浜市南区六ツ川３－７４－２６ （歯ＣＡＤ）第531号       平成26年 6月 1日
     －１０２ （補管）第5398号          平成17年12月 1日
     045-721-5860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610054,277.9 医療法人　港会　みな〒232-0022 （歯援診）第513号         平成28年 7月 1日
     南歯277 と歯科診療所 横浜市南区高根町１－３ （歯地連）第325号         平成18年 4月 1日
     045-231-4000  (045-231-4030) （歯ＣＡＤ）第243号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5399号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611054,279.5 山下歯科医院 〒232-0054 （歯訪診）第2750号        平成29年 3月 1日
     南歯279 横浜市南区大橋町２－３５ （歯ＣＡＤ）第859号       平成26年 8月 1日
     045-715-3353  (045-715-6434) （歯技工）第167号         平成22年 8月 1日
     （補管）第391号           平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612054,281.1 蒔田駅前歯科 〒232-0016 （歯ＣＡＤ）第2183号      平成27年11月 1日
     南歯281 横浜市南区宮元町３－４４ヨコハ （補管）第5510号          平成18年 8月 1日
     マＭ＆Ｍビル１階１０２
     045-711-9418  (045-711-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613054,283.7 てのう歯科医院 〒232-0063 （医管）第1473号          平成19年 6月 1日
     南歯283 横浜市南区中里１－１２－２８　 （補管）第5599号          平成19年 5月 1日
     ２Ｆ
     045-714-8201  (045-714-8201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614054,284.5 ｉ歯科クリニック 〒232-0017 （歯訪診）第2884号        平成29年 4月 1日
     南歯284 横浜市南区宿町３－５４－４ （補管）第5611号          平成19年 5月15日
     045-720-3520  (045-720-3525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  615054,288.6 医療法人社団　翔舞会〒232-0054 （外来環）第1140号        平成29年 3月 1日
     南歯288 　エムズ歯科クリニッ横浜市南区大橋町３－６５　情野 （医管）第2074号          平成29年 3月 1日
     ク弘明寺 ビル１階 （か強診）第482号         平成29年 4月 1日
     045-720-5957  (045-720-5958) （歯援診）第707号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第293号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第11号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第118号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第244号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第463号         平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第86号        平成28年 5月 1日
     （補管）第5760号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616054,291.0 はまの歯科医院 〒232-0024 （歯訪診）第2766号        平成29年 4月 1日
     南歯291 横浜市南区浦舟町４－４７－２メ （歯ＣＡＤ）第717号       平成26年 7月 1日
     ディカルコートマリス２０２ （補管）第5857号          平成21年 2月 1日
     045-251-4181  (045-251-4181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617054,295.1 いとう歯科クリニック〒232-0023 （外来環）第1035号        平成29年 1月 1日
     南歯295 横浜市南区白妙町４－４２－３藤 （歯訪診）第2278号        平成29年 1月 1日
     和阪東橋ハイタウン　１０１ （歯ＣＡＤ）第860号       平成26年 8月 1日
     045-334-7788  （補管）第6039号          平成22年 1月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618054,298.5 窪田歯科 〒232-0053 （外来環）第366号         平成22年 5月 1日
     南歯298 横浜市南区井土ヶ谷下町２１２－ （医管）第1612号          平成26年 8月 1日
     ２第１江洋ビル２Ｆ （医管）第1773号          平成28年 4月 1日
     045-712-7892  （在歯管）第189号         平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第241号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第861号       平成26年 8月 1日
     （補管）第6148号          平成22年 5月 1日
     （酸単）第40098号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619054,300.9 吉田歯科医院 〒232-0041 （歯ＣＡＤ）第697号       平成26年 6月 1日
     南歯300 横浜市南区睦町１－８－２ （補管）第6136号          平成22年 6月 1日
     045-731-2790  (045-731-2794)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620054,301.7 医療法人社団　恵桜会〒232-0015 （歯訪診）第2767号        平成29年 4月 1日
     南歯301 　ひまわり歯科クリニ横浜市南区共進町３－５４－１　 （補管）第6195号          平成22年 8月 1日
     ック 佐藤ビル１Ｆ－Ａ
     045-741-6482  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621054,302.5 きむら歯科クリニック〒232-0064 （補管）第6244号          平成23年 1月 1日
     南歯302 横浜市南区別所２－２４－１０　
     ラマージュ南ヶ丘　１Ｆ
     045-714-6483  (045-341-3535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  622054,307.4 八ッ橋歯科医院 〒232-0027 （手顕微加）第154号       平成28年 8月 1日
     南歯307 横浜市南区新川町４－２５ （歯ＣＡＤ）第1777号      平成27年 5月 1日
     045-261-3558  (045-261-3622) （根切顕微）第115号       平成28年 8月 1日
     （補管）第6438号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623054,308.2 河原歯科クリニック 〒232-0006 （歯ＣＡＤ）第2390号      平成28年 4月 1日
     南歯308 横浜市南区南太田１－６－１３友 （補管）第6439号          平成23年11月 1日
     野ビル２Ｆ
     045-315-2910  (045-315-2911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624054,309.0 きのした歯科クリニッ〒232-0052 （歯訪診）第2991号        平成29年 4月 1日
     南歯309 ク 横浜市南区井土ケ谷中町１５６井 （歯ＣＡＤ）第1863号      平成27年 6月 1日
     土ヶ谷ビル　３Ｆ （補管）第6474号          平成24年 1月 1日
     045-711-5506  (045-711-5516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625054,310.8 医療法人社団　聖礼会〒232-0053 （外来環）第425号         平成24年 6月 1日
     南歯310 　アス横浜歯科クリニ横浜市南区井土ケ谷下町２１５－ （手顕微加）第155号       平成28年 8月 1日
     ック １マルエツ井土ヶ谷別棟 （補管）第6516号          平成24年 1月 1日
     045-743-0896  (045-743-0897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626054,311.6 みやもと歯科医院 〒232-0072 （外来環）第737号         平成28年 3月 1日
     南歯311 横浜市南区永田東１－６－３０朝 （歯訪診）第66号          平成28年 4月 1日
     日井土ヶ谷マンション１０９ （歯ＣＡＤ）第862号       平成26年 8月 1日
     045-315-2554  (045-315-2554) （補管）第6535号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627054,312.4 西村歯科クリニック 〒232-0042 （外来環）第1096号        平成29年 3月 1日
     南歯312 横浜市南区堀ノ内町１－１－６Ｍ （か強診）第472号         平成29年 4月 1日
     Ｎビル１Ｆ （歯援診）第695号         平成29年 4月 1日
     045-713-0081  (045-713-0277) （歯ＣＡＤ）第1676号      平成27年 4月 1日
     （補管）第6556号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628054,313.2 井土ヶ谷ひだまり歯科〒232-0053 （補管）第6795号          平成25年 5月 1日
     南歯313 横浜市南区井土ケ谷下町４６－３
     －１０１
     045-713-8143  (045-713-8143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629054,314.0 西村歯科クリニック浦〒232-0024 （歯訪診）第2992号        平成29年 4月 1日
     南歯314 舟 横浜市南区浦舟町１－１藤澤ビル （歯ＣＡＤ）第1778号      平成27年 5月 1日
     １Ｆ （補管）第6751号          平成25年 4月 1日
     045-341-0266  (045-341-0334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630054,316.5 永田北アット歯科 〒232-0071 （歯ＣＡＤ）第126179号    平成28年 8月 1日
     南歯316 横浜市南区永田北２－５５－２０ （補管）第6818号          平成25年 7月 1日
     フローラル永田１Ｆ
     045-741-7744  (045-341-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  631054,317.3 アスヨシ歯科医院 〒232-0066 （外来環）第1223号        平成29年 5月 1日
     南歯317 横浜市南区六ツ川１－８７３－１ （か強診）第504号         平成29年 5月 1日
     ４東洋物産ビル２Ｆ （歯援診）第735号         平成29年 5月 1日
     045-341-4614  (045-341-4614) （歯訪診）第1835号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2250号      平成28年 1月 1日
     （補管）第6847号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632060,027.0 長谷川歯科医院 〒240-0021 （補管）第535号           平成 8年 4月 1日
     保歯27 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町２－
     １１０
     045-741-2409  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633060,061.9 植村歯科医院 〒240-0042 （補管）第462号           平成 8年 4月 1日
     保歯61 横浜市保土ケ谷区上星川町２３
     045-381-2593  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634060,063.5 みねぎし歯科 〒240-0003 （医管）第1997号          平成28年12月 1日
     保歯63 横浜市保土ケ谷区天王町１－２３ （歯訪診）第2161号        平成28年10月 1日
     －１１ （歯ＣＡＤ）第126188号    平成28年10月 1日
     045-331-3605  （補管）第3442号          平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635060,099.9 横山歯科医院 〒240-0004
     保歯99 横浜市保土ケ谷区岩間町２－１４
     ３
     045-335-4004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636060,114.6 村越歯科医院 〒240-0042 （補管）第463号           平成 8年 4月 1日
     保歯114 横浜市保土ケ谷区上星川３－１１
     －７美好ビル２Ｆ
     045-371-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637060,116.1 たかえす歯科医院 〒240-0023 （外来環）第248号         平成20年10月 1日
     保歯116 横浜市保土ケ谷区岩井町６２－２ （か強診）第610号         平成30年 1月 1日
     045-715-0288  （歯援診）第272号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第14号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第718号       平成26年 7月 1日
     （補管）第519号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638060,120.3 矢野歯科医院 〒240-0013 （歯地連）第211号         平成18年 4月 1日
     保歯120 横浜市保土ケ谷区帷子町２－４７ （補管）第542号           平成 8年 4月 1日
     －１パシフィックパレス４Ｆ （１７５）第2605号        平成14年 5月 1日
     045-335-2961  (045-335-2964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639060,122.9 三沢歯科医院 〒240-0032 （補管）第513号           平成 8年 4月 1日
     保歯122 横浜市保土ケ谷区法泉１－６－２
     ７
     045-351-6505  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  640060,127.8 北村歯科医院 〒240-0015 （外来環）第189号         平成20年 8月 1日
     保歯127 横浜市保土ケ谷区岩崎町８－１０ （歯訪診）第2502号        平成29年 3月 1日
     045-331-0056  （歯ＣＡＤ）第384号       平成26年 5月 1日
     （補管）第529号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641060,133.6 玉井歯科医院 〒240-0035 （歯地連）第214号         平成18年 4月 1日
     保歯133 横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘２－３ （歯ＣＡＤ）第2296号      平成28年 2月 1日
     ３－１ （補管）第470号           平成 8年 4月 1日
     045-351-0300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642060,140.1 池上歯科医院 〒240-0053 （外来環）第309号         平成21年 3月 1日
     保歯140 横浜市保土ケ谷区新井町４６３－ （か強診）第274号         平成28年 9月 1日
     １ （歯地連）第215号         平成18年 4月 1日
     045-381-1921  （歯ＣＡＤ）第2251号      平成28年 1月 1日
     （補管）第3550号          平成 8年 8月 1日
     （酸単）第40099号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643060,142.7 赤司歯科医院 〒240-0001 （歯ＣＡＤ）第1936号      平成27年 7月 1日
     保歯142 横浜市保土ケ谷区川辺町２－２パ （補管）第532号           平成 8年 4月 1日
     イロットハウス星川２０４ （１７５）第2856号        平成14年 6月 1日
     331-6648      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644060,147.6 くぬぎ台歯科診療所 〒240-0045 （歯地連）第216号         平成18年 4月 1日
     保歯147 横浜市保土ケ谷区川島町１４０４ （歯訪診）第3373号        平成29年 7月 1日
     くぬぎ台団地１－５－１０１ （歯ＣＡＤ）第126516号    平成29年 7月 1日
     045-371-7129  （補管）第517号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645060,156.7 横山歯科医院 〒240-0064 （外来環）第941号         平成28年 9月 1日
     保歯156 横浜市保土ケ谷区峰岡町１－２０ （医管）第1954号          平成28年 9月 1日
     －２ （か強診）第275号         平成28年 9月 1日
     045-333-4022  (045-333-4022) （歯援診）第81号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第220号         平成28年 9月 1日
     （歯地連）第217号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第247号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第719号       平成26年 7月 1日
     （補管）第494号           平成14年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646060,159.1 成松歯科 〒240-0002 （歯ＣＡＤ）第2589号      平成28年 6月 1日
     保歯159 横浜市保土ケ谷区宮田町２－１８ （ＧＴＲ）第227号         平成20年 5月 1日
     １ （補管）第468号           平成 8年 4月 1日
     045-331-9770  （１７５）第2857号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  647060,164.1 斉藤歯科医院 〒240-0033 （外来環）第1036号        平成29年 1月 1日
     保歯164 横浜市保土ケ谷区境木本町１－２ （医管）第1998号          平成28年12月 1日
     ８ （か強診）第364号         平成29年 1月 1日
     045-713-8864  （歯援診）第604号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第256号         平成29年 1月 1日
     （歯訪診）第2018号        平成28年 7月 1日
     （在推進）第121号         平成29年 2月 1日
     （補管）第3416号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648060,166.6 佐野歯科医院 〒240-0053 （歯地連）第218号         平成18年 4月 1日
     保歯166 横浜市保土ケ谷区新井町４６１－ （歯訪診）第3105号        平成29年 4月 1日
     ２ （歯ＣＡＤ）第532号       平成26年 4月 1日
     045-381-8443  （補管）第520号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649060,167.4 歯科医院ヨネムラ 〒240-0004 （歯ＣＡＤ）第2252号      平成28年 1月 1日
     保歯167 横浜市保土ケ谷区岩間町１－７－ （補管）第484号           平成 8年 4月 1日
     ３　川木ハイツ２Ｆ
     045-341-7007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650060,172.4 おおもり歯科 〒240-0051 （歯地連）第219号         平成18年 4月 1日
     保歯172 横浜市保土ケ谷区上菅田１０８１ （歯ＣＡＤ）第126322号    平成29年 2月 1日
     －９ （補管）第488号           平成 8年 4月 1日
     045-373-7557  （１７５）第2606号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651060,173.2 保土ケ谷クリニック 〒240-0023 （ニコ）第434号           平成29年 7月 1日
     (066,173.6) 横浜市保土ケ谷区岩井町１１ （がん指）第498号         平成24年 5月 1日
     保歯173 045-331-5941  （医管）第266号           平成18年 4月 1日
     （補管）第512号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652060,177.3 山崎歯科医院 〒240-0053 （歯訪診）第2365号        平成29年 2月 1日
     保歯177 横浜市保土ケ谷区新井町４５４－ （歯リハ２）第15号        平成26年 4月 1日
     １ （歯ＣＡＤ）第533号       平成26年 4月 1日
     045-383-2988  （ＧＴＲ）第28号          平成20年 4月 1日
     （補管）第518号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1434号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40100号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653060,181.5 オグラ歯科医院 〒240-0002 （手顕微加）第143号       平成28年 7月 1日
     保歯181 横浜市保土ケ谷区宮田町２－１６ （ＧＴＲ）第471号         平成28年 7月 1日
     ０－２メゾンハマビル２Ｆ （根切顕微）第104号       平成28年 7月 1日
     045-335-3380  （補管）第476号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  654060,183.1 和田町歯科医院 〒240-0065 （歯地連）第221号         平成18年 4月 1日
     保歯183 横浜市保土ケ谷区和田１－１２－ （歯訪診）第2768号        平成29年 4月 1日
     １４不二屋ビル１Ｆ （歯リハ２）第16号        平成26年 4月 1日
     045-333-3300  (045-333-3565) （歯ＣＡＤ）第534号       平成26年 4月 1日
     （補管）第467号           平成16年 8月23日
     （１７５）第1435号        平成16年 8月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655060,184.9 種田歯科医院 〒240-0006 （歯地連）第222号         平成18年 4月 1日
     保歯184 横浜市保土ケ谷区星川１－２５－ （歯訪診）第2162号        平成28年10月 1日
     １６ （補管）第539号           平成 8年 4月 1日
     045-335-5025  （１７５）第2607号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656060,185.6 医療法人社団秀勇会　〒240-0003 （外来環）第320号         平成21年 5月 1日
     保歯185 岸歯科診療所 横浜市保土ケ谷区天王町１－１９ （医管）第1570号          平成24年 9月 1日
     －１ （か強診）第539号         平成29年 7月 1日
     045-335-5514  （歯援診）第753号         平成29年 7月 1日
     （歯リハ２）第17号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第245号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第30号          平成20年 4月 1日
     （補管）第491号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1436号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657060,189.8 植木歯科医院 〒240-0021 （歯地連）第223号         平成18年 4月 1日
     保歯189 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町３－ （ＧＴＲ）第12号          平成20年 4月 1日
     ２０３ （補管）第521号           平成 8年 4月 1日
     045-741-2584  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658060,191.4 鹿郷歯科医院 〒240-0042 （外来環）第84号          平成20年 4月 1日
     保歯191 横浜市保土ケ谷区上星川町２－１ （医管）第1828号          平成28年 6月 1日
     －１ （か強診）第109号         平成28年 4月 1日
     045-381-1900  （歯地連）第224号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第2885号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第284号       平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1187号      平成26年11月 1日
     （ＧＴＲ）第222号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2280号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659060,193.0 むろづか歯科クリニッ〒240-0001 （補管）第514号           平成 8年10月11日
     保歯193 ク 横浜市保土ケ谷区川辺町５－８大
     平ビル２階２０２号室
     045-331-6474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660060,194.8 宮脇歯科クリニック 〒240-0003 （歯地連）第225号         平成18年 4月 1日
     保歯194 横浜市保土ケ谷区天王町２－４６ （補管）第469号           平成 8年 4月 1日
     －１０小菅ビル２Ｆ （１７５）第1437号        平成14年 4月 1日
     045-332-4411  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  661060,197.1 医療法人社団　今泉歯〒240-0006 （医管）第1902号          平成28年 7月 1日
     保歯197 科 横浜市保土ケ谷区星川３－８－１ （歯訪診）第2116号        平成28年 9月 1日
     　板津興産ビル６Ｆ （歯ＣＡＤ）第1311号      平成26年12月 1日
     045-335-3234  (045-335-3245) （補管）第523号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1438号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662060,200.3 岡沢上歯科 〒240-0062 （外来環）第1308号        平成29年 7月 1日
     保歯200 横浜市保土ケ谷区岡沢町２－７ （歯地連）第226号         平成18年 4月 1日
     335-3737      （歯訪診）第2163号        平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126189号    平成28年10月 1日
     （補管）第483号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1439号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663060,201.1 いとう歯科医院 〒240-0022 （外来環）第1165号        平成29年 4月 1日
     保歯201 横浜市保土ケ谷区西久保町９５ （医管）第2084号          平成29年 4月 1日
     045-331-0696  （か強診）第458号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第682号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第303号         平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第2019号        平成28年 7月 1日
     （歯技工）第63号          平成22年 4月 1日
     （補管）第543号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1440号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664060,202.9 林歯科医院 〒240-0052 （歯地連）第227号         平成18年 4月 1日
     保歯202 横浜市保土ケ谷区西谷町１０８３ （歯ＣＡＤ）第1611号      平成27年 3月 1日
     －１－２０３ （補管）第490号           平成 8年 4月 1日
     045-383-7223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665060,204.5 陶山歯科医院 〒240-0052 （医管）第1870号          平成28年 7月 1日
     保歯204 横浜市保土ケ谷区西谷町７４７－ （歯ＣＡＤ）第536号       平成26年 6月 1日
     ２　苅部ビル２Ｆ （補管）第459号           平成 8年 4月 1日
     045-371-3545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666060,210.2 医療法人社団　フタバ〒240-0025 （補管）第499号           平成 8年 4月 1日
     保歯210 歯科医院 横浜市保土ケ谷区狩場町３０４－ （１７５）第2890号        平成14年 7月 1日
     ２９
     045-731-8841  (045-731-5104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667060,212.8 はぎわら歯科医院 〒240-0061 （歯ＣＡＤ）第537号       平成26年 6月 1日
     保歯212 横浜市保土ケ谷区峰沢町３５－１ （補管）第515号           平成 8年 4月 1日
     林ビル２Ｆ （１７５）第2608号        平成14年 5月 1日
     045-335-0829  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  668060,214.4 クレデンタルクリニッ〒240-0052 （外来環）第1166号        平成29年 4月 1日
     保歯214 ク 横浜市保土ケ谷区西谷町８８９パ （医管）第1999号          平成28年12月 1日
     ンテオン西谷２０３ （か強診）第459号         平成29年 4月 1日
     045-373-3148  （歯地連）第228号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第2241号        平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第977号       平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第31号          平成20年 4月 1日
     （補管）第525号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1441号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669060,215.1 まきの歯科医院 〒240-0051 （歯地連）第229号         平成18年 4月 1日
     保歯215 横浜市保土ケ谷区上菅田町２７５ （補管）第471号           平成10年 5月 6日
     －１ （１７５）第1442号        平成14年 4月 1日
     045-373-8484  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670060,216.9 金子歯科医院 〒240-0053 （外来環）第190号         平成20年 8月 1日
     保歯216 横浜市保土ケ谷区新井町６０１－ （医管）第395号           平成18年 4月 1日
     ９　カーサ新井１０１ （か強診）第140号         平成28年 4月 1日
     045-383-3882  （歯援診）第84号          平成28年11月 1日
     （在歯管）第230号         平成28年10月 1日
     （歯地連）第230号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第389号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2431号      平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第32号          平成20年 4月 1日
     （補管）第537号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1443号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671060,217.7 ベルデンタルクリニッ〒240-0006 （外来環）第191号         平成20年 8月 1日
     保歯217 ク 横浜市保土ケ谷区星川３－１５－ （医管）第1955号          平成28年 9月 1日
     ２３ （か強診）第276号         平成28年 9月 1日
     045-341-8211  （歯援診）第98号          平成28年 9月 1日
     （歯地連）第231号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1779号      平成27年 5月 1日
     （補管）第508号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672060,218.5 鶴谷歯科医院 〒240-0035 （補管）第516号           平成 8年 4月 1日
     保歯218 横浜市保土ケ谷区今井町３７ （１７５）第1444号        平成14年 4月 1日
     045-352-3002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673060,221.9 横浜ビジネスパーク歯〒240-0005 （外来環）第6号           平成20年 4月 1日
     保歯221 科クリニック 横浜市保土ケ谷区神戸町１３４ （在歯管）第10号          平成22年 4月 1日
     045-334-1188  （歯訪診）第3104号        平成29年 4月 1日
     （歯技工）第24号          平成22年 4月 1日
     （補管）第3364号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1446号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  674060,222.7 のじま歯科クリニック〒240-0065 （歯訪診）第67号          平成28年 4月 1日
     保歯222 横浜市保土ケ谷区和田１－１４－ （補管）第530号           平成 8年 4月 1日
     １８ＳＮビル２Ｆ
     045-332-5242  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675060,225.0 吉川正悟歯科医院 〒240-0052 （補管）第506号           平成 8年 4月 1日
     保歯225 横浜市保土ケ谷区西谷町１０８５
     －６
     045-371-2008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676060,226.8 医療法人社団　明仁会〒240-0002 （外来環）第265号         平成20年10月 1日
     保歯226 　松原歯科医院 横浜市保土ケ谷区宮田町１－２－ （医管）第1522号          平成22年 4月 1日
     ９ （う蝕無痛）第13号        平成20年 4月 1日
     045-337-1682  （歯ＣＡＤ）第2033号      平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第7号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第320号         平成22年 4月 1日
     （補管）第477号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677060,227.6 礒部歯科医院 〒240-0051 （外来環）第130号         平成20年 6月 1日
     保歯227 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５５ （医管）第1651号          平成28年 4月 1日
     －６ （か強診）第120号         平成28年 4月 1日
     045-371-4185  （歯援診）第635号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第91号          平成28年 4月 1日
     （歯地連）第232号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第203号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第978号       平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第228号         平成20年 5月 1日
     （補管）第541号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678060,229.2 栗林歯科 〒240-0023 （外来環）第256号         平成20年10月 1日
     保歯229 横浜市保土ケ谷区岩井町３３４ （医管）第267号           平成18年 4月 1日
     045-742-4500  （医管）第1515号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第233号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第246号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第172号         平成20年 4月 1日
     （補管）第464号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679063,000.4 ささき歯科 〒240-0023 （歯ＣＡＤ）第1188号      平成26年11月 1日
     保歯3000 横浜市保土ケ谷区岩井町１２３－ （補管）第7078号          平成26年11月 1日
     ２保土ヶ谷駅前ハイツ１号棟１０
     ４
     045-315-7070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680063,001.2 医療法人社団恵真会　〒240-0036 （歯訪診）第2886号        平成29年 4月 1日
     保歯3001 エミデンタルクリニッ横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－４ （歯ＣＡＤ）第126823号    平成30年 2月 1日
     ク ０－５野口ハイツ１Ｆ （補管）第7117号          平成26年12月 1日
     045-352-4618  (045-352-4618)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  681063,002.0 板倉歯科医院 〒240-0036 （外来環）第1097号        平成29年 3月 1日
     保歯3002 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－２ （か強診）第409号         平成29年 3月 1日
     ８－１４ （歯援診）第636号         平成29年 3月 1日
     045-351-8276  (045-351-8276) （歯ＣＡＤ）第2297号      平成28年 2月 1日
     （補管）第7135号          平成27年 2月 1日
     （酸単）第40101号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682063,003.8 清和歯科医院 〒240-0035 （補管）第7265号          平成27年 8月 1日
     保歯3003 横浜市保土ケ谷区今井町１７１－
     ３
     045-351-6501  (045-351-6503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683063,004.6 山本歯科医院 〒240-0006 （外来環）第735号         平成28年 1月 1日
     保歯3004 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１ （手顕微加）第13号        平成28年 4月 1日
     　星川ＳＦビル４Ｆ （歯ＣＡＤ）第2330号      平成28年 1月 1日
     045-332-5001  （補管）第7347号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684063,005.3 星川デンタルクリニッ〒240-0006 （外来環）第793号         平成28年 4月 1日
     保歯3005 ク 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２ （歯訪診）第3398号        平成29年 9月 1日
     　ダイゴプラザ２０２ （歯ＣＡＤ）第2530号      平成28年 4月 1日
     045-331-6316  (045-331-1033) （補管）第7398号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685063,006.1 荒井歯科医院 〒240-0043 （外来環）第873号         平成28年 6月 1日
     保歯3006 横浜市保土ケ谷区坂本町１５０－ （医管）第2171号          平成29年10月 1日
     ４ （か強診）第188号         平成28年 7月 1日
     045-331-4037  (045-331-4637) （歯援診）第528号         平成28年 6月 1日
     （歯地連）第475号         平成28年 6月 1日
     （う蝕無痛）第170号       平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2677号      平成28年 6月 1日
     （手術歯根）第103号       平成29年 2月 1日
     （歯技工）第241号         平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第112号       平成28年 6月 1日
     （補管）第7468号          平成28年 6月 1日
     （酸単）第40102号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686063,007.9 まき歯科医院 〒240-0024 （外来環）第1314号        平成29年 6月 1日
     保歯3007 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町４０ （か強診）第592号         平成29年12月 1日
     －２ （歯地連）第496号         平成29年 6月 1日
     045-743-2500  (045-743-2500) （歯訪診）第3385号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126547号    平成29年 6月 1日
     （補管）第7685号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687063,008.7 ファミーユデンタルク〒240-0065 （歯ＣＡＤ）第126856号    平成30年 3月 1日
     保歯3008 リニック 横浜市保土ケ谷区和田２－７－４ （補管）第7771号          平成30年 2月 1日
     　１Ｆ
     045-517-1918  (045-517-1918)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  688063,009.5 かわしま歯科医院 〒240-0052 （歯訪診）第3480号        平成30年 1月17日
     保歯3009 横浜市保土ケ谷区西谷町９０７ （歯ＣＡＤ）第126902号    平成30年 1月17日
     045-371-2476  (045-371-3177) （ＧＴＲ）第516号         平成30年 1月17日
     （補管）第7800号          平成30年 1月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689064,230.6 湯川歯科クリニック 〒240-0011 （外来環）第230号         平成20年 9月 1日
     保歯230 横浜市保土ケ谷区桜ヶ丘２－２８ （歯地連）第234号         平成18年 4月 1日
     －２８ （歯ＣＡＤ）第126852号    平成30年 3月 1日
     045-337-6480  （補管）第509号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40574号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690064,232.2 あなん歯科医院 〒240-0006 （補管）第493号           平成 8年 4月 1日
     保歯232 横浜市保土ケ谷区星川１－７－２
     ３横浜クオーレ星川２０２
     045-332-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691064,235.5 三須歯科医院 〒240-0065 （外来環）第883号         平成28年 8月 1日
     保歯235 横浜市保土ケ谷区和田１－１３－ （医管）第1916号          平成28年 8月 1日
     ２０ （か強診）第277号         平成28年 9月 1日
     045-331-0637  （歯訪診）第2071号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2590号      平成28年 6月 1日
     （補管）第3656号          平成 9年 4月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692064,236.3 そえだ歯科くりにっく〒240-0052 （補管）第4449号          平成 9年 4月 1日
     保歯236 横浜市保土ケ谷区西谷町１０８０
     045-371-0900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693064,238.9 医療法人社団　星陵会〒240-0023 （外来環）第744号         平成28年 4月 1日
     保歯238 　保土ケ谷駅ビル歯科横浜市保土ケ谷区岩井町１－７ア （医管）第2194号          平成30年 1月 1日
     ーバン２Ｆ （か強診）第606号         平成30年 1月 1日
     045-337-1512  (045-337-1512) （歯援診）第801号         平成30年 2月 1日
     （在歯管）第364号         平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1313号      平成26年12月 1日
     （補管）第497号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694064,242.1 山本デンタルクリニッ〒240-0043 （外来環）第307号         平成21年 2月 1日
     保歯242 ク 横浜市保土ケ谷区坂本町１２８－ （歯援診）第752号         平成29年 7月 1日
     ２０パレクレール・ヒロタ１Ｆ （歯地連）第235号         平成18年 4月 1日
     045-331-9288  (045-331-8905) （歯リハ２）第19号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第538号       平成26年 6月 1日
     （補管）第3863号          平成10年 8月 1日
     （１７５）第1447号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  695064,244.7 にった歯科 〒240-0031 （歯地連）第420号         平成20年 4月 1日
     保歯244 横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘１－９ （歯訪診）第2503号        平成29年 3月 1日
     －１５ （歯ＣＡＤ）第1517号      平成27年 2月 1日
     045-351-2243  （ＧＴＲ）第33号          平成20年 4月 1日
     （補管）第3839号          平成10年 5月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696064,246.2 医療法人社団星会　苅〒240-0042 （歯地連）第236号         平成18年 4月 1日
     保歯246 部歯科・矯正歯科 横浜市保土ケ谷区上星川２－１７ （歯訪診）第3417号        平成29年11月 1日
     －１２ （歯ＣＡＤ）第539号       平成26年 6月 1日
     045-381-0921  (045-381-1032) （補管）第4450号          平成10年 6月 1日
     （矯診）第215号           平成26年 3月 1日
     （顎診）第161号           平成26年 3月 1日
     （１７５）第1449号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697064,248.8 ゆうデンタルオフィス〒240-0064 （手顕微加）第130号       平成28年 6月 1日
     保歯248 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１１ （補管）第3974号          平成11年 4月 1日
     ３－１
     045-331-1182  (045-331-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698064,249.6 ひかり歯科医院 〒240-0013 （歯ＣＡＤ）第979号       平成26年 9月 1日
     保歯249 横浜市保土ケ谷区帷子町２－１０ （補管）第4050号          平成11年 8月 1日
     ６－４アニヴァーサルパレス保土
     ケ谷１０２
     045-348-1582  (045-348-1583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699064,251.2 武本歯科クリニック 〒240-0003 （補管）第4070号          平成11年10月 1日
     保歯251 横浜市保土ケ谷区天王町１－２８
     －３
     045-333-0102  (045-333-0102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700064,252.0 ミナト歯科クリニック〒240-0013 （歯ＣＡＤ）第2391号      平成28年 4月 1日
     保歯252 横浜市保土ケ谷区帷子町２－５６ （補管）第4237号          平成12年 7月 1日
     ケントパレス北川１Ｆ
     045-348-8901  (045-348-8901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701064,253.8 医療法人社団　霞会　〒240-0003 （歯地連）第239号         平成18年 4月 1日
     保歯253 佐藤歯科医院 横浜市保土ケ谷区天王町１－９－ （補管）第472号           平成12年 6月22日
     １中川ビル２Ｆ－２０２ （１７５）第2858号        平成14年 6月 1日
     045-333-3738  (045-332-8840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702064,254.6 篠原歯科医院 〒240-0022 （歯訪診）第3106号        平成29年 4月 1日
     保歯254 横浜市保土ケ谷区西久保町１－４ （歯ＣＡＤ）第1612号      平成27年 3月 1日
     　２号１１９ （補管）第4309号          平成12年12月15日
     045-331-4171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  703064,256.1 上星川歯科医院 〒240-0042 （歯地連）第241号         平成18年 4月 1日
     保歯256 横浜市保土ケ谷区上星川３－２－ （歯訪診）第3456号        平成30年 2月 1日
     ２１上星川ＩＤビル２Ｆ （補管）第4545号          平成13年11月 1日
     045-382-4184  (045-382-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704064,257.9 ながい歯科クリニック〒240-0004 （補管）第4650号          平成14年 4月 1日
     保歯257 横浜市保土ケ谷区岩間町１－１－
     ９矢島ビル２０２
     045-333-0418  (045-333-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705064,258.7 天王町歯科クリニック〒240-0003 （歯ＣＡＤ）第2432号      平成28年 4月 1日
     保歯258 横浜市保土ケ谷区天王町２－４２ （補管）第4755号          平成14年 4月15日
     －２　３号棟１０１号　
     045-336-0703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706064,261.1 すみれ歯科医院 〒240-0023 （補管）第4876号          平成14年 9月 1日
     保歯261 横浜市保土ケ谷区岩井町７９－２
     045-716-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707064,262.9 井坂矯正歯科 〒240-0013
     保歯262 横浜市保土ケ谷区帷子町２－４７
     －２第一斉藤ビル４Ｆ
     045-334-0087  (045-348-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708064,264.5 てらだ歯科医院 〒240-0003 （歯地連）第243号         平成18年 4月 1日
     保歯264 横浜市保土ケ谷区天王町１－３３ （歯ＣＡＤ）第126229号    平成28年11月 1日
     －１７ （ＧＴＲ）第131号         平成20年 4月 1日
     045-333-8204  (045-333-8204) （補管）第4946号          平成15年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709064,267.8 なかむら歯科医院 〒240-0067 （歯訪診）第2709号        平成29年 3月 1日
     保歯267 横浜市保土ケ谷区常盤台５８－１ （歯ＣＡＤ）第126773号    平成30年 1月 1日
     045-341-5677  (045-341-5677) （補管）第5017号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710064,268.6 保土ケ谷小柳歯科クリ〒240-0016 （か強診）第546号         平成29年 7月 1日
     保歯268 ニック 横浜市保土ケ谷区初音ケ丘４３－ （歯地連）第411号         平成18年 4月 1日
     １７ （歯訪診）第2279号        平成29年 1月 1日
     045-336-4618  (045-336-3718) （歯ＣＡＤ）第126523号    平成29年 7月 1日
     （補管）第4587号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711064,269.4 若桜歯科医院 〒240-0025 （補管）第531号           平成15年11月 1日
     保歯269 横浜市保土ケ谷区狩場町４５４－
     ５０
     045-731-5396  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  712064,271.0 アップル歯科 〒240-0023 （補管）第5138号          平成16年 4月15日
     保歯271 横浜市保土ケ谷区岩井町４サンク
     レージュ保土ケ谷駅前ビル２Ｆ
     045-742-8210  (045-742-8210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713064,272.8 野本歯科医院 〒240-0011 （歯訪診）第3188号        平成29年 4月 1日
     保歯272 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１－５－ （歯ＣＡＤ）第2643号      平成28年 7月 1日
     １５ （補管）第534号           平成16年 5月22日
     045-331-2815  (045-331-2815) （１７５）第1426号        平成16年 5月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714064,274.4 美立橋たんじ歯科医院〒240-0035 （歯ＣＡＤ）第1189号      平成26年11月 1日
     保歯274 横浜市保土ケ谷区今井町７８４－ （補管）第5185号          平成16年 7月15日
     １
     045-351-7648  (045-351-7648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715064,275.1 わかばデンタルクリニ〒240-0025 （歯訪診）第2164号        平成28年10月 1日
     保歯275 ック 横浜市保土ケ谷区狩場町１６５－ （歯ＣＡＤ）第1314号      平成26年12月 1日
     １１グリーンヒルズＧ２０２ （補管）第5226号          平成16年11月 1日
     045-741-1737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716064,276.9 古町橋こども歯科クリ〒240-0003 （補管）第5309号          平成17年 5月 1日
     保歯276 ニック 横浜市保土ケ谷区天王町２－４４
     －４６
     045-333-4182  (045-333-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717064,278.5 足立歯科 〒240-0013 （補管）第474号           平成18年 3月28日
     保歯278 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１６
     045-331-3139  (045-331-3179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718064,279.3 やまもと歯科クリニッ〒240-0003 （歯リハ２）第168号       平成26年 5月 1日
     保歯279 ク 横浜市保土ケ谷区天王町１－１７ （歯ＣＡＤ）第541号       平成26年 5月 1日
     －８ （補管）第6092号          平成22年 1月27日
     045-338-1182  (045-338-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719064,280.1 医療法人社団　ＳＭＩ〒240-0004 （外来環）第192号         平成20年 8月 1日
     保歯280 ＬＥ　ＬＩＦＥ　あき横浜市保土ケ谷区岩間町２－１０ （か強診）第141号         平成28年 5月 1日
     デンタルクリニック ０－９Ｗｉｎｇ　ＵＤＡＧＡＷＡ （歯援診）第50号          平成29年 4月 1日
     １０２号室 （歯地連）第240号         平成18年11月 1日
     045-340-0418  (045-340-1731) （在推進）第8号           平成26年 4月 1日
     （歯リハ２）第20号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2543号      平成28年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第34号          平成20年 4月 1日
     （補管）第4329号          平成18年11月 1日
     （１７５）第2609号        平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  720064,282.7 西谷デンタルクリニッ〒240-0052 （歯訪診）第70号          平成28年 4月 1日
     保歯282 ク 横浜市保土ケ谷区西谷町１０７３ （在推進）第92号          平成28年 4月 1日
     －８ （歯ＣＡＤ）第981号       平成26年 9月 1日
     045-211-5724  （補管）第5561号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721064,283.5 山田歯科クリニック 〒240-0006 （歯訪診）第71号          平成28年 4月 1日
     保歯283 横浜市保土ケ谷区星川２－１２－ （歯ＣＡＤ）第1423号      平成27年 1月 1日
     ７ （補管）第5627号          平成19年 6月15日
     045-335-7910  (045-335-7914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722064,284.3 ふるた歯科 〒240-0001 （外来環）第416号         平成24年 4月 1日
     保歯284 横浜市保土ケ谷区川辺町３イオン （医管）第1563号          平成24年 4月 1日
     天王町店１Ｆ （か強診）第124号         平成28年 5月 1日
     045-341-7776  (045-341-7776) （歯援診）第679号         平成29年 3月 1日
     （歯技工）第214号         平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第446号         平成28年 4月 1日
     （補管）第495号           平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723064,285.0 ひろき歯科 〒240-0004 （外来環）第1141号        平成29年 3月 1日
     保歯285 横浜市保土ケ谷区岩間町２－１０ （歯訪診）第2630号        平成29年 3月 1日
     ０－１エムエスビル１０２号 （歯ＣＡＤ）第1780号      平成27年 5月 1日
     045-342-8808  (045-342-8809) （補管）第5704号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724064,287.6 ちさと歯科医院 〒240-0044 （歯地連）第438号         平成22年 8月12日
     保歯287 横浜市保土ケ谷区仏向町１９５ （歯訪診）第3362号        平成29年 6月 1日
     045-331-6651  (045-336-9696) （歯リハ２）第204号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第721号       平成26年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第332号         平成22年 8月12日
     （補管）第6222号          平成22年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725064,288.4 松崎デンタルクリニッ〒240-0026 （補管）第5767号          平成20年 7月 1日
     保歯288 ク 横浜市保土ケ谷区権太坂２－２５
     －２　内海ビル２階
     045-715-4618  (045-715-4620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726064,289.2 レーン歯科 〒240-0013 （補管）第5780号          平成20年 8月15日
     保歯289 横浜市保土ケ谷区帷子町２－４７
     －２第一斉藤ビル３０１
     045-335-3748  (045-331-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727064,290.0 水口歯科 〒240-0012 （歯訪診）第2366号        平成29年 2月 1日
     保歯290 横浜市保土ケ谷区月見台４－１７ （歯リハ２）第169号       平成26年 5月 1日
     045-331-2694  (045-331-2620) （歯ＣＡＤ）第385号       平成26年 5月 1日
     （補管）第485号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  728064,292.6 しょうじ歯科 〒240-0052 （歯訪診）第2631号        平成29年 3月 1日
     保歯292 横浜市保土ケ谷区西谷町６７５－ （歯ＣＡＤ）第126372号    平成29年 3月 1日
     ３７ （補管）第5911号          平成21年 6月 1日
     045-371-7469  (045-371-7469)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729064,293.4 増田歯科医院 〒240-0006 （医管）第1871号          平成28年 7月 1日
     保歯293 横浜市保土ケ谷区星川２－１－１ （歯地連）第433号         平成22年 1月 1日
     ２ （歯訪診）第2769号        平成29年 4月 1日
     045-331-2321  (045-331-2321) （歯技工）第87号          平成22年 4月 1日
     （補管）第6061号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730064,294.2 スイート歯科クリニッ〒240-0033 （歯ＣＡＤ）第386号       平成26年 5月 1日
     保歯294 ク 横浜市保土ケ谷区境木本町６８－ （補管）第6051号          平成22年 2月 1日
     １
     045-828-1818  (045-828-1616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731064,296.7 手島歯科医院 〒240-0063 （医管）第2096号          平成29年 4月 1日
     保歯296 横浜市保土ケ谷区鎌谷町１０５－ （歯訪診）第2993号        平成29年 4月 1日
     ７ （歯ＣＡＤ）第126416号    平成29年 4月 1日
     045-341-6484  (045-341-6424) （補管）第6137号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732064,297.5 ワイズ歯科クリニック〒240-0006 （歯訪診）第3297号        平成29年 4月 1日
     保歯297 横浜市保土ケ谷区星川１－２５－ （補管）第6268号          平成23年 1月 1日
     ４　スマイル星川１Ｆ
     045-334-4183  (045-334-4180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733064,298.3 コフレ歯科診療所 〒240-0006 （歯訪診）第72号          平成28年 4月 1日
     保歯298 横浜市保土ケ谷区星川１－６－１ （歯ＣＡＤ）第126740号    平成30年 1月 1日
     １　コフレ横浜星川１Ｆ （補管）第6356号          平成23年 5月 1日
     045-332-0471  (045-332-0471)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734064,300.7 オーラルプラン歯科ク〒240-0042 （手顕微加）第179号       平成28年11月 1日
     保歯300 リニック 横浜市保土ケ谷区上星川２－５－ （う蝕無痛）第94号        平成24年 8月 1日
     １５ （歯ＣＡＤ）第387号       平成26年 5月 1日
     045-371-4418  (045-371-4418) （手術歯根）第42号        平成24年 8月 1日
     （補管）第6629号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735064,301.5 オリーブ歯科クリニッ〒240-0013 （補管）第6652号          平成24年10月 1日
     保歯301 ク 横浜市保土ケ谷区帷子町１－４２
     藤巻ビル　２０１
     045-337-0187  (045-337-0187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736064,302.3 つばさデンタルクリニ〒240-0052 （外来環）第1181号        平成29年 4月 1日
     保歯302 ック 横浜市保土ケ谷区西谷町６８８－ （医管）第1956号          平成28年 9月 1日
     ３鶴ビル１Ｆ （歯訪診）第2015号        平成28年 7月 1日
     045-373-8899  (045-373-8899) （歯ＣＡＤ）第982号       平成26年 9月 1日
     （補管）第6752号          平成25年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  737070,070.8 渡辺歯科医院 〒235-0045 （補管）第567号           平成 8年 4月 1日
     磯歯70 横浜市磯子区洋光台４－１８－１
     ４
     831-8841      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738070,084.9 強口歯科医院 〒235-0043 （外来環）第1365号        平成29年10月 1日
     磯歯84 横浜市磯子区氷取沢町１００５ （医管）第1901号          平成28年 7月 1日
     045-774-1400  （歯ＣＡＤ）第1677号      平成27年 4月 1日
     （補管）第562号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739070,085.6 小林歯科医院 〒235-0023 （補管）第596号           平成 8年 4月 1日
     磯歯85 横浜市磯子区森３－１４－３ （１７５）第1457号        平成14年 4月 1日
     045-753-2111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740070,086.4 藤原歯科医院 〒235-0033 （補管）第590号           平成15年 9月16日
     磯歯86 横浜市磯子区杉田１－１－１
     045-773-0418  (045-773-0419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741070,094.8 坂田歯科クリニック 〒235-0021 （補管）第577号           平成13年12月 6日
     磯歯94 横浜市磯子区岡村５－２０－１５ （１７５）第1459号        平成14年 4月 1日
     045-753-8257  (045-761-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742070,099.7 西公園歯科診療所 〒235-0045 （医管）第1782号          平成28年 4月 1日
     磯歯99 横浜市磯子区洋光台３－９－２２ （歯援診）第337号         平成28年 4月 1日
     045-831-2110  （在歯管）第92号          平成28年 4月 1日
     （在推進）第10号          平成26年 4月 1日
     （歯リハ２）第21号        平成26年 4月 1日
     （歯リハ２）第345号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第983号       平成26年 9月 1日
     （補管）第548号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1460号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743070,102.9 医療法人社団　伯翁会〒235-0045 （歯援診）第222号         平成29年 3月 1日
     磯歯102 　井上歯科医院 横浜市磯子区洋光台４－１－４－ （歯ＣＡＤ）第32号        平成26年 4月 1日
     １０１ （補管）第552号           平成 8年 4月 1日
     045-833-1640  (045-833-8946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744070,104.5 東内歯科クリニック 〒235-0045 （外来環）第1427号        平成30年 3月 1日
     磯歯104 横浜市磯子区洋光台３－１５－２ （歯訪診）第2020号        平成28年 7月 1日
     ４ （補管）第569号           平成 8年 4月 1日
     045-831-8100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745070,105.2 青木歯科医院 〒235-0016 （歯訪診）第2368号        平成29年 2月 1日
     磯歯105 横浜市磯子区磯子５－７－１プラ （歯ＣＡＤ）第126492号    平成29年 6月 1日
     ザレインボー２０３ （補管）第559号           平成 8年 4月 1日
     045-755-0211  （１７５）第1461号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  746070,108.6 浜歯科診療所 〒235-0033 （補管）第549号           平成 8年 4月 1日
     磯歯108 横浜市磯子区杉田３－３１－２９ （１７５）第1462号        平成14年 4月 1日
     045-775-0833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747070,114.4 セイヤ歯科クリニック〒235-0045 （歯訪診）第1862号        平成28年 5月 1日
     磯歯114 横浜市磯子区洋光台５－１－３５ （在推進）第11号          平成26年 4月 1日
     045-831-0061  （補管）第546号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748070,115.1 石井こどもの歯科 〒235-0012 （補管）第575号           平成 8年 4月 1日
     磯歯115 横浜市磯子区滝頭２－２３－１７
     045-751-3814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749070,116.9 サカモト歯科医院 〒235-0033 （外来環）第813号         平成28年 6月 1日
     磯歯116 横浜市磯子区杉田８－９－２ （医管）第269号           平成18年 4月 1日
     045-772-5151  （か強診）第618号         平成30年 1月 1日
     （歯訪診）第2770号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第863号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3443号          平成 8年 5月 1日
     （１７５）第1465号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750070,120.1 佐々木歯科医院 〒235-0023 （歯ＣＡＤ）第2138号      平成27年10月 1日
     磯歯120 横浜市磯子区森２－１９－１２ハ （補管）第556号           平成 8年 4月 1日
     イツリバーサイド２Ｆ （１７５）第1466号        平成14年 4月 1日
     045-752-3511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751070,121.9 羽田歯科医院 〒235-0023 （外来環）第388号         平成23年 6月 1日
     磯歯121 横浜市磯子区森１－１０－７ （か強診）第278号         平成28年 9月 1日
     045-753-7241  （歯援診）第148号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第542号       平成26年 4月 1日
     （補管）第570号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752070,124.3 曽根歯科医院 〒235-0021 （歯訪診）第2367号        平成29年 2月 1日
     磯歯124 横浜市磯子区岡村５－１３－９ （歯ＣＡＤ）第2209号      平成27年12月 1日
     045-753-3221  （補管）第600号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753070,125.0 千代田ビル歯科 〒235-0036 （補管）第574号           平成 8年 4月 1日
     磯歯125 横浜市磯子区中原１－３－２０　
     第２千代田ビル２Ｆ
     045-771-5716  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754070,129.2 アップル歯科医院 〒235-0045 （歯訪診）第2771号        平成29年 4月 1日
     磯歯129 横浜市磯子区洋光台１－１０－３ （歯ＣＡＤ）第1678号      平成27年 4月 1日
     ８ （補管）第591号           平成 8年 4月 1日
     045-833-8841  （１７５）第1468号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  755070,133.4 齋藤歯科医院 〒235-0033 （補管）第581号           平成 8年 4月 1日
     磯歯133 横浜市磯子区杉田６－５－２９
     045-773-6369  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756070,134.2 川平デンタルクリニッ〒235-0033 （歯援診）第356号         平成29年 4月 1日
     磯歯134 ク 横浜市磯子区杉田２－１－７ （在推進）第12号          平成26年 4月 1日
     045-771-1114  （補管）第582号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757070,135.9 医療法人社団　窪田矯〒235-0023
     磯歯135 正歯科診療所 横浜市磯子区森３－１７－３３フ
     ァミール屏風ヶ浦２Ｆ
     045-753-2371  (245-753-9192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758070,136.7 きたむら歯科医院 〒235-0045 （補管）第586号           平成 8年 4月 1日
     磯歯136 横浜市磯子区洋光台３－８－２０ （１７５）第1469号        平成14年 4月 1日
     045-833-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759070,138.3 千葉歯科 〒235-0008 （歯ＣＡＤ）第984号       平成26年 9月 1日
     磯歯138 横浜市磯子区原町９－９ （補管）第554号           平成11年 8月 1日
     045-751-8880  (045-751-8863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760070,141.7 医療法人社団　木原会〒235-0033 （外来環）第1305号        平成29年 7月 1日
     磯歯141 　木原歯科医院 横浜市磯子区杉田４－１－２新杉 （か強診）第585号         平成29年11月 1日
     田駅前ビル２階 （歯訪診）第2632号        平成29年 3月 1日
     045-774-2883  (045-774-2884) （在推進）第112号         平成28年 8月 1日
     （歯技工）第100号         平成22年 4月 1日
     （補管）第593号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40103号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761070,142.5 玉置歯科医院 〒235-0024 （補管）第3470号          平成 8年 6月 1日
     磯歯142 横浜市磯子区森が丘２－２－１０
     045-846-2773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762070,143.3 医療法人社団　永田歯〒235-0023 （外来環）第1242号        平成29年 5月 1日
     磯歯143 科医院 横浜市磯子区森２－２６－１８シ （医管）第2129号          平成29年 5月 1日
     ンコウ２ビル　１Ｆ （か強診）第410号         平成29年 3月 1日
     045-752-3467  (045-752-3468) （歯訪診）第2021号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1424号      平成27年 1月 1日
     （補管）第6215号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763070,145.8 高橋歯科クリニック 〒235-0016 （歯ＣＡＤ）第1679号      平成27年 4月 1日
     磯歯145 横浜市磯子区磯子２－１９－３７ （補管）第599号           平成 8年 4月 1日
     ライオンズマンション磯子第３１
     ０１号
     045-754-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  764070,147.4 皆川歯科医院 〒235-0033 （歯ＣＡＤ）第1614号      平成27年 3月 1日
     磯歯147 横浜市磯子区杉田１－１５－２７ （補管）第550号           平成 8年 4月 1日
     045-776-2838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765070,154.0 石井歯科医院 〒235-0012 （補管）第580号           平成 8年 4月 1日
     磯歯154 横浜市磯子区滝頭２－２２－１１
     045-751-3834  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766073,001.0 医療法人社団友生会　〒235-0016 （歯訪診）第3108号        平成29年 4月 1日
     磯歯3001 Ｂｒｉｌｌｉａ　Ｃｉ横浜市磯子区磯子３－１３－Ｋ　 （歯ＣＡＤ）第865号       平成26年 8月 1日
     ｔｙ　横浜磯子　友生１Ｆクリニックモール４ （補管）第7021号          平成26年 8月 1日
     歯科医院 045-761-1181  (045-761-1171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767073,002.8 武内歯科医院 〒235-0023 （外来環）第738号         平成28年 3月 1日
     磯歯3002 横浜市磯子区森１－１１－４パシ （医管）第1910号          平成28年 7月 1日
     フィック磯子マンション１０１ （か強診）第365号         平成29年 1月 1日
     045-761-2300  (045-752-4355) （歯援診）第393号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第376号       平成28年 7月 1日
     （手顕微加）第190号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1615号      平成27年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第420号         平成26年12月 1日
     （根切顕微）第155号       平成29年 1月 1日
     （補管）第7118号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768073,003.6 スターボードオーラル〒235-0032 （歯訪診）第2994号        平成29年 4月 1日
     磯歯3003 クリニック 横浜市磯子区新杉田町８－８　ハ （歯ＣＡＤ）第2253号      平成28年 1月 1日
     マシップモールＡ３０１ （補管）第7319号          平成28年 1月 1日
     045-775-0181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769073,004.4 さいとう歯科医院 〒235-0015 （外来環）第1419号        平成30年 2月 1日
     磯歯3004 横浜市磯子区久木町２４－４ （医管）第2218号          平成30年 3月 1日
     045-751-7461  (045-349-7663) （か強診）第656号         平成30年 3月 1日
     （在歯管）第377号         平成30年 3月 1日
     （歯訪診）第2022号        平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第446号       平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2644号      平成28年 7月 1日
     （補管）第7469号          平成28年 6月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770073,005.1 すぎた矯正・小児歯科〒235-0036 （歯リハ２）第403号       平成29年 1月 1日
     磯歯3005 横浜市磯子区中原４－２５－１１ （う蝕無痛）第172号       平成29年 1月 1日
     　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126348号    平成29年 1月 1日
     045-769-2228  （手術歯根）第106号       平成29年 1月 1日
     （補管）第7576号          平成29年 1月 1日
     （矯診）第236号           平成29年 1月 1日
     （顎診）第171号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  771073,006.9 ゆうりデンタルクリニ〒235-0042 （歯訪診）第3399号        平成29年 9月 1日
     磯歯3006 ック 横浜市磯子区上中里町６９２－１ （歯ＣＡＤ）第126534号    平成29年 7月 1日
     　アンバサダー洋光台Ａ （補管）第7678号          平成29年 7月 1日
     045-353-9119  (045-353-9119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772073,007.7 飯塚歯科 〒235-0036 （歯援診）第787号         平成29年12月 1日
     磯歯3007 横浜市磯子区中原１－２－３　飯 （在推進）第142号         平成30年 2月 1日
     塚磯子ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126628号    平成29年10月 1日
     045-753-3200  (045-753-9500) （補管）第7716号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773073,008.5 共立歯科医院 〒235-0033 （歯ＣＡＤ）第126670号    平成29年10月 1日
     磯歯3008 横浜市磯子区杉田３－９－７ （補管）第7736号          平成29年10月 1日
     045-771-5304  (045-771-5304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774073,009.3 磯子歯科クリニック 〒235-0016 （外来環）第1421号        平成30年 2月 1日
     磯歯3009 横浜市磯子区磯子３－３－２１　 （歯訪診）第3451号        平成30年 1月 1日
     江戸徳ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126778号    平成30年 1月 1日
     045-353-8023  (045-353-8026) （補管）第7760号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775074,156.1 うら歯科医院 〒235-0041 （歯訪診）第2772号        平成29年 4月 1日
     磯歯156 横浜市磯子区栗木２－２－２８伊 （歯ＣＡＤ）第543号       平成26年 4月 1日
     沢ビル１０２号，１０３号 （補管）第4333号          平成12年 4月 1日
     045-776-1322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776074,157.9 サン歯科クリニック 〒235-0045 （歯訪診）第73号          平成28年 4月 1日
     磯歯157 横浜市磯子区洋光台３－２２－２ （歯ＣＡＤ）第2392号      平成28年 4月 1日
     １メゾンドエイシン１０３号 （補管）第3580号          平成 8年10月 1日
     045-831-7818  （１７５）第1470号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777074,159.5 村瀬歯科医院 〒235-0045 （外来環）第1284号        平成29年 7月 1日
     磯歯159 横浜市磯子区洋光台６－１－１フ （医管）第2146号          平成29年 7月 1日
     ァミリーコアビル２Ｆ （か強診）第603号         平成30年 1月 1日
     045-831-5088  （歯援診）第410号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第340号         平成29年 7月 1日
     （在推進）第136号         平成29年10月 1日
     （歯リハ２）第298号       平成27年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第110号       平成26年 4月 1日
     （補管）第3936号          平成11年 1月 7日
     （１７５）第1471号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778074,162.9 秋月歯科医院 〒235-0012
     磯歯162 横浜市磯子区滝頭２－１２－２
     045-754-8998  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  779074,163.7 アサミ歯科クリニック〒235-0016 （歯ＣＡＤ）第126807号    平成30年 2月 1日
     磯歯163 横浜市磯子区磯子２－９－１６ナ （補管）第3976号          平成11年 4月19日
     イスアーバン磯子１０１
     045-752-5011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780074,164.5 杉田歯科クリニック 〒235-0036 （補管）第3995号          平成11年 5月 1日
     磯歯164 横浜市磯子区中原４－２６－２７
     ライオンズステーションプラザ杉
     田２０２
     045-774-0461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781074,165.2 さとう歯科医院 〒235-0045 （補管）第4024号          平成11年 6月 1日
     磯歯165 横浜市磯子区洋光台３－１－１シ （１７５）第1472号        平成14年 4月 1日
     ョップ２７－２Ｆ
     045-833-0660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782074,166.0 医療法人社団　光和会〒235-0011 （歯訪診）第2504号        平成29年 3月 1日
     磯歯166 　丸山台歯科医院 横浜市磯子区丸山１－２０－１１ （歯ＣＡＤ）第722号       平成26年 7月 1日
     045-754-6655  (045-754-6656) （補管）第588号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783074,167.8 林歯科医院 〒235-0011 （外来環）第884号         平成28年 8月 1日
     磯歯167 横浜市磯子区丸山２－７－５ （医管）第270号           平成18年 4月 1日
     045-753-7796  （か強診）第264号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第100号         平成29年 3月 1日
     （歯地連）第245号         平成18年 4月 1日
     （在推進）第44号          平成26年 5月 1日
     （歯リハ２）第170号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第389号       平成26年 5月 1日
     （補管）第4040号          平成11年 7月 1日
     （１７５）第2891号        平成14年 7月 1日
     （酸単）第40104号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784074,168.6 神保歯科医院 〒235-0005 （歯訪診）第2280号        平成29年 1月 1日
     磯歯168 横浜市磯子区東町９－２ＡＳビル （歯ＣＡＤ）第126608号    平成29年10月 1日
     ２Ｆ （補管）第597号           平成11年 7月 1日
     045-752-6868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785074,169.4 鈴木歯科クリニック 〒235-0034 （外来環）第472号         平成25年 4月 1日
     磯歯169 横浜市磯子区杉田坪呑２－３－１ （歯リハ２）第22号        平成26年 4月 1日
     ０６ （歯ＣＡＤ）第247号       平成26年 4月 1日
     045-770-5880  (045-770-5880) （補管）第4216号          平成12年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786074,171.0 木村歯科医院 〒235-0045 （外来環）第453号         平成24年12月 1日
     磯歯171 横浜市磯子区洋光台１－２－５ （医管）第2162号          平成29年 8月 1日
     045-833-2216  （歯訪診）第2072号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第866号       平成26年 8月 1日
     （補管）第571号           平成12年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  787074,172.8 医療法人社団　友生会〒235-0016 （歯訪診）第3109号        平成29年 4月 1日
     磯歯172 　山口歯科医院 横浜市磯子区磯子３－６－１－１ （歯ＣＡＤ）第867号       平成26年 8月 1日
     ０３ （補管）第4422号          平成13年 4月 1日
     045-755-1181  (045-755-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788074,174.4 医療法人社団　友生会〒235-0016 （歯訪診）第3110号        平成29年 4月 1日
     磯歯174 　友生歯科医院 横浜市磯子区磯子３－１２－１２ （歯ＣＡＤ）第868号       平成26年 8月 1日
     －１０１ （補管）第4377号          平成13年 4月 1日
     045-755-1181  (045-754-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789074,175.1 洋光台矯正歯科 〒235-0045 （矯診）第136号           平成22年 4月 1日
     磯歯175 横浜市磯子区洋光台３－１－１８ （顎診）第139号           平成20年11月 1日
     045-834-0112  (045-834-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790074,177.7 そらまめ歯科クリニッ〒235-0045 （歯ＣＡＤ）第723号       平成26年 7月 1日
     磯歯177 ク 横浜市磯子区洋光台３－１２－１ （補管）第4584号          平成14年 2月 1日
     ９ロザンヌ洋光台２Ｆ
     045-830-6575  (045-830-6576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791074,178.5 王歯科医院 〒235-0012 （歯ＣＡＤ）第724号       平成26年 7月 1日
     磯歯178 横浜市磯子区滝頭３－５－２１ （補管）第4771号          平成14年 5月 1日
     045-755-2118  (045-755-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792074,179.3 太陽歯科 〒235-0045 （歯ＣＡＤ）第92号        平成26年 4月 1日
     磯歯179 横浜市磯子区洋光台６－１－１０ （補管）第4887号          平成14年10月 1日
     045-835-6480  (045-835-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793074,180.1 コムロ歯科医院 〒235-0023 （歯ＣＡＤ）第248号       平成26年 4月 1日
     磯歯180 横浜市磯子区森３－４－１ （補管）第4917号          平成14年12月 1日
     045-753-8020  (045-753-8020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794074,182.7 あんじょう歯科医院 〒235-0033 （補管）第4259号          平成14年12月 1日
     磯歯182 横浜市磯子区杉田２－１－４
     045-772-8211  (045-772-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795074,185.0 ほし歯科医院 〒235-0033 （外来環）第469号         平成25年 3月 1日
     磯歯185 横浜市磯子区杉田５－２４－４１ （歯訪診）第3189号        平成29年 4月 1日
     045-772-4226  (045-772-4226) （手顕微加）第217号       平成29年 4月 1日
     （根切顕微）第186号       平成29年 4月 1日
     （補管）第5037号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796074,188.4 屏風ケ浦歯科医院 〒235-0023 （歯ＣＡＤ）第126262号    平成28年12月 1日
     磯歯188 横浜市磯子区森３－１７－３３－ （補管）第544号           平成15年11月 1日
     ２Ｆ
     045-753-2531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  797074,189.2 木下歯科クリニック 〒235-0023 （補管）第5107号          平成16年 2月15日
     磯歯189 横浜市磯子区森５－１６－１５マ
     ルハチビル１００号
     045-761-5622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798074,194.2 根岸駅前歯科 〒235-0007 （補管）第5220号          平成16年10月15日
     磯歯194 横浜市磯子区西町１５－７ミオカ
     ステーロ横浜根岸２Ｆ
     045-753-1147  (045-753-1147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799074,195.9 デンタルライフクリニ〒235-0005 （ＧＴＲ）第313号         平成22年 4月 1日
     磯歯195 ック 横浜市磯子区東町１０－４ベイハ （補管）第5270号          平成17年 3月 1日
     ウス１Ｆ
     045-750-0182  (045-750-0184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800074,197.5 医療法人社団　翔舞会〒235-0036 （外来環）第1142号        平成29年 3月 1日
     磯歯197 　エムズ歯科クリニッ横浜市磯子区中原３－５－２２ス （医管）第2075号          平成29年 3月 1日
     ク磯子 リーハイツ１０１ （か強診）第439号         平成29年 3月 1日
     045-769-2866  (045-769-2869) （歯援診）第594号         平成28年12月 1日
     （在歯管）第294号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第23号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第251号       平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第249号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第234号         平成28年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第464号         平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第222号       平成29年12月 1日
     （補管）第5219号          平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801074,198.3 河内歯科 〒235-0033 （歯ＣＡＤ）第2254号      平成28年 1月 1日
     磯歯198 横浜市磯子区杉田５－７－７ライ （補管）第5372号          平成17年10月 1日
     フコート杉田１０２
     045-772-4404  (045-772-4414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802074,199.1 松井歯科医院 〒235-0033 （補管）第602号           平成18年 8月14日
     磯歯199 横浜市磯子区杉田１－１７－１プ
     ララ杉田３Ｆ
     045-771-7715  (045-775-2433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803074,200.7 汐見台歯科 〒235-0016 （歯ＣＡＤ）第126524号    平成29年 7月 1日
     磯歯200 横浜市磯子区磯子６－４０－３ラ （補管）第5030号          平成18年 9月 1日
     イオンズマンション磯子山王台１
     Ｆ
     045-752-4618  (045-752-3029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  804074,201.5 かもめ歯科医院 〒235-0011 （歯ＣＡＤ）第118号       平成26年 4月 1日
     磯歯201 横浜市磯子区丸山１－５－７ヴィ （補管）第5524号          平成18年10月 1日
     ラ・デル・ソーレ圓山２Ｆ
     045-754-6480  (045-754-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805074,202.3 平野歯科医院 〒235-0033 （歯ＣＡＤ）第545号       平成26年 6月 1日
     磯歯202 横浜市磯子区杉田１－２０－２１ （補管）第551号           平成19年 1月12日
     045-772-0895  (045-772-0895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806074,203.1 高道歯科医院 〒235-0045 （う蝕無痛）第111号       平成26年 4月 1日
     磯歯203 横浜市磯子区洋光台３－１０第２ （歯ＣＡＤ）第2210号      平成27年12月 1日
     金子ビル２階 （補管）第592号           平成19年 5月 1日
     045-833-3178  (045-833-3145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807074,204.9 洋光台駅前歯科医院 〒235-0045 （外来環）第640号         平成27年 5月 1日
     磯歯204 横浜市磯子区洋光台３－１３－４ （医管）第2025号          平成29年 1月 1日
     －１０５ （か強診）第583号         平成29年11月 1日
     045-835-0205  (045-835-0205) （歯訪診）第3111号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2545号      平成28年 5月 1日
     （補管）第5702号          平成19年12月15日
     （酸単）第40105号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808074,205.6 水上歯科医院 〒235-0011 （補管）第587号           平成20年 1月 1日
     磯歯205 横浜市磯子区丸山２－２０－１６
     －１０６号
     045-754-3180  (045-754-3180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809074,206.4 稲葉こどもおとな歯科〒235-0005 （歯訪診）第3112号        平成29年 4月 1日
     磯歯206 横浜市磯子区東町１５－３２　モ （歯ＣＡＤ）第126802号    平成30年 2月 1日
     ンビル２０５ （補管）第5741号          平成20年 4月 1日
     045-753-1180  (045-753-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810074,207.2 やまざき歯科医院 〒235-0023 （外来環）第814号         平成28年 6月 1日
     磯歯207 横浜市磯子区森１－７－１０トワ （医管）第1829号          平成28年 6月 1日
     イシア横濱磯子３Ｆ （歯訪診）第3271号        平成29年 4月 1日
     045-753-8081  （在推進）第130号         平成29年 5月 1日
     （手顕微加）第131号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2591号      平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第96号        平成28年 6月 1日
     （補管）第6062号          平成21年12月16日
     （酸単）第40106号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811074,208.0 さくら歯科クリニック〒235-0045 （歯訪診）第2369号        平成29年 2月 1日
     磯歯208 横浜市磯子区洋光台３－１３－１ （歯ＣＡＤ）第16号        平成26年 4月 1日
     ピーコックストア洋光台店２Ｆ （補管）第5811号          平成20年12月 1日
     045-835-1008  (045-835-1008)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  812074,209.8 杉田駅前歯科クリニッ〒235-0033 （補管）第5828号          平成20年12月 1日
     磯歯209 ク 横浜市磯子区杉田１－１６－７馬
     渕ビル２階
     045-775-4186  (045-775-4176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813074,210.6 金子歯科医院 〒235-0045 （補管）第5837号          平成21年 1月 1日
     磯歯210 横浜市磯子区洋光台１－１３－３
     ８
     045-831-3210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814074,211.4 あらい歯科クリニック〒235-0022 （歯訪診）第3190号        平成29年 4月 1日
     磯歯211 横浜市磯子区汐見台１－６－１ （歯ＣＡＤ）第126150号    平成28年 9月 1日
     045-750-0880  (045-750-0881) （補管）第5912号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815074,212.2 成宮歯科医院 〒235-0007 （歯ＣＡＤ）第869号       平成26年 8月 1日
     磯歯212 横浜市磯子区西町１３－２１ （補管）第6035号          平成22年 1月 1日
     045-753-5164  (045-753-5164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816074,213.0 ガーデン歯科クリニッ〒235-0035 （補管）第6010号          平成21年11月 1日
     磯歯213 ク 横浜市磯子区田中１－２６－１０
     山口ビル１０２
     045-770-0081  (045-770-5583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817074,214.8 わかまつ歯科 〒235-0003 （外来環）第885号         平成28年 8月 1日
     磯歯214 横浜市磯子区坂下町９－８リバー （医管）第1957号          平成28年 9月 1日
     ハイツ坂下１Ｆ （か強診）第150号         平成28年 6月 1日
     045-751-7820  (045-751-7830) （歯援診）第448号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第167号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第75号          平成28年 4月 1日
     （咀嚼機能）第1号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2592号      平成28年 6月 1日
     （歯技工）第64号          平成22年 4月 1日
     （補管）第6075号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818074,216.3 三宅歯科医院 〒235-0016 （外来環）第739号         平成28年 3月 1日
     磯歯216 横浜市磯子区磯子２－１４－９ （か強診）第279号         平成28年 9月 1日
     045-752-5588  (045-753-5295) （歯援診）第414号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第271号         平成29年 2月 1日
     （歯地連）第473号         平成28年 6月 1日
     （在推進）第79号          平成27年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2032号      平成27年 8月 1日
     （補管）第6257号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819074,217.1 山口デンタルオフィス〒235-0033 （歯訪診）第2773号        平成29年 4月 1日
     磯歯217 横浜市磯子区杉田１－９－１０　 （補管）第6311号          平成23年 4月 1日
     ヤオミチビル　１Ｆ
     045-773-4612  (045-370-7020)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  820074,218.9 川田歯科医院 〒235-0011 （歯訪診）第3472号        平成30年 3月 1日
     磯歯218 横浜市磯子区丸山２－３－１５ （歯ＣＡＤ）第126697号    平成29年12月 1日
     045-751-2595  (045-751-1794) （補管）第6530号          平成24年 1月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821074,219.7 江間歯科医院 〒235-0036 （歯ＣＡＤ）第1781号      平成27年 5月 1日
     磯歯219 横浜市磯子区中原４－２６－７ （補管）第6706号          平成24年12月 1日
     045-773-1182  (045-773-4484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822074,220.5 森歯科医院 〒235-0033 （補管）第6764号          平成25年 4月 1日
     磯歯220 横浜市磯子区杉田２－５－７レク
     ハイム杉田１Ｆ
     045-771-3755  (045-771-3755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823074,221.3 丸山歯科医院 〒235-0023 （歯ＣＡＤ）第2593号      平成28年 5月 1日
     磯歯221 横浜市磯子区森１－７－３磯子セ （補管）第6771号          平成25年 5月 1日
     ンターハイツ２Ｆ２０５　
     045-761-0215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824080,003.7 医療法人麗歯会　加藤〒236-0014 （外来環）第51号          平成20年 5月 1日
     金歯3 歯科医院 横浜市金沢区寺前２－２－２５ （医管）第1791号          平成28年 5月 1日
     045-701-9369  （か強診）第151号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第530号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第190号         平成28年 7月 1日
     （歯地連）第467号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第965号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第180号         平成24年 4月 1日
     （補管）第617号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1474号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825080,028.4 医療法人麗歯会　ユニ〒236-0021 （歯訪診）第2505号        平成29年 3月 1日
     金歯28 オンセンター歯科室 横浜市金沢区泥亀２－５－１－１ （歯ＣＡＤ）第126230号    平成28年11月 1日
     ００ （補管）第616号           平成 8年 4月 1日
     045-782-0054  (045-782-0051) （１７５）第2613号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826080,034.2 後藤歯科医院 〒236-0026 （補管）第651号           平成 8年 4月 1日
     金歯34 横浜市金沢区柳町３－６
     045-782-1682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827080,037.5 浅羽歯科医院 〒236-0026 （補管）第632号           平成 8年 4月 1日
     金歯37 横浜市金沢区柳町１５－９ （１７５）第1479号        平成14年 4月 1日
     045-701-0145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  828080,046.6 関口歯科医院 〒236-0027 （外来環）第367号         平成22年 5月 1日
     金歯46 横浜市金沢区瀬戸２３－１７ （医管）第1623号          平成27年 6月 1日
     045-783-3939  （歯地連）第465号         平成27年 6月 1日
     （歯訪診）第2506号        平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第171号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1680号      平成27年 4月 1日
     （歯技工）第3号           平成22年 4月 1日
     （補管）第6357号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829080,048.2 北條歯科医院 〒236-0053 （外来環）第1429号        平成30年 3月 1日
     金歯48 横浜市金沢区能見台通１－６能見 （医管）第2210号          平成30年 3月 1日
     台シマヤ第２ビル３Ｆ （か強診）第634号         平成30年 3月 1日
     045-784-2360  （歯援診）第805号         平成30年 3月 1日
     （在歯管）第373号         平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126792号    平成30年 2月 1日
     （補管）第606号           平成 8年10月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830080,050.8 西野歯科医院 〒236-0028 （補管）第638号           平成 8年 4月 1日
     金歯50 横浜市金沢区洲崎町５－５
     045-701-0459  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831080,052.4 大田医院歯科 〒236-0014 （補管）第621号           平成 8年 4月 1日
     金歯52 横浜市金沢区寺前１－１６－８ （１７５）第1482号        平成14年 4月 1日
     045-781-8576  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832080,053.2 伊沢歯科医院 〒236-0033 （補管）第3471号          平成 8年 6月 1日
     金歯53 横浜市金沢区東朝比奈２－２－３ （酸単）第40436号         平成29年 4月 1日
     ２サニークレスト湘南八景Ⅲ
     045-784-3323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833080,058.1 田中歯科医院 〒236-0053 （歯ＣＡＤ）第126810号    平成30年 2月 1日
     金歯58 横浜市金沢区能見台通８－２５ （補管）第4724号          平成14年 4月 1日
     782-2694      （１７５）第1484号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834080,059.9 オノ歯科医院 〒236-0027 （補管）第626号           平成 8年 4月 1日
     金歯59 横浜市金沢区瀬戸１０－１ （矯診）第150号           平成22年 4月 1日
     045-782-0885  （酸単）第40107号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835080,065.6 江口歯科医院 〒236-0038 （補管）第619号           平成 8年 4月 1日
     金歯65 横浜市金沢区六浦南２－３－３６ （１７５）第1487号        平成14年 4月 1日
     045-783-7411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836080,066.4 笠原歯科医院 〒236-0037 （補管）第629号           平成 8年 4月 1日
     金歯66 横浜市金沢区六浦東３－１４－２ （１７５）第1488号        平成14年 4月 1日
     ７
     045-782-4500  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  837080,068.0 医療法人社団潤歯会　〒236-0031 （外来環）第53号          平成20年 4月 1日
     金歯68 小花歯科医院 横浜市金沢区六浦４－１１－３０ （補管）第611号           平成 8年 4月 1日
     045-701-9528  (045-701-5961) （１７５）第1490号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838080,071.4 佐藤歯科 〒236-0052 （補管）第620号           平成 8年 4月 1日
     金歯71 横浜市金沢区富岡西２－３－５ （１７５）第2614号        平成14年 5月 1日
     045-774-0963  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839080,074.8 ケイジン歯科医院 〒236-0005 （補管）第630号           平成 8年 4月 1日
     金歯74 横浜市金沢区並木１－１７ （１７５）第1493号        平成14年 4月 1日
     774-0767      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840080,080.5 せがさき歯科医院 〒236-0037 （歯訪診）第3315号        平成29年 5月 1日
     金歯80 横浜市金沢区六浦東２－３－３６ （歯ＣＡＤ）第1057号      平成26年10月 1日
     045-782-2132  （補管）第3519号          平成 8年 7月 1日
     （酸単）第40108号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841080,084.7 内田歯科医院 〒236-0042 （補管）第628号           平成 8年 4月 1日
     金歯84 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－ （１７５）第1495号        平成14年 4月 1日
     ３０
     785-5811      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842080,086.2 ロイヤル歯科医院 〒236-0051 （歯ＣＡＤ）第126567号    平成29年 9月 1日
     金歯86 横浜市金沢区富岡東６－３２－６ （補管）第3424号          平成 8年 4月 1日
     045-774-3589  （１７５）第1496号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843080,087.0 たちばな歯科医院 〒236-0057 （補管）第3472号          平成 8年 6月 1日
     金歯87 横浜市金沢区能見台１－７－７ （１７５）第1497号        平成14年 4月 1日
     045-774-7360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844080,088.8 清水歯科医院 〒236-0028 （外来環）第1114号        平成29年 3月 1日
     金歯88 横浜市金沢区洲崎町１７－２３ （医管）第1982号          平成28年10月 1日
     045-783-8388  （か強診）第425号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第386号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第231号         平成28年10月 1日
     （在推進）第105号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第278号       平成26年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1064号      平成26年10月 1日
     （補管）第618号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1498号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  845080,089.6 玉井歯科医院 〒236-0005 （外来環）第1446号        平成30年 3月 1日
     金歯89 横浜市金沢区並木２－１０ （医管）第2214号          平成30年 3月 1日
     045-784-8722  （か強診）第647号         平成30年 3月 1日
     （歯援診）第244号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第376号         平成30年 3月 1日
     （歯リハ２）第444号       平成30年 3月 1日
     （歯技工）第65号          平成22年 4月 1日
     （補管）第642号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846080,094.6 ビアレ歯科 〒236-0005 （歯ＣＡＤ）第126576号    平成29年 9月 1日
     金歯94 横浜市金沢区並木２－１３－５ （補管）第652号           平成 8年 4月 1日
     045-787-5306  （１７５）第2615号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847080,096.1 医療法人敬歯会　並木〒236-0005 （歯ＣＡＤ）第390号       平成26年 5月 1日
     金歯96 歯科医院 横浜市金沢区並木１－１９－２１ （補管）第613号           平成 8年 4月 1日
     045-773-3606  (045-775-3073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848080,097.9 山下歯科医院 〒236-0052 （外来環）第85号          平成20年 4月 1日
     金歯97 横浜市金沢区富岡西２－２５－３ （歯訪診）第3234号        平成29年 4月 1日
     045-773-7338  （歯ＣＡＤ）第546号       平成26年 6月 1日
     （補管）第614号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849080,098.7 松尾歯科医院 〒236-0021 （外来環）第54号          平成20年 5月 1日
     金歯98 横浜市金沢区泥亀１－１８－１２ （医管）第1872号          平成28年 7月 1日
     坂本ビル２Ｆ （か強診）第108号         平成28年 4月 1日
     045-786-1410  （歯援診）第36号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第191号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1065号      平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第191号         平成20年 5月 1日
     （補管）第615号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850080,099.5 芳沢歯科医院 〒236-0041 （歯援診）第493号         平成28年 6月 1日
     金歯99 横浜市金沢区釜利谷西２－１－２ （在推進）第117号         平成28年 9月 1日
     ５ （歯ＣＡＤ）第547号       平成26年 6月 1日
     045-783-8211  （補管）第625号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2798号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851080,102.7 リョウジ歯科 〒236-0031 （外来環）第135号         平成20年 6月 1日
     金歯102 横浜市金沢区六浦１－１１－８イ （医管）第1652号          平成28年 4月 1日
     ケヤビル１Ｆ （か強診）第125号         平成28年 5月 1日
     045-701-7760  （歯援診）第484号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第155号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第1863号        平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第346号       平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第14号        平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第11号        平成28年 4月 1日
     （補管）第666号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  852080,103.5 松村歯科医院 〒236-0016 （外来環）第131号         平成20年 6月 1日
     金歯103 横浜市金沢区谷津町１３８アーク （歯ＣＡＤ）第548号       平成26年 6月 1日
     ビル金沢文庫１ＦＢ （補管）第662号           平成 8年 4月 1日
     045-783-3777  （１７５）第1499号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853080,106.8 医療法人社団　山口歯〒236-0045 （外来環）第886号         平成28年 8月 1日
     金歯106 科パークタウン診療所横浜市金沢区釜利谷南４－２３－ （か強診）第224号         平成28年 8月 1日
     ３ （歯援診）第531号         平成28年 8月 1日
     045-783-4755  (045-786-1432) （在推進）第51号          平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1190号      平成26年11月 1日
     （補管）第659号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854080,111.8 金子歯科医院 〒236-0031 （外来環）第55号          平成20年 5月 1日
     金歯111 横浜市金沢区六浦４－２３－２２ （か強診）第152号         平成28年 6月 1日
     045-701-2712  (045-701-2116) （歯援診）第37号          平成28年 6月 1日
     （補管）第5531号          平成13年10月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855080,113.4 医療法人社団仁歯会　〒236-0004 （医管）第2106号          平成29年 4月 1日
     金歯113 松井歯科医院 横浜市金沢区福浦１－５－２金沢 （歯援診）第714号         平成29年 4月 1日
     シーサイドライン金沢産業振興セ （在歯管）第318号         平成29年 4月 1日
     ンター３階 （補管）第667号           平成 8年 4月 1日
     045-782-6606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856080,115.9 笠原歯科医院 〒236-0021 （歯訪診）第2887号        平成29年 4月 1日
     金歯115 横浜市金沢区泥亀１－２５－４Ｃ （歯ＣＡＤ）第549号       平成26年 6月 1日
     棟２Ｆ （補管）第674号           平成 8年 4月 1日
     045-782-0124  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857080,116.7 さらや歯科口腔外科 〒236-0016 （根切顕微）第234号       平成30年 3月 1日
     金歯116 横浜市金沢区谷津町１４１－１３ （補管）第6728号          平成24年12月25日
     045-784-1410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858080,117.5 片山歯科医院 〒236-0016 （補管）第635号           平成14年 9月20日
     金歯117 横浜市金沢区谷津町３４３谷津ク
     リニックビル３Ｆ
     045-788-1668  (045-788-3965)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859080,118.3 朝香歯科医院 〒236-0023 （歯援診）第623号         平成29年 2月 1日
     金歯118 横浜市金沢区平潟町２２－３ （歯ＣＡＤ）第1782号      平成27年 5月 1日
     045-788-6883  （補管）第634号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860080,119.1 医療法人社団　永井矯〒236-0042 （矯診）第94号            平成22年 4月 1日
     金歯119 正歯科医院 横浜市金沢区釜利谷東２－１４－ （顎診）第73号            平成18年 4月 1日
     ５関口ビル３Ｆ
     045-786-1182  (045-786-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  861080,122.5 柳下歯科クリニック 〒236-0027 （外来環）第487号         平成25年 6月 1日
     金歯122 横浜市金沢区瀬戸１６－２４ （歯ＣＡＤ）第725号       平成26年 7月 1日
     045-785-3715  (045-785-3739) （補管）第6815号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862080,123.3 せき歯科 〒236-0042 （外来環）第756号         平成28年 4月 1日
     金歯123 横浜市金沢区釜利谷東２－１１－ （医管）第1653号          平成28年 4月 1日
     ３グレース金沢文庫２Ｆ （か強診）第5号           平成28年 4月 1日
     045-786-0151  （歯援診）第449号         平成28年 4月 1日
     （補管）第649号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863080,126.6 生田歯科 〒236-0052 （医管）第1774号          平成28年 4月 1日
     金歯126 横浜市金沢区富岡西６－１７－１ （在歯管）第144号         平成28年 4月 1日
     ５ （歯リハ２）第347号       平成28年 4月 1日
     045-774-8148  （補管）第660号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2616号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40109号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864080,127.4 飯高歯科医院 〒236-0042 （歯ＣＡＤ）第2645号      平成28年 7月 1日
     金歯127 横浜市金沢区釜利谷東２－１１－ （補管）第664号           平成 8年 4月 1日
     １４ＭＫビル２０１号
     045-783-6618  (045-783-6506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865080,128.2 小林歯科医院 〒236-0032 （補管）第3887号          平成10年 9月 1日
     金歯128 横浜市金沢区六浦町東３－１５－
     １３
     045-788-6498  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866080,132.4 見目歯科医院 〒236-0052 （外来環）第132号         平成20年 6月 1日
     金歯132 横浜市金沢区富岡西２－２－６ （歯ＣＡＤ）第2646号      平成28年 7月 1日
     045-772-2247  （補管）第661号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2617号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40110号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867080,134.0 ししくら歯科医院 〒236-0012 （外来環）第56号          平成20年 5月 1日
     金歯134 横浜市金沢区柴町３６７－５ （医管）第272号           平成18年 4月 1日
     045-783-6111  (045-783-6178) （歯地連）第413号         平成18年 8月 1日
     （補管）第608号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1505号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868083,000.0 双葉デンタルクリニッ〒236-0053 （手顕微加）第232号       平成29年 8月 1日
     金歯3000 ク 横浜市金沢区能見台通７－２６ （歯ＣＡＤ）第1783号      平成27年 5月 1日
     045-349-4541  (045-349-4547) （根切顕微）第202号       平成29年 8月 1日
     （補管）第6869号          平成25年11月 1日
     （酸単）第40509号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  869083,001.8 かまりや　さくら歯科〒236-0042 （歯訪診）第3342号        平成29年 6月 1日
     金歯3001 医院 横浜市金沢区釜利谷東２－２－２ （歯ＣＡＤ）第126190号    平成28年10月 1日
     ２田島ハイツ１Ｆ （補管）第6946号          平成26年 4月 1日
     045-349-4182  (045-349-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870083,002.6 河村デンタルクリニッ〒236-0031 （外来環）第549号         平成26年 6月 1日
     金歯3002 ク 横浜市金沢区六浦１－２１－１７ （医管）第1656号          平成28年 4月 1日
     045-370-8470  (045-370-8475) （か強診）第343号         平成28年12月 1日
     （歯援診）第595号         平成28年12月 1日
     （在歯管）第263号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第985号       平成26年 9月 1日
     （補管）第6938号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871083,003.4 ごうや歯科 〒236-0035 （歯訪診）第3113号        平成29年 4月 1日
     金歯3003 横浜市金沢区大道２－９－１０取 （歯ＣＡＤ）第1066号      平成26年10月 1日
     田ビル－１０１ （補管）第6971号          平成26年 5月 1日
     045-349-5200  (045-349-5201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872083,004.2 五條歯科医院 〒236-0042 （外来環）第573号         平成26年 9月 1日
     金歯3004 横浜市金沢区釜利谷東６－２１－ （医管）第1617号          平成27年 2月 1日
     １－１０１ （か強診）第6号           平成28年 4月 1日
     045-791-0118  (045-791-0119) （歯援診）第361号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第82号          平成27年 2月 1日
     （在推進）第54号          平成26年 5月 1日
     （歯リハ２）第248号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2298号      平成28年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第405号         平成26年 5月 1日
     （補管）第7002号          平成26年 5月 1日
     （酸単）第40111号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873083,005.9 ＫＲ　Ｄｅｎｔａｌ　〒236-0021 （外来環）第1067号        平成29年 2月 1日
     金歯3005 Ｃｌｉｎｉｃ　金沢文横浜市金沢区泥亀１－１５－２２ （歯ＣＡＤ）第986号       平成26年 9月 1日
     庫 ドリーミオＹＨ１Ｆ （補管）第6992号          平成26年 6月 1日
     045-349-2286  (045-349-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874083,006.7 横浜みなみ歯科クリニ〒236-0016 （補管）第7143号          平成27年 1月 1日
     金歯3006 ック 横浜市金沢区谷津町４１９文庫ビ
     ル３Ｆ
     045-783-7682  (045-719-4960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875083,007.5 マーレデンタルオフィ〒236-0026 （歯訪診）第3235号        平成29年 4月 1日
     金歯3007 ス 横浜市金沢区柳町３２－２４ （補管）第7539号          平成28年12月 1日
     045-784-3707  (045-784-3708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  876083,008.3 カナリア歯科クリニッ〒236-0045 （外来環）第1409号        平成30年 2月 1日
     金歯3008 ク 横浜市金沢区釜利谷南２－３－２ （か強診）第640号         平成30年 3月 1日
     ３ （歯援診）第810号         平成30年 3月 1日
     045-515-5538  (045-515-5538) （歯訪診）第2281号        平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第400号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126191号    平成28年10月 1日
     （補管）第7499号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877083,009.1 やすだ歯科 〒236-0022 （外来環）第991号         平成28年11月 1日
     金歯3009 横浜市金沢区町屋町１０－７　パ （歯ＣＡＤ）第126192号    平成28年10月 1日
     ザパ１Ｆ （補管）第7500号          平成28年10月 1日
     045-349-6110  (045-349-6110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878083,010.9 菅野歯科医院 〒236-0042 （補管）第7517号          平成28年 9月14日
     金歯3010 横浜市金沢区釜利谷東２－１－１
     　アピタ金沢文庫３Ｆ
     045-783-5775  (045-783-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879083,011.7 かわぞえ歯科クリニッ〒236-0042 （補管）第7534号          平成28年10月 1日
     金歯3011 ク 横浜市金沢区釜利谷東６－１－１ （１７５）第3050号        平成28年10月 1日
     ８　新田ビル２Ｆ
     045-781-3900  (045-781-3900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880083,012.5 古屋歯科医院 〒236-0002 （補管）第7779号          平成30年 1月 5日
     金歯3012 横浜市金沢区鳥浜町１－１　関連
     棟３Ｆ
     045-779-2251  (045-779-2251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881083,013.3 わたなべ矯正歯科 〒236-0052 （矯診）第241号           平成30年 1月 1日
     金歯3013 横浜市金沢区富岡西２－１－１０ （顎診）第175号           平成30年 1月 1日
     　鈴木ビル２Ｆ
     045-778-4618  (045-778-4625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882084,135.3 医療法人社団　敬和会〒236-0031 （外来環）第109号         平成20年 5月 1日
     金歯135 　深川歯科 横浜市金沢区六浦５－１－１６ （歯ＣＡＤ）第391号       平成26年 5月 1日
     045-785-3355  (045-785-3310) （ＧＴＲ）第236号         平成20年 5月 1日
     （補管）第622号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883084,136.1 諏訪歯科医院 〒236-0052 （歯訪診）第2774号        平成29年 4月 1日
     金歯136 横浜市金沢区富岡西６－４３－３ （歯ＣＡＤ）第1616号      平成27年 3月 1日
     ２ （補管）第3611号          平成 8年11月18日
     045-772-5891  （１７５）第2618号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  884084,137.9 富岡歯科クリニック 〒236-0051 （外来環）第887号         平成28年 8月 1日
     金歯137 横浜市金沢区富岡東６－１－１６ （医管）第1917号          平成28年 8月 1日
     　エヴァレジデンス１Ｆ （か強診）第225号         平成28年 8月 1日
     045-772-9551  (045-772-9561) （歯援診）第387号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第209号         平成28年 8月 1日
     （在推進）第80号          平成27年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第870号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3623号          平成20年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885084,139.5 金沢シーサイド歯科 〒236-0021 （歯ＣＡＤ）第1425号      平成27年 1月 1日
     金歯139 横浜市金沢区泥亀１－２７－１ダ （補管）第3652号          平成 9年 3月 1日
     イエー金沢八景店３Ｆ
     045-781-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886084,141.1 アクール歯科クリニッ〒236-0052 （歯リハ２）第205号       平成26年 6月 1日
     金歯141 ク 横浜市金沢区富岡西７－４３－４ （歯ＣＡＤ）第551号       平成26年 6月 1日
     １ （補管）第3789号          平成10年 1月14日
     045-788-4552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887084,142.9 愛恵歯科医院 〒236-0032 （歯訪診）第1864号        平成28年 5月 1日
     金歯142 横浜市金沢区六浦南２－５－１ （歯ＣＡＤ）第2546号      平成28年 5月 1日
     045-784-2000  （補管）第631号           平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888084,143.7 能見台歯科クリニック〒236-0053 （歯ＣＡＤ）第726号       平成26年 7月 1日
     金歯143 横浜市金沢区能見台通１－２白樺 （補管）第3792号          平成10年 2月 1日
     ビル２階
     045-781-6474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889084,145.2 つばさ歯科医院 〒236-0022 （外来環）第57号          平成20年 5月 1日
     金歯145 横浜市金沢区町屋町５－１８ラ・ （医管）第1657号          平成28年 4月 1日
     パミール八景２Ｆ （か強診）第280号         平成28年 9月 1日
     045-787-4682  (045-787-4683) （歯援診）第2号           平成28年11月 1日
     （在歯管）第93号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第172号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第392号       平成26年 5月 1日
     （補管）第3928号          平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890084,147.8 竹山歯科医院 〒236-0057 （補管）第3952号          平成11年 2月15日
     金歯147 横浜市金沢区能見台３－７－６
     045-774-9775  (045-774-9755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891084,148.6 あらき歯科医院 〒236-0027 （歯訪診）第2370号        平成29年 2月 1日
     金歯148 横浜市金沢区瀬戸１９－５ （歯ＣＡＤ）第126718号    平成30年 1月 1日
     045-782-2418  （補管）第3981号          平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  892084,150.2 たみや歯科クリニック〒236-0016 （歯ＣＡＤ）第552号       平成26年 4月 1日
     金歯150 横浜市金沢区谷津町３４１－８Ｔ （補管）第4025号          平成11年 6月 1日
     Ｓビル２Ｆ
     045-785-8470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893084,151.0 あらい歯科医院 〒236-0058 （歯ＣＡＤ）第553号       平成26年 5月 1日
     金歯151 横浜市金沢区能見台東１－１イー （補管）第4093号          平成11年12月 1日
     ストプラザ１Ｆ
     045-788-0808  (045-788-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894084,152.8 角田歯科医院 〒236-0015 （補管）第4100号          平成11年12月15日
     金歯152 横浜市金沢区金沢町５３ （１７５）第1507号        平成14年 4月 1日
     045-785-7626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895084,153.6 さいま歯科医院 〒236-0042 （手顕微加）第119号       平成28年 5月 1日
     金歯153 横浜市金沢区釜利谷東２－３－１ （根切顕微）第87号        平成28年 5月 1日
     ０いしかたビル３０１ （補管）第4112号          平成12年 1月15日
     045-789-4618  （１７５）第2620号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896084,154.4 歯科さくらクリニック〒236-0055 （歯訪診）第1945号        平成28年 6月 1日
     金歯154 横浜市金沢区片吹６９－５コーポ （補管）第4172号          平成12年 5月15日
     丸富１Ｆ
     045-790-5331  (045-790-5332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897084,155.1 清水歯科クリニック 〒236-0057 （外来環）第58号          平成20年 5月 1日
     金歯155 横浜市金沢区能見台通２２－１０ （医管）第1654号          平成28年 4月 1日
     －１Ｆ （歯援診）第624号         平成29年 2月 1日
     045-788-6483  （補管）第624号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898084,156.9 医療法人　宮崎歯科医〒236-0052 （外来環）第497号         平成25年11月 1日
     金歯156 院 横浜市金沢区富岡西１－４８－１ （医管）第1874号          平成28年 7月 1日
     ３ （か強診）第110号         平成28年 4月 1日
     045-774-1801  (045-774-1802) （歯援診）第374号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第192号         平成28年 7月 1日
     （在推進）第78号          平成27年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第987号       平成26年 9月 1日
     （補管）第663号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899084,157.7 あきら歯科医院 〒236-0038 （補管）第4308号          平成12年10月15日
     金歯157 横浜市金沢区六浦南２－２－１６
     045-784-8400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900084,160.1 しもとり歯科クリニッ〒236-0052 （補管）第4391号          平成13年 5月15日
     金歯160 ク 横浜市金沢区富岡西５－１－１６
     045-778-8148  (045-771-6121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  901084,161.9 まさき歯科クリニック〒236-0054 （う蝕無痛）第14号        平成20年 4月 1日
     金歯161 横浜市金沢区堀口５－１グリーン （ＧＴＲ）第35号          平成20年 4月 1日
     コーポ谷津坂２１０ （補管）第4533号          平成13年10月15日
     045-791-6180  (045-791-6181) （酸単）第40528号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902084,162.7 すわ歯科医院 〒236-0046 （補管）第4452号          平成13年12月 1日
     金歯162 横浜市金沢区釜利谷西２ー３３ー
     ２８
     045-786-1373  (045-786-1373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903084,164.3 森歯科医院 〒236-0042 （歯ＣＡＤ）第550号       平成26年 6月 1日
     金歯164 横浜市金沢区釜利谷東３－６－４ （補管）第4878号          平成14年 9月15日
     ４
     045-788-3915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904084,165.0 いけだ歯科クリニック〒236-0057 （歯訪診）第2775号        平成29年 4月 1日
     金歯165 横浜市金沢区能見台３－１－１京 （歯ＣＡＤ）第393号       平成26年 5月 1日
     急ショピングプラザ１Ｆ （補管）第4982号          平成15年 4月15日
     045-770-4184  (045-770-4185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905084,166.8 おおの歯科クリニック〒236-0016 （歯訪診）第1865号        平成28年 5月 1日
     金歯166 横浜市金沢区谷津町３５９ （歯ＣＡＤ）第1938号      平成27年 7月 1日
     045-786-4555  (045-786-4555) （補管）第4999号          平成15年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906084,169.2 すぎやま歯科 〒236-0014 （歯訪診）第77号          平成28年 4月 1日
     金歯169 横浜市金沢区寺前１－１－２６マ （歯ＣＡＤ）第394号       平成26年 5月 1日
     ックコート金沢文庫１０１ （補管）第5046号          平成15年 9月15日
     045-782-0031  (045-782-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907084,170.0 いとう歯科 〒236-0042 （歯ＣＡＤ）第972号       平成26年 8月 1日
     金歯170 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－ （補管）第5106号          平成16年 2月15日
     ９クリニックビル３Ｆ
     045-786-1188  (045-786-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908084,171.8 村歯科クリニック 〒236-0042 （補管）第5130号          平成16年 4月 1日
     金歯171 横浜市金沢区釜利谷東３－２－２
     ３柴田ビル１Ｆ
     045-786-1009  (045-786-1009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909084,173.4 医療法人社団よつば会〒236-0051 （補管）第4394号          平成16年 6月 1日
     金歯173 　イーストデンタルク横浜市金沢区富岡東５－１８－１
     リニック －２Ｆ
     045-772-8148  (045-772-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  910084,174.2 おおむろ歯科医院 〒236-0043 （外来環）第888号         平成28年 8月 1日
     金歯174 横浜市金沢区大川７－４－１０５ （医管）第1918号          平成28年 8月 1日
     045-791-7272  (045-791-7273) （か強診）第226号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第532号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第210号         平成28年 8月 1日
     （歯地連）第477号         平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第385号       平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2342号      平成28年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第476号         平成28年 9月 1日
     （補管）第5178号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911084,175.9 とみおか駅前歯科 〒236-0051 （歯ＣＡＤ）第2034号      平成27年 8月 1日
     金歯175 横浜市金沢区富岡東６－１－９ （補管）第5064号          平成16年 8月 1日
     045-774-0418  (045-774-4108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912084,177.5 堀内歯科クリニック 〒236-0053 （補管）第5212号          平成16年10月 1日
     金歯177 横浜市金沢区能見台通１７－６
     045-791-7531  (045-791-7531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913084,180.9 岡歯科クリニック 〒236-0045 （歯訪診）第2995号        平成29年 4月 1日
     金歯180 横浜市金沢区釜利谷南２－５０－ （補管）第5335号          平成17年 7月 1日
     １
     045-780-1651  (045-780-1650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914084,183.3 医療法人社団　翔舞会〒236-0053 （外来環）第1191号        平成29年 4月 1日
     金歯183 　エムズ歯科クリニッ横浜市金沢区能見台通５－１８パ （医管）第2097号          平成29年 4月 1日
     ク能見台 ークハイム能見台１Ｆ （か強診）第529号         平成29年 6月 1日
     045-790-5141  (045-790-5142) （歯援診）第725号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第314号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第27号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第250号       平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第250号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第465号         平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第221号       平成29年12月 1日
     （補管）第5431号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915084,184.1 小波津歯科クリニック〒236-0042 （医管）第1873号          平成28年 7月 1日
     金歯184 横浜市金沢区釜利谷東７－３－１ （歯援診）第39号          平成28年 5月 1日
     045-701-6487  (045-701-6487) （在歯管）第193号         平成28年 7月 1日
     （在推進）第52号          平成26年 6月 1日
     （歯リハ２）第206号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第554号       平成26年 6月 1日
     （補管）第5454号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  916084,190.8 さわやか歯科クリニッ〒236-0005 （外来環）第59号          平成20年 5月 1日
     金歯190 ク 横浜市金沢区並木２－３－３－１ （医管）第1658号          平成28年 4月 1日
     ０３ （か強診）第366号         平成29年 1月 1日
     045-791-7571  (045-791-7572) （歯援診）第605号         平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第390号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1681号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第192号         平成20年 5月 1日
     （補管）第5492号          平成18年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917084,192.4 金安歯科医院 〒236-0051 （外来環）第757号         平成28年 4月 1日
     金歯192 横浜市金沢区富岡東５－１８－１ （歯訪診）第2776号        平成29年 4月 1日
     １ （補管）第605号           平成18年 7月 1日
     045-773-3624  (045-773-3624) （酸単）第40112号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918084,194.0 金沢小学校前歯科医院〒236-0022 （歯訪診）第2633号        平成29年 3月 1日
     金歯194 横浜市金沢区町屋町２２－１２ク （歯ＣＡＤ）第1426号      平成27年 1月 1日
     ルシマビル１Ｆ （補管）第5525号          平成18年10月 1日
     045-780-1180  (045-780-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919084,195.7 かまりや歯科医院 〒236-0041 （医管）第1497号          平成20年 4月 1日
     金歯195 横浜市金沢区釜利谷東６－５－９ （歯訪診）第2777号        平成29年 4月 1日
     045-782-2980  (045-782-2980) （歯ＣＡＤ）第1682号      平成27年 4月 1日
     （補管）第658号           平成19年 4月 1日
     （１７５）第1492号        平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920084,196.5 はにデンタルクリニッ〒236-0053 （外来環）第60号          平成20年 5月 1日
     金歯196 ク 横浜市金沢区能見台通６－２４ （医管）第1830号          平成28年 6月 1日
     045-785-8241  (045-785-8201) （か強診）第460号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第696号         平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第120号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1427号      平成27年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第193号         平成20年 5月 1日
     （根切顕微）第89号        平成28年 5月 1日
     （補管）第3926号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921084,198.1 サンタ歯科 〒236-0052 （歯ＣＡＤ）第2299号      平成28年 2月 1日
     金歯198 横浜市金沢区富岡西２－２－５ （補管）第5773号          平成20年 7月15日
     045-776-2002  (045-774-3034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922084,200.5 金沢八景駅前歯科 〒236-0027 （外来環）第1098号        平成29年 3月 1日
     金歯200 横浜市金沢区瀬戸３－７ベイフラ （医管）第2067号          平成29年 3月 1日
     ッツ１Ｆ （在歯管）第283号         平成29年 3月 1日
     045-352-8295  (045-352-8294) （歯訪診）第2507号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1683号      平成27年 4月 1日
     （補管）第6113号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第40113号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  923084,201.3 丘の上歯科クリニック〒236-0057 （補管）第6138号          平成22年 5月 1日
     金歯201 横浜市金沢区能見台５－５－１
     045-781-8469  (045-781-8409)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924084,202.1 かなざわファミリー歯〒236-0021 （外来環）第942号         平成28年 9月 1日
     金歯202 科 横浜市金沢区泥亀２－８－１２ラ （医管）第1983号          平成28年10月 1日
     イフモリ６号館１０２ （か強診）第281号         平成28年 9月 1日
     045-785-7787  （歯援診）第552号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第232号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126151号    平成28年 9月 1日
     （補管）第6184号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925084,203.9 ポプラアベニュー歯科〒236-0053 （歯ＣＡＤ）第1939号      平成27年 7月 1日
     金歯203 クリニック 横浜市金沢区能見台通２－３能見 （補管）第6192号          平成22年 8月 1日
     台駅プラザアルタイル２Ｆ
     045-353-8788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926084,204.7 リーフデンタルクリニ〒236-0021 （外来環）第815号         平成28年 6月 1日
     金歯204 ック 横浜市金沢区泥亀２－１１－２　 （か強診）第153号         平成28年 6月 1日
     高波ビル　２Ｆ （歯訪診）第1944号        平成28年 6月 1日
     045-353-8844  (045-353-8844) （手顕微加）第15号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126193号    平成28年10月 1日
     （根切顕微）第12号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6197号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927084,205.4 みんなの歯科クリニッ〒236-0058 （歯ＣＡＤ）第555号       平成26年 6月 1日
     金歯205 ク・能見台 横浜市金沢区能見台東３－１　イ （補管）第6411号          平成23年 9月 1日
     トーヨーカドー能見台店３Ｆ （酸単）第40417号         平成29年 4月 1日
     045-370-8249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928084,206.2 オーキッド歯科クリニ〒236-0035 （う蝕無痛）第83号        平成23年11月 8日
     金歯206 ック大道医院 横浜市金沢区大道２－１６－３　 （歯ＣＡＤ）第401号       平成26年 5月 1日
     １Ｆ （ＧＴＲ）第350号         平成23年11月 8日
     045-780-5556  (045-780-5559) （補管）第6468号          平成23年11月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929084,207.0 むつうら駅前歯科 〒236-0038 （歯訪診）第3347号        平成29年 6月 1日
     金歯207 横浜市金沢区六浦南２－３－１２ （歯ＣＡＤ）第871号       平成26年 8月 1日
     早川ビル２Ｆ （補管）第6486号          平成23年12月 1日
     045-783-8249  (045-783-8249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  930084,208.8 なごやか歯科クリニッ〒236-0005 （外来環）第418号         平成24年 6月 1日
     金歯208 ク 横浜市金沢区並木２－３－３－１ （医管）第1659号          平成28年 4月 1日
     ０１ （か強診）第344号         平成28年12月 1日
     045-374-4618  (045-374-4617) （歯援診）第596号         平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第391号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1684号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第360号         平成24年 6月 1日
     （補管）第6557号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931084,209.6 ムラタ歯科医院 〒236-0057 （医管）第1958号          平成28年 9月 1日
     金歯209 横浜市金沢区能見台４－４－２２ （歯訪診）第2508号        平成29年 3月 1日
     横浜京急シティ能見台クリニック （う蝕無痛）第96号        平成24年12月 1日
     スビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126449号    平成29年 5月 1日
     045-784-0078  （ＧＴＲ）第369号         平成25年 2月 1日
     （補管）第6707号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932084,210.4 桜井歯科医院 〒236-0017 （外来環）第498号         平成25年11月 1日
     金歯210 横浜市金沢区西柴３－１７－１ （医管）第1592号          平成25年11月 1日
     045-784-2175  (045-784-2175) （か強診）第282号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第553号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第221号         平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第262号       平成26年 8月 1日
     （手顕微加）第121号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第872号       平成26年 8月 1日
     （根切顕微）第88号        平成28年 5月 1日
     （補管）第6788号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933090,026.6 医療法人　博愛会　日〒223-0062 （外来環）第180号         平成20年 7月 1日
     港歯26 吉台歯科診療所 横浜市港北区日吉本町１－１７－ （手顕微加）第156号       平成28年 8月 1日
     ３３ （歯ＣＡＤ）第1192号      平成26年11月 1日
     045-561-2100  （根切顕微）第139号       平成28年11月 1日
     （補管）第3421号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934090,059.7 大野歯科医院 〒222-0021 （矯診）第137号           平成22年 4月 1日
     港歯59 横浜市港北区篠原北１－３－２９ （顎診）第75号            平成18年 4月 1日
     045-432-5905  （１７５）第1508号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935090,074.6 青柳歯科医院 〒222-0023 （補管）第797号           平成 8年 4月 1日
     港歯74 横浜市港北区仲手原１－１－７ （１７５）第1509号        平成14年 4月 1日
     045-421-6957  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936090,114.0 高津歯科 〒223-0053 （歯訪診）第3343号        平成29年 6月 1日
     港歯114 横浜市港北区綱島西１－５－１８ （補管）第730号           平成 8年 4月 1日
     　ＫＢＳビル２Ｆ （１７５）第1514号        平成14年 4月 1日
     045-542-3764  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  937090,135.5 小笠原歯科医院 〒223-0064 （補管）第793号           平成 8年 4月 1日
     港歯135 横浜市港北区下田町６－２４－６ （１７５）第1516号        平成14年 4月 1日
     １
     045-563-0573  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938090,151.2 青木歯科医院 〒222-0036 （補管）第3648号          平成 9年 4月 1日
     港歯151 横浜市港北区小机町９８３
     045-471-9012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939090,161.1 浜歯科医院 〒222-0021 （外来環）第231号         平成20年 9月 1日
     港歯161 横浜市港北区篠原北２－５－３８ （歯訪診）第2371号        平成29年 2月 1日
     045-431-1601  （歯リハ２）第240号       平成26年 6月 1日
     （補管）第812号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940090,162.9 武田歯科医院 〒223-0064 （歯援診）第265号         平成29年 4月 1日
     港歯162 横浜市港北区下田町６－１－２ （歯ＣＡＤ）第126738号    平成30年 1月 1日
     045-563-2326  （補管）第721号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941090,168.6 関歯科医院 〒222-0011 （補管）第683号           平成 8年 4月 1日
     港歯168 横浜市港北区菊名２－４－２６
     045-431-0311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942090,170.2 内山歯科医院 〒222-0022 （歯訪診）第2509号        平成29年 3月 1日
     港歯170 横浜市港北区篠原東２－１－３４ （ＧＴＲ）第38号          平成20年 4月 1日
     045-401-1306  （補管）第783号           平成 9年 3月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943090,172.8 君田歯科 〒222-0011 （補管）第718号           平成 8年 4月 1日
     港歯172 横浜市港北区菊名１－１－５ （１７５）第1521号        平成14年 4月 1日
     045-433-8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944090,173.6 菅野歯科医院 〒222-0023 （外来環）第943号         平成28年 9月 1日
     港歯173 横浜市港北区仲手原１－２１－２ （か強診）第283号         平成28年 9月 1日
     ９ （手顕微加）第163号       平成28年 9月 1日
     045-421-6851  （歯ＣＡＤ）第727号       平成26年 7月 1日
     （根切顕微）第125号       平成28年 9月 1日
     （補管）第750号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945090,176.9 藤巻歯科医院 〒223-0057 （歯ＣＡＤ）第1617号      平成27年 3月 1日
     港歯176 横浜市港北区新羽町１７０３ （補管）第769号           平成 8年 4月 1日
     045-543-8961  （１７５）第1522号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946090,177.7 小田歯科医院 〒223-0064 （補管）第686号           平成 8年 4月 1日
     港歯177 横浜市港北区下田町２－１－２７ （１７５）第1523号        平成14年 4月 1日
     045-561-3483  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  947090,178.5 医療法人財団共生会　〒222-0033 （歯訪診）第78号          平成28年 4月 1日
     港歯178 第二浅野歯科診療所 横浜市港北区新横浜２－６－１０ （歯ＣＡＤ）第2434号      平成28年 4月 1日
     045-472-5223  (045-473-1580) （補管）第751号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1524号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948090,180.1 石川歯科医院 〒222-0011 （歯訪診）第2510号        平成29年 3月 1日
     港歯180 横浜市港北区菊名４－３－２１青 （歯ＣＡＤ）第1518号      平成27年 2月 1日
     木ビル３Ｆ （補管）第679号           平成 8年 4月 1日
     045-432-6464  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949090,185.0 原歯科 〒222-0037 （補管）第704号           平成 8年 4月 1日
     港歯185 横浜市港北区大倉山１－１７－３
     045-542-8770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950090,186.8 林歯科医院 〒223-0052 （歯技工）第171号         平成22年 4月 1日
     港歯186 横浜市港北区綱島東１－６－１５ （補管）第4728号          平成14年 4月 1日
     天屋ビル３Ｆ
     045-543-1201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951090,191.8 飯田歯科医院 〒223-0053 （歯訪診）第2372号        平成29年 2月 1日
     港歯191 横浜市港北区綱島西２－１３－３ （歯ＣＡＤ）第873号       平成26年 8月 1日
     　藤掛綱島ビル２０１ （補管）第767号           平成 8年 4月 1日
     045-543-6317  （１７５）第1525号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952090,194.2 高田歯科医院 〒223-0064 （外来環）第1135号        平成29年 3月 1日
     港歯194 横浜市港北区下田町２－１６－２ （医管）第275号           平成18年 4月 1日
     ９ （か強診）第438号         平成29年 3月 1日
     045-562-3598  （歯援診）第18号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第43号          平成22年 4月 1日
     （歯リハ２）第263号       平成26年 8月 1日
     （手顕微加）第205号       平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第133号       平成27年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第967号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第74号        平成27年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第40号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第174号       平成29年 3月 1日
     （補管）第723号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953090,196.7 中城歯科医院 〒222-0001 （補管）第772号           平成 8年 4月 1日
     港歯196 横浜市港北区樽町２－７－２１リ
     バーサイドマンション
     045-543-1091  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954090,197.5 加藤歯科医院 〒223-0062 （歯技工）第66号          平成22年 4月 1日
     港歯197 横浜市港北区日吉本町３－３２－ （ＧＴＲ）第41号          平成20年 4月 1日
     １０ （補管）第779号           平成 8年 4月 1日
     045-561-5617  （１７５）第1526号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  955090,198.3 あざみ歯科医院 〒222-0036 （歯ＣＡＤ）第1940号      平成27年 7月 1日
     港歯198 横浜市港北区小机町４５０－３ （補管）第699号           平成 8年 4月 1日
     045-473-3092  （１７５）第1527号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956090,210.6 医療法人社団仁愛会　〒223-0054 （外来環）第315号         平成21年 5月 1日
     港歯210 歯科綱島台クリニック横浜市港北区綱島台２６－１１ （医管）第1919号          平成28年 8月 1日
     045-542-0140  （か強診）第126号         平成28年 5月 1日
     （歯援診）第312号         平成28年 8月 1日
     （在推進）第16号          平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第728号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第42号          平成20年 4月 1日
     （補管）第764号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957090,211.4 医療法人社団仁愛会　〒223-0062 （外来環）第316号         平成21年 5月 1日
     港歯211 歯科日吉クリニック 横浜市港北区日吉本町１－２１－ （医管）第1920号          平成28年 8月 1日
     １ （か強診）第127号         平成28年 5月 1日
     045-563-8341  （歯援診）第667号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第729号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第132号         平成20年 4月 1日
     （補管）第763号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第529号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958090,212.2 大垣歯科医院 〒223-0053 （歯ＣＡＤ）第396号       平成26年 5月 1日
     港歯212 横浜市港北区綱島西２－７－１８ （補管）第678号           平成 8年 4月 1日
     543-8107      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959090,213.0 森田歯科医院 〒222-0011 （歯訪診）第2511号        平成29年 3月 1日
     港歯213 横浜市港北区菊名６－１３－５３ （補管）第784号           平成 8年 4月 1日
     プラザコーシン （１７５）第1530号        平成14年 4月 1日
     045-401-5880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960090,217.1 山平歯科医院 〒223-0066 （補管）第702号           平成 8年 4月 1日
     港歯217 横浜市港北区高田西１－１２－２ （１７５）第1531号        平成14年 4月 1日
     １
     045-593-2746  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961090,222.1 篠崎歯科医院 〒223-0052 （歯援診）第554号         平成28年 9月 1日
     港歯222 横浜市港北区綱島東２－１－５ （歯ＣＡＤ）第988号       平成26年 9月 1日
     045-542-8855  （補管）第724号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962090,223.9 山村歯科クリニック 〒223-0053 （歯ＣＡＤ）第1315号      平成26年12月 1日
     港歯223 横浜市港北区綱島西１－８－３ （補管）第680号           平成 8年 4月 1日
     045-544-2821  （１７５）第1532号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  963090,225.4 日吉歯科診療所 〒223-0062 （外来環）第716号         平成28年 1月 1日
     港歯225 横浜市港北区日吉本町１－２０－ （歯ＣＡＤ）第864号       平成26年 8月 1日
     １６日吉教養センタービル２Ｆ （ＧＴＲ）第43号          平成20年 4月 1日
     045-563-1979  （補管）第714号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964090,228.8 天野歯科医院 〒223-0061 （補管）第771号           平成 8年 4月 1日
     港歯228 横浜市港北区日吉２－７－８
     045-561-2248  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965090,232.0 あすかい歯科医院 〒223-0058 （歯訪診）第2165号        平成28年10月 1日
     港歯232 横浜市港北区新吉田東５－６０－ （歯ＣＡＤ）第730号       平成26年 7月 1日
     １１ （補管）第747号           平成 8年 4月 1日
     045-531-0230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966090,233.8 タチバナ歯科医院 〒222-0032 （歯訪診）第2166号        平成28年10月 1日
     港歯233 横浜市港北区大豆戸町９１４－６ （補管）第787号           平成 8年 4月 1日
     和大倉山コープＶ１０３
     045-544-4368  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967090,238.7 矢吹歯科医院 〒223-0053 （歯訪診）第3114号        平成29年 4月 1日
     港歯238 横浜市港北区綱島西３－２－２４ （ＧＴＲ）第44号          平成20年 4月 1日
     羽田屋ビル２Ｆ （補管）第711号           平成 8年 4月 1日
     045-544-5620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968090,239.5 大倉山デンタルクリニ〒222-0037 （歯訪診）第2710号        平成29年 3月 1日
     港歯239 ック 横浜市港北区大倉山３－４２－１ （う蝕無痛）第145号       平成27年12月 1日
     ７－１０３ （歯ＣＡＤ）第2547号      平成28年 5月 1日
     045-546-0118  （手術歯根）第79号        平成27年12月 1日
     （補管）第752号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1534号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969090,241.1 綱島鈴木歯科医院 〒223-0053 （歯訪診）第3191号        平成29年 4月 1日
     港歯241 横浜市港北区綱島西１－９－７ （補管）第691号           平成 8年 4月 1日
     045-546-2580  （１７５）第1535号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970090,245.2 轟木歯科医院 〒223-0052 （補管）第776号           平成 8年 4月 1日
     港歯245 横浜市港北区綱島東２－１２－１
     ９
     045-543-4082  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971090,248.6 篠原歯科 〒222-0025 （補管）第3411号          平成 8年 4月 1日
     港歯248 横浜市港北区篠原西町２３－３３ （１７５）第2863号        平成14年 6月 1日
     045-434-2828  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972090,250.2 菊名歯科 〒222-0011 （歯ＣＡＤ）第1941号      平成27年 7月 1日
     港歯250 横浜市港北区菊名４－２－３ （補管）第741号           平成 8年 4月 1日
     045-434-1611  （１７５）第1536号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  973090,251.0 セントラル歯科 〒222-0033 （歯ＣＡＤ）第2594号      平成28年 6月 1日
     港歯251 横浜市港北区新横浜２－４－１５ （補管）第693号           平成15年 5月 6日
     太田興産ビル新横浜Ｂ－１
     045-471-0648  (045-471-0648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974090,253.6 中村歯科医院 〒223-0053 （補管）第728号           平成 8年 4月 1日
     港歯253 横浜市港北区綱島西１－１３－１
     ６中村ビル２０１号
     045-531-0168  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975090,255.1 広瀬歯科医院 〒222-0037 （歯ＣＡＤ）第126894号    平成30年 3月 1日
     港歯255 横浜市港北区大倉山１－３－２４ （補管）第753号           平成 8年 4月 1日
     045-544-5785  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976090,257.7 セーラ歯科医院 〒223-0058 （う蝕無痛）第15号        平成20年 4月 1日
     港歯257 横浜市港北区新吉田東７－１４－ （歯ＣＡＤ）第1316号      平成26年12月 1日
     ５ （補管）第716号           平成 8年 4月 1日
     045-531-9432  （酸単）第40331号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977090,262.7 あらや歯科医院 〒222-0031 （歯訪診）第3423号        平成29年11月 1日
     港歯262 横浜市港北区太尾町２０９１－８ （補管）第726号           平成 8年 4月 1日
     大倉山リバーサイドビル１０１ （１７５）第1540号        平成14年 4月 1日
     045-544-9696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978090,264.3 もりや歯科医院 〒223-0062 （歯訪診）第2779号        平成29年 4月 1日
     港歯264 横浜市港北区日吉本町１－１－２ （う蝕無痛）第187号       平成29年11月 1日
     045-563-3956  （手術歯根）第120号       平成29年11月 1日
     （ＧＴＲ）第45号          平成20年 4月 1日
     （補管）第707号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979090,265.0 リーフ歯科医院 〒222-0022 （歯訪診）第2780号        平成29年 4月 1日
     港歯265 横浜市港北区篠原東３－７－３ （歯リハ２）第264号       平成26年 8月 1日
     045-401-5943  （歯ＣＡＤ）第875号       平成26年 8月 1日
     （補管）第788号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980090,268.4 藤村歯科医院 〒222-0003 （外来環）第1343号        平成29年 9月 1日
     港歯268 横浜市港北区大曽根１－２６－３ （か強診）第560号         平成29年 9月 1日
     045-531-1715  （歯援診）第770号         平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126735号    平成30年 1月 1日
     （補管）第799号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981090,272.6 片山歯科医院 〒223-0059 （外来環）第162号         平成20年 7月 1日
     港歯272 横浜市港北区北新横浜１－２－１ （医管）第1655号          平成28年 4月 1日
     　ＣＡＭ・ＦＯＲＡ２０３ （歯訪診）第79号          平成28年 4月 1日
     045-546-1161  (045-546-1186) （咀嚼機能）第14号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1519号      平成27年 2月 1日
     （補管）第738号           平成19年 7月19日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  982090,274.2 江田歯科医院 〒223-0062 （手顕微加）第16号        平成28年 4月 1日
     港歯274 横浜市港北区日吉本町１－９－２ （歯ＣＡＤ）第1317号      平成26年12月 1日
     ６　ＭＫハイム１Ｆ （根切顕微）第67号        平成28年 4月 1日
     045-561-8333  （補管）第790号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1542号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983090,277.5 吉川歯科医院 〒222-0037 （歯訪診）第2167号        平成28年10月 1日
     港歯277 横浜市港北区大倉山３－３１－１ （歯ＣＡＤ）第126866号    平成30年 3月 1日
     ０ （補管）第3618号          平成 9年 1月 1日
     045-543-5511  （１７５）第1543号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984090,281.7 聖志歯科医院 〒223-0053 （う蝕無痛）第16号        平成20年 4月 1日
     港歯281 横浜市港北区綱島西２－１２－２ （歯ＣＡＤ）第119号       平成26年 4月 1日
     ７ （手術歯根）第18号        平成22年 4月 1日
     045-544-6553  （補管）第690号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1544号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985090,283.3 石川歯科医院 〒222-0034 （歯ＣＡＤ）第556号       平成26年 6月 1日
     港歯283 横浜市港北区岸根町４１３モチヤ （補管）第694号           平成 8年 4月 1日
     レジデンス （１７５）第1546号        平成14年 4月 1日
     045-421-1248  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986090,285.8 宮川デンタルクリニッ〒223-0051 （歯訪診）第2512号        平成29年 3月 1日
     港歯285 ク 横浜市港北区箕輪町２－３－７日 （歯ＣＡＤ）第1318号      平成26年12月 1日
     吉ロイヤルマンション１Ｆ （補管）第732号           平成 8年 4月 1日
     045-563-3004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987090,287.4 朝日デンタルクリニッ〒222-0003 （歯援診）第85号          平成29年 3月 1日
     港歯287 ク 横浜市港北区大曽根１－６－９ （歯ＣＡＤ）第1067号      平成26年10月 1日
     045-542-5181  （補管）第700号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1547号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988090,291.6 医療法人社団　翔栄会〒223-0053 （外来環）第1115号        平成29年 3月 1日
     港歯291 　須田歯科医院 横浜市港北区綱島西４－１０－７ （医管）第2000号          平成28年12月 1日
     第２石井ビル１Ｆ （か強診）第637号         平成30年 3月 1日
     045-531-5454  (045-546-1687) （歯援診）第807号         平成30年 3月 1日
     （歯訪診）第2373号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126622号    平成29年10月 1日
     （ＧＴＲ）第447号         平成28年 4月 1日
     （補管）第782号           平成19年10月 8日
     （１７５）第1548号        平成19年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989090,301.3 相川歯科医院 〒223-0062 （歯訪診）第2374号        平成29年 2月 1日
     港歯301 横浜市港北区日吉本町５－１－７ （補管）第727号           平成 8年 4月 1日
     045-564-5088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  990090,303.9 正木歯科医院 〒222-0036 （歯訪診）第2375号        平成29年 2月 1日
     港歯303 横浜市港北区小机町１４９１ （歯ＣＡＤ）第1685号      平成27年 4月 1日
     045-471-6292  （補管）第705号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40332号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991090,305.4 勝又歯科クリニック 〒223-0051 （歯訪診）第80号          平成28年 4月 1日
     港歯305 横浜市港北区箕輪町２－１５－２ （歯リハ２）第28号        平成26年 4月 1日
     ２ピアタウン日吉１Ｆ （歯ＣＡＤ）第7号         平成26年 4月 1日
     045-564-5564  （ＧＴＲ）第248号         平成20年 6月 1日
     （補管）第791号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992090,307.0 田辺歯科医院 〒222-0037 （歯訪診）第2781号        平成29年 4月 1日
     港歯307 横浜市港北区大倉山１－１７－２ （補管）第701号           平成 8年 4月 1日
     ４　第３吉原ビル２Ｆ
     045-544-9400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993090,311.2 大村歯科医院 〒222-0023 （補管）第742号           平成 8年 4月 1日
     港歯311 横浜市港北区仲手原２－１－２０
     アーホルン・ハウス２０１
     421-8351      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994090,312.0 森歯科医院 〒222-0033 （歯訪診）第2376号        平成29年 2月 1日
     港歯312 横浜市港北区新横浜２－５－２２ （歯リハ２）第207号       平成26年 6月 1日
     エクセレントプラザ２０２ （う蝕無痛）第100号       平成25年 5月 1日
     045-474-1500  （歯ＣＡＤ）第558号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第46号        平成25年 5月 1日
     （補管）第720号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995090,316.1 池谷歯科医院 〒223-0053 （外来環）第280号         平成20年11月 1日
     港歯316 横浜市港北区綱島西５－２３－２ （か強診）第154号         平成28年 6月 1日
     ７ （歯援診）第266号         平成28年 8月 1日
     045-545-8844  （手顕微加）第17号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126713号    平成30年 1月 1日
     （補管）第765号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996090,320.3 林歯科医院 〒222-0037 （歯ＣＡＤ）第731号       平成26年 7月 1日
     港歯320 横浜市港北区大倉山３－７－１１ （ＧＴＲ）第46号          平成20年 4月 1日
     045-541-0776  （補管）第808号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997090,326.0 金子歯科医院 〒222-0023 （歯訪診）第2782号        平成29年 4月 1日
     港歯326 横浜市港北区仲手原２－４１－４ （補管）第743号           平成 8年 4月 1日
     ４
     045-421-5330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  998090,327.8 大曽根歯科医院 〒222-0037 （外来環）第1099号        平成29年 3月 1日
     港歯327 横浜市港北区大倉山３－１２－１ （か強診）第411号         平成29年 3月 1日
     ５ （歯援診）第267号         平成29年 1月 1日
     045-541-2462  （歯ＣＡＤ）第559号       平成26年 6月 1日
     （補管）第811号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1551号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999090,331.0 つづき歯科医院 〒222-0013 （歯訪診）第3344号        平成29年 6月 1日
     港歯331 横浜市港北区錦が丘７－２２ （歯技工）第102号         平成22年 4月 1日
     045-421-7925  (045-421-7925) （補管）第757号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000090,334.4 小野歯科クリニック 〒222-0033 （歯訪診）第2513号        平成29年 3月 1日
     港歯334 横浜市港北区新横浜２－３－２４ （歯ＣＡＤ）第126152号    平成28年 9月 1日
     サンセイビル１Ｆ （補管）第766号           平成 8年 4月 1日
     045-474-1000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001090,336.9 くればやし歯科医院 〒223-0053 （外来環）第7号           平成20年 4月 1日
     港歯336 横浜市港北区綱島西３－１０－１ （医管）第1661号          平成28年 4月 1日
     ８ （か強診）第7号           平成28年 4月 1日
     045-543-8010  （歯援診）第139号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第94号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第18号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1319号      平成26年12月 1日
     （補管）第796号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002090,341.9 まつだ歯科医院 〒223-0057 （歯訪診）第2514号        平成29年 3月 1日
     港歯341 横浜市港北区新羽町１６５９フラ （補管）第725号           平成 8年 4月 1日
     ッシュビル１０１号
     045-547-4333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003090,342.7 田代歯科クリニック 〒223-0053 （外来環）第9号           平成20年 4月 1日
     港歯342 横浜市港北区綱島西２－５－３０ （医管）第1662号          平成28年 4月 1日
     　きくむらビル２Ｆ （か強診）第8号           平成28年 4月 1日
     045-531-8846  (045-531-8846) （歯援診）第278号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第95号          平成28年 4月 1日
     （歯地連）第476号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2343号      平成28年 3月 1日
     （補管）第677号           平成18年 9月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004090,343.5 大川歯科クリニック 〒223-0053 （歯訪診）第2644号        平成29年 3月 1日
     港歯343 横浜市港北区綱島西２－１５－１ （歯ＣＡＤ）第560号       平成26年 6月 1日
     　１Ｆ （補管）第739号           平成16年 6月 1日
     045-547-2700  (045-547-2700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1005090,347.6 黒岩歯科医院 〒222-0026 （歯訪診）第2282号        平成29年 1月 1日
     港歯347 横浜市港北区篠原町３０１４－２ （歯ＣＡＤ）第1194号      平成26年11月 1日
     加祥ビル３Ｆ （歯技工）第203号         平成26年11月 1日
     045-439-1345  （補管）第719号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006090,353.4 医療法人社団邦英会　〒223-0052 （歯リハ２）第288号       平成26年12月 1日
     港歯353 ＪＯＹ矯正歯科クリニ横浜市港北区綱島東２－１－５　 （矯診）第160号           平成22年 4月 1日
     ック 泉山ビル３０３号 （顎診）第76号            平成18年 4月 1日
     045-545-1200  (045-545-1364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007090,354.2 山本歯科医院 〒223-0056 （外来環）第384号         平成23年 5月 1日
     港歯354 横浜市港北区新吉田町５５９５ （医管）第1549号          平成23年 5月 1日
     045-591-7393  （か強診）第9号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第183号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第52号          平成23年 5月 1日
     （歯地連）第442号         平成23年 5月 1日
     （歯リハ２）第323号       平成27年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第129号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第47号          平成20年 4月 1日
     （補管）第703号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008090,357.5 シミズ歯科医院 〒222-0011 （補管）第4197号          平成12年 5月 1日
     港歯357 横浜市港北区菊名１－１１－１５ （１７５）第1554号        平成14年 4月 1日
     045-421-8127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009093,000.8 大倉山ヤジマデンタル〒222-0037 （外来環）第1116号        平成29年 3月 1日
     港歯3000 クリニック 横浜市港北区大倉山１－１７－１ （医管）第1988号          平成28年11月 1日
     １ （か強診）第461号         平成29年 4月 1日
     045-531-2099  (045-531-2097) （歯援診）第388号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第241号         平成28年11月 1日
     （歯地連）第456号         平成25年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2130号      平成27年 9月 1日
     （補管）第6886号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010093,001.6 エール歯科クリニック〒223-0062 （外来環）第558号         平成26年 7月 1日
     港歯3001 横浜市港北区日吉本町４－１６－ （医管）第2085号          平成29年 4月 1日
     ２４パリサンドロ１Ｆ （か強診）第473号         平成29年 4月 1日
     045-560-1180  (045-560-1181) （歯訪診）第2377号        平成29年 2月 1日
     （う蝕無痛）第175号       平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第876号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第109号       平成29年 4月 1日
     （補管）第6993号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011093,002.4 栄デンタルクリニック〒223-0062 （歯訪診）第2634号        平成29年 3月 1日
     港歯3002 横浜市港北区日吉本町１－２５－ （歯ＣＡＤ）第2393号      平成28年 4月 1日
     １４ （補管）第7063号          平成26年10月 1日
     045-562-6067  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1012093,003.2 ほんだ歯科 〒223-0053 （歯ＣＡＤ）第1195号      平成26年11月 1日
     港歯3003 横浜市港北区綱島西３－６－１９ （補管）第7079号          平成26年11月 1日
     　１Ｆ
     045-633-7444  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013093,004.0 すが歯科クリニック 〒223-0057 （外来環）第612号         平成27年 1月 1日
     港歯3004 横浜市港北区新羽町２０８０－１ （医管）第1663号          平成28年 4月 1日
     メディカル・モール・ブラザー３ （歯訪診）第2168号        平成28年10月 1日
     Ｆ （歯ＣＡＤ）第1429号      平成27年 1月 1日
     045-642-5175  (045-642-5175) （補管）第7094号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014093,005.7 綱島さがわ歯科 〒223-0052 （歯ＣＡＤ）第1320号      平成26年12月 1日
     港歯3005 横浜市港北区綱島東１－２－１６ （補管）第7095号          平成26年12月 1日
     白井ビル１Ｆ
     045-642-4618  (045-642-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015093,006.5 よごう歯科クリニック〒223-0053 （外来環）第701号         平成27年12月 1日
     港歯3006 横浜市港北区綱島西２－８－１イ （歯ＣＡＤ）第1864号      平成27年 6月 1日
     トーヨーカドー綱島店Ｂ１Ｆ （補管）第7184号          平成27年 5月 1日
     045-947-4300  (045-947-4301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016093,007.3 Ａｙａデンタルクリニ〒222-0026 （歯ＣＡＤ）第1784号      平成27年 5月 1日
     港歯3007 ック 横浜市港北区篠原町１１０３－３ （補管）第7185号          平成27年 5月 1日
     ６Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉ
     ｏｎビル１Ｆ
     045-718-6783  (045-718-6784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017093,008.1 医療法人社団幸希会　〒223-0062 （外来環）第839号         平成28年 7月 1日
     港歯3008 杉山デンタルクリニッ横浜市港北区日吉本町１－１５－ （医管）第1875号          平成28年 7月 1日
     ク １２ （か強診）第189号         平成28年 7月 1日
     045-211-4018  (045-563-8244) （歯援診）第533号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第194号         平成28年 7月 1日
     （補管）第7233号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018093,009.9 ヒロコデンタルクリニ〒223-0052 （外来環）第667号         平成27年 8月 1日
     港歯3009 ック 横浜市港北区綱島東２－１９－３ （補管）第7249号          平成27年 7月 1日
     ２ハイツＺＡＭＡ　Ａ／Ｂ
     045-549-6430  (045-549-6430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019093,010.7 新横浜プリンスペペ歯〒222-0033 （補管）第7255号          平成27年 9月 1日
     港歯3010 科クリニック 横浜市港北区新横浜３－４新横浜
     プリンスペペ３Ｆ
     045-472-3888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1020093,011.5 はば歯科クリニック新〒222-0026 （歯ＣＡＤ）第2139号      平成27年10月 1日
     港歯3011 横浜 横浜市港北区篠原町２９８７－８ （補管）第7274号          平成27年10月 1日
     －１Ｆ
     045-947-4326  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021093,012.3 医療法人社団優喜会　〒222-0037 （手顕微加）第19号        平成28年 4月 1日
     港歯3012 新田歯科クリニック 横浜市港北区大倉山４－３３－９ （根切顕微）第13号        平成28年 4月 1日
     045-633-4200  （補管）第7339号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022093,013.1 菊名デンタルクリニッ〒222-0011 （歯ＣＡＤ）第2344号      平成28年 3月 1日
     港歯3013 ク 横浜市港北区菊名６－１７－１　 （補管）第7356号          平成28年 3月 1日
     藤和菊名ビル１Ｆ１０２
     045-834-8889  (045-834-8895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023093,014.9 園田歯科医院 〒223-0053 （歯訪診）第3281号        平成29年 4月 1日
     港歯3014 横浜市港北区綱島西２－７－３　 （補管）第7381号          平成28年 4月 1日
     ＮＩＣハイム綱島第５　１０３
     045-834-7680  (045-834-7690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024093,015.6 小嶋歯科医院 〒223-0051 （補管）第7399号          平成28年 4月 1日
     港歯3015 横浜市港北区箕輪町２－４－３４
     045-563-4181  (045-563-8007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025093,016.4 サンテラス歯科 〒223-0062 （補管）第7400号          平成28年 4月 1日
     港歯3016 横浜市港北区日吉本町１－２３－
     １３　旭ビル２Ｆ
     045-563-6483  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026093,017.2 三田デンタルオフィス〒223-0053 （補管）第7401号          平成28年 4月 1日
     港歯3017 横浜市港北区綱島西１－６－２　
     若泉ビル３Ｆ
     045-531-3350  (045-531-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027093,018.0 岸根公園歯科 〒222-0026 （歯ＣＡＤ）第2531号      平成28年 2月29日
     港歯3018 横浜市港北区篠原町１１２１－４ （補管）第7402号          平成28年 2月29日
     ２　
     045-401-8008  (045-401-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028093,019.8 ながおか歯科医院 〒223-0061 （外来環）第809号         平成28年 5月 1日
     港歯3019 横浜市港北区日吉２－４－１０　 （歯ＣＡＤ）第2575号      平成28年 5月 1日
     バロン日吉ビル２Ｆ （ＧＴＲ）第460号         平成28年 5月 1日
     045-562-8049  (045-562-8049) （補管）第7436号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1029093,020.6 中村歯科クリニック 〒223-0061 （外来環）第874号         平成28年 6月 1日
     港歯3020 横浜市港北区日吉６－３－３３　 （歯訪診）第3115号        平成29年 4月 1日
     サンビスタ日吉１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2678号      平成28年 6月 1日
     045-561-8211  （補管）第7470号          平成28年 6月 1日
     （１７５）第3048号        平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030093,021.4 ＳＡＮＴＥ　ＤＥＮＴ〒222-0037 （外来環）第992号         平成28年11月 1日
     港歯3021 ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 横浜市港北区大倉山１－１７－１ （歯訪診）第2894号        平成29年 4月 1日
     ３　ファミーユ第２前川ビル１階 （手顕微加）第144号       平成28年 7月 1日
     －Ｆ （歯ＣＡＤ）第126194号    平成28年10月 1日
     045-642-8469  （根切顕微）第105号       平成28年 7月 1日
     （補管）第7461号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031093,022.2 安藤歯科医院 〒223-0064 （外来環）第987号         平成28年 9月 1日
     港歯3022 横浜市港北区下田町５－１－３ （医管）第1971号          平成28年 9月 1日
     045-561-4118  (045-561-4118) （か強診）第393号         平成29年 2月 1日
     （歯援診）第625号         平成29年 2月 1日
     （手顕微加）第191号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126206号    平成28年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第481号         平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第156号       平成29年 1月 1日
     （補管）第7518号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032093,023.0 桜デンタルクリニック〒222-0026 （歯訪診）第2996号        平成29年 4月 1日
     港歯3023 横浜市港北区篠原町１２６８－４ （歯ＣＡＤ）第126215号    平成28年 9月 1日
     　スカイハイム１０１ （補管）第7519号          平成28年 9月 1日
     045-434-7100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033093,024.8 前田歯科医院 〒223-0062 （歯訪診）第2378号        平成29年 2月 1日
     港歯3024 横浜市港北区日吉本町３－３３－ （補管）第7552号          平成28年11月 1日
     １４　第８マルシンビル　２０１
     045-564-1182  (045-564-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034093,025.5 和田デンタルクリニッ〒223-0053 （歯ＣＡＤ）第126323号    平成29年 2月 1日
     港歯3025 ク 横浜市港北区綱島西２－２－１ （補管）第7573号          平成29年 2月 1日
     045-547-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035093,027.1 斉藤歯科クリニック 〒223-0062 （歯ＣＡＤ）第126501号    平成29年 5月 1日
     港歯3027 横浜市港北区日吉本町１－２２－ （補管）第7666号          平成29年 5月 1日
     ９　浅間ビル２Ｆ
     045-562-8239  (045-562-8338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1036093,028.9 楓歯科クリニック 〒223-0057 （外来環）第1367号        平成29年 9月13日
     港歯3028 横浜市港北区新羽町１６８９－１ （医管）第2176号          平成29年 9月13日
     　Ｕ～ｍｕ　ＮＥＷ　ＷＩＮＧ　 （か強診）第579号         平成29年 9月13日
     Ｖ　３Ｆ （歯援診）第781号         平成29年 9月13日
     045-531-0555  (045-531-0555) （手顕微加）第243号       平成29年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126637号    平成29年 9月13日
     （根切顕微）第215号       平成29年10月 1日
     （補管）第7726号          平成29年 9月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037093,029.7 ながい歯科クリニック〒223-0062 （補管）第7780号          平成30年 1月 1日
     港歯3029 横浜市港北区日吉本町１－３３－
     ３４　日吉堂ビル１Ｆ
     045-562-4618  (045-562-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038093,030.5 米山歯科クリニック 〒222-0025 （歯訪診）第3461号        平成30年 1月 1日
     港歯3030 横浜市港北区篠原西町１８－１５ （歯ＣＡＤ）第126842号    平成30年 1月 1日
     045-402-7310  (045-402-7310) （補管）第7781号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039094,361.3 井上歯科医院 〒222-0037 （歯訪診）第2117号        平成28年 9月 1日
     港歯361 横浜市港北区大倉山３－４２－１ （歯ＣＡＤ）第1865号      平成27年 6月 1日
     ６　大倉山ガーデンシティ１階 （補管）第3444号          平成 8年 5月 1日
     045-543-2324  (1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040094,364.7 関口歯科医院 〒222-0011 （外来環）第1143号        平成29年 3月 1日
     港歯364 横浜市港北区菊名６－１８－２ （か強診）第440号         平成29年 3月 1日
     045-421-6874  （歯訪診）第2242号        平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1686号      平成27年 4月 1日
     （補管）第3596号          平成 8年 9月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041094,367.0 はしもと歯科医院 〒223-0061 （歯ＣＡＤ）第1687号      平成27年 4月 1日
     港歯367 横浜市港北区日吉７－１２－５エ （補管）第3685号          平成 9年 5月23日
     クセル・シオール日吉１０１号
     045-565-4466  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042094,368.8 医療法人社団　藤生会〒222-0004 （歯ＣＡＤ）第989号       平成26年 9月 1日
     港歯368 　ファミール歯科 横浜市港北区大曽根台１７－１４ （補管）第3739号          平成 9年 9月 1日
     　１階
     045-531-6304  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043094,370.4 医療法人社団　青南会〒223-0052 （補管）第4454号          平成 9年 8月 1日
     港歯370 　綱島歯科医院 横浜市港北区綱島東１－１－１８
     鹿島ビル２階
     045-544-5758  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044094,372.0 北川歯科医院 〒223-0053 （歯訪診）第2243号        平成28年12月 1日
     港歯372 横浜市港北区綱島西２－９－５ （歯ＣＡＤ）第2242号      平成27年12月 1日
     045-543-0418  （補管）第3779号          平成 9年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1045094,376.1 西原デンタルクリニッ〒222-0033 （補管）第3850号          平成10年 6月15日
     港歯376 ク 横浜市港北区新横浜２－１－１８ （１７５）第1557号        平成14年 4月 1日
     三田ビル４Ｆ
     045-473-9668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046094,377.9 三保歯科 〒222-0037 （歯ＣＡＤ）第126153号    平成28年 9月 1日
     港歯377 横浜市港北区大倉山３－２６－６ （補管）第746号           平成10年 9月 1日
     　三保クリニックビル２Ｆ
     045-546-6408  (045-546-6408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047094,379.5 北薗歯科医院 〒223-0051 （補管）第4740号          平成14年 5月 1日
     港歯379 横浜市港北区箕輪町２－２－２ケ
     イケイビル１・２階
     045-562-1145  (045-562-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048094,383.7 ミユキ歯科医院 〒223-0062 （歯訪診）第3116号        平成29年 4月 1日
     港歯383 横浜市港北区日吉本町１－３－１ （手顕微加）第157号       平成28年 8月 1日
     １早川ビル２Ｆ （ＧＴＲ）第48号          平成20年 4月 1日
     045-562-6497  (045-562-6523) （補管）第3964号          平成12年 2月15日
     （１７５）第1568号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049094,384.5 近藤デンタルクリニッ〒223-0061 （歯訪診）第2515号        平成29年 3月 1日
     港歯384 ク 横浜市港北区日吉２－４－２ （歯ＣＡＤ）第2300号      平成28年 2月 1日
     045-564-1395  (045-564-1395) （補管）第3972号          平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050094,385.2 グレイセスデンタルオ〒222-0013 （補管）第4678号          平成14年 4月 1日
     港歯385 フィス 横浜市港北区錦が丘５－２ザ・グ
     レイセス菊名１０７
     045-433-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051094,386.0 ワザワ歯科医院 〒223-0055 （歯訪診）第2997号        平成29年 4月 1日
     港歯386 横浜市港北区綱島上町４０ （補管）第795号           平成11年 6月 1日
     045-541-0012  (045-541-3811) （１７５）第1569号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052094,395.1 尾関歯科クリニック 〒223-0064 （歯ＣＡＤ）第990号       平成26年 9月 1日
     港歯395 横浜市港北区下田町３－２３－１ （補管）第4254号          平成12年 8月 1日
     １
     045-563-8107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053094,397.7 マメド鈴木歯科医院 〒222-0032 （外来環）第502号         平成25年12月 1日
     港歯397 横浜市港北区大豆戸町４８０－１ （か強診）第10号          平成28年 4月 1日
     菊名ハイツ１－１１１ （歯援診）第303号         平成29年 2月 1日
     045-430-5160  (045-430-5161) （在推進）第45号          平成26年 5月 1日
     （歯リハ２）第433号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第397号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第399号         平成26年 5月 1日
     （補管）第4265号          平成12年 8月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1054094,398.5 医療法人社団　青松会〒223-0061 （医管）第1984号          平成28年10月 1日
     港歯398 　ステーションビル歯横浜市港北区日吉２－１－１東急 （補管）第4299号          平成12年11月15日
     科医院 日吉駅ビル南館３Ｆ （１７５）第1571号        平成14年 4月 1日
     045-566-2088  (045-566-2088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055094,399.3 藤田歯科医院 〒223-0058 （補管）第4310号          平成12年12月15日
     港歯399 横浜市港北区新吉田東８－２９－ （１７５）第1572号        平成14年 4月 1日
     ３６エスペランサ第３綱島１Ｆ
     045-545-1264  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056094,401.7 青木歯科医院 〒223-0064 （歯ＣＡＤ）第126295号    平成29年 1月 1日
     港歯401 横浜市港北区下田町４－１サンヴ （補管）第4384号          平成13年 5月 1日
     ァリエ日吉１５－３
     045-563-3320  (045-563-3320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057094,402.5 都築歯科クリニック 〒223-0053 （補管）第4397号          平成13年 6月 1日
     港歯402 横浜市港北区綱島西２－１７－１
     ８酒のタケオ第２ビル２Ｆ
     045-531-9951  (045-531-9951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058094,404.1 つづき歯科クリニック〒223-0052 （外来環）第718号         平成28年 1月 1日
     港歯404 横浜市港北区綱島東４－８－２９ （医管）第484号           平成18年 4月 1日
     井上ビル１０１ （歯訪診）第1836号        平成28年 4月 1日
     045-547-5963  (045-547-5963) （手顕微加）第164号       平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第148号       平成28年12月 1日
     （補管）第4435号          平成13年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059094,406.6 山本歯科クリニック 〒222-0001 （歯ＣＡＤ）第562号       平成26年 6月 1日
     港歯406 横浜市港北区樽町２－６－４０Ｔ （補管）第4546号          平成13年11月 1日
     －ＰＬＡＴＺ２Ｆ
     045-533-6234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060094,407.4 吉田歯科診療室 〒222-0011 （歯訪診）第3117号        平成29年 4月 1日
     港歯407 横浜市港北区菊名４－２－６－３ （補管）第4551号          平成13年11月15日
     ０２
     045-401-2888  (045-401-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061094,409.0 よしの歯科医院 〒222-0036 （歯ＣＡＤ）第251号       平成26年 4月 1日
     港歯409 横浜市港北区小机町２５５６ （ＧＴＲ）第430号         平成27年 7月 1日
     045-474-2552  (045-474-2552) （補管）第4649号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062094,411.6 りりあタウン歯科 〒222-0001 （歯訪診）第3118号        平成29年 4月 1日
     港歯411 横浜市港北区樽町３－６－３８り （歯ＣＡＤ）第398号       平成26年 5月 1日
     りあタウン２Ｆ （補管）第4797号          平成14年 5月15日
     045-540-8800  (045-540-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1063094,412.4 安澤歯科医院 〒223-0062 （歯訪診）第2998号        平成29年 4月 1日
     港歯412 横浜市港北区日吉本町１－７－５ （補管）第4856号          平成14年 7月15日
     045-564-0510  (045-564-0510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064094,415.7 医療法人社団愛誓会　〒222-0057 （歯訪診）第2516号        平成29年 3月 1日
     港歯415 新羽駅前歯科 横浜市港北区新羽町１６９０－１ （歯ＣＡＤ）第2035号      平成27年 8月 1日
     クォーレ新羽１階－３号室 （補管）第4608号          平成15年 3月 1日
     045-534-2818  (045-534-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065094,416.5 綱島駅前歯科医院 〒223-0053 （外来環）第1252号        平成29年 6月 1日
     港歯416 横浜市港北区綱島西１－６－１６ （歯訪診）第2999号        平成29年 4月 1日
     馬渕ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第192号       平成26年 4月 1日
     045-533-2900  (045-533-2902) （補管）第4888号          平成15年 4月 1日
     （１７５）第2924号        平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066094,417.3 友愛デンタルクリニッ〒222-0033 （歯ＣＡＤ）第126263号    平成28年12月 1日
     港歯417 ク 横浜市港北区新横浜３－１６－１ （ＧＴＲ）第297号         平成21年 9月 1日
     ０京浜建物第３ビル２０１ （補管）第5992号          平成21年 9月 1日
     045-473-6120  (045-473-2270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067094,418.1 松林歯科 〒222-0032 （歯ＣＡＤ）第2435号      平成28年 4月 1日
     港歯418 横浜市港北区大豆戸町９２４－１ （補管）第5007号          平成15年 6月 1日
     045-540-7111  (045-540-7113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068094,419.9 脇本矯正歯科医院 〒223-0062 （補管）第5173号          平成16年 7月 1日
     港歯419 横浜市港北区日吉本町１－２５－ （矯診）第115号           平成22年 4月 1日
     ２４原田ビル２Ｆ （顎診）第78号            平成18年 4月 1日
     045-564-1184  (045-564-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069094,425.6 わきやま歯科医院 〒222-0032 （歯ＣＡＤ）第1786号      平成27年 5月 1日
     港歯425 横浜市港北区大豆戸町１－２ （補管）第5131号          平成16年 4月 1日
     045-540-2676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070094,426.4 伊集院歯科医院 〒222-0003 （補管）第737号           平成16年 4月 1日
     港歯426 横浜市港北区大曽根町１－２１－ （１７５）第2861号        平成16年 4月 1日
     １
     045-542-3634  (045-542-3634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071094,429.8 妙蓮寺歯科クリニック〒222-0011 （外来環）第687号         平成27年10月 1日
     港歯429 横浜市港北区菊名１－９－３１第 （医管）第1876号          平成28年 7月 1日
     ２川國ビル１Ｆ （か強診）第190号         平成28年 7月 1日
     045-434-4107  (045-434-4164) （歯援診）第529号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第195号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1196号      平成26年11月 1日
     （歯技工）第245号         平成28年10月 1日
     （補管）第4399号          平成16年 6月 1日
     （酸単）第40114号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1072094,430.6 反田歯科医院 〒223-0063 （歯訪診）第2783号        平成29年 4月 1日
     港歯430 横浜市港北区高田東３－１－２１ （歯ＣＡＤ）第2647号      平成28年 7月 1日
     　２Ｆ （補管）第801号           平成16年 5月13日
     045-531-4153  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073094,431.4 眞美デンタルオフィス〒223-0062 （外来環）第876号         平成28年 7月 1日
     港歯431 横浜市港北区日吉本町１－１９－ （か強診）第219号         平成28年 7月 1日
     １６ （歯援診）第204号         平成29年 2月 1日
     045-563-4418  (045-560-5313) （手顕微加）第132号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1618号      平成27年 3月 1日
     （根切顕微）第223号       平成29年12月 1日
     （補管）第5192号          平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074094,432.2 いとう歯科クリニック〒222-0032 （外来環）第653号         平成27年 7月 1日
     港歯432 横浜市港北区大豆戸町２１２－１ （医管）第2189号          平成29年12月 1日
     ラ・グランデ菊名１Ｆ （か強診）第576号         平成29年10月 1日
     045-439-6110  (045-439-6115) （歯訪診）第2784号        平成29年 4月 1日
     （補管）第5237号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075094,433.0 長谷川歯科医院 〒223-0065 （外来環）第840号         平成28年 7月 1日
     港歯433 横浜市港北区高田東４－１１－２ （か強診）第191号         平成28年 7月 1日
     ０ （歯訪診）第2169号        平成28年10月 1日
     045-531-6451  (045-531-6451) （咀嚼機能）第12号        平成28年 7月 1日
     （手顕微加）第145号       平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1520号      平成27年 2月 1日
     （根切顕微）第106号       平成28年 7月 1日
     （補管）第5936号          平成21年 5月25日
     （酸単）第40115号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076094,434.8 新横浜歯科医院 〒222-0033 （外来環）第286号         平成20年11月 1日
     港歯434 横浜市港北区新横浜３－６－５新 （医管）第2177号          平成29年11月 1日
     横浜第一生命ビルディング３Ｆ （か強診）第326号         平成28年11月 1日
     045-472-0107  (045-474-2398) （歯援診）第569号         平成28年10月 1日
     （手顕微加）第20号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第877号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第142号         平成22年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第300号         平成21年11月 1日
     （根切顕微）第149号       平成28年12月 1日
     （補管）第4453号          平成17年 1月 1日
     （矯診）第122号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第122号           平成18年 8月 1日
     （酸単）第40116号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1077094,435.5 花井歯科診療所 〒222-0032 （手顕微加）第21号        平成28年 4月 1日
     港歯435 横浜市港北区大豆戸町２２９９－ （歯ＣＡＤ）第878号       平成26年 8月 1日
     １菊名ビル３Ｆ （ＧＴＲ）第298号         平成21年10月 1日
     045-433-6572  (045-433-6583) （根切顕微）第150号       平成28年12月 1日
     （補管）第710号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078094,437.1 アイ歯科クリニック 〒223-0058 （補管）第5322号          平成17年 6月 1日
     港歯437 横浜市港北区新吉田東５－７４－
     ５
     045-532-1182  (045-532-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079094,439.7 後藤歯科医院 〒222-0037 （歯訪診）第2024号        平成28年 7月 1日
     港歯439 横浜市港北区大倉山５－１５－５ （補管）第5334号          平成17年 6月15日
     シャルム大倉山１０２
     045-540-7405  (045-540-7410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080094,440.5 クニオデンタルクリニ〒222-0021 （歯訪診）第2170号        平成28年10月 1日
     港歯440 ック 横浜市港北区篠原北１－３－４１ （歯ＣＡＤ）第1069号      平成26年10月 1日
     045-435-1182  (045-435-1182) （補管）第5352号          平成17年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081094,442.1 昭立歯科医院 〒223-0052 （歯ＣＡＤ）第126824号    平成30年 2月 1日
     港歯442 横浜市港北区綱島東４－８－１３ （補管）第5383号          平成17年11月 1日
     045-531-1203  (045-531-8866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082094,444.7 あおきデンタルクリニ〒222-0011 （歯ＣＡＤ）第2648号      平成28年 7月 1日
     港歯444 ック 横浜市港北区菊名４－３－１７第 （補管）第5444号          平成18年 4月 1日
     二青木ビル１Ｆ
     045-432-0248  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083094,445.4 きけがわ歯科医院 〒222-0033 （外来環）第108号         平成20年 4月 1日
     港歯445 横浜市港北区新横浜２－１２－１ （医管）第278号           平成18年 4月 1日
     光伸ビル２Ｆ （歯訪診）第1946号        平成28年 6月 1日
     045-472-6868  (045-472-6868) （歯ＣＡＤ）第25号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第175号         平成20年 4月 1日
     （補管）第5445号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084094,446.2 古市歯科医院 〒223-0053 （歯訪診）第2785号        平成29年 4月 1日
     港歯446 横浜市港北区綱島西１－７－１５ （歯技工）第103号         平成22年 4月 1日
     045-531-1107  (045-542-7170) （補管）第759号           平成18年 3月19日
     （１７５）第1517号        平成18年 3月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085094,447.0 ホワイトランド歯科 〒223-0061 （歯訪診）第2889号        平成29年 4月 1日
     港歯447 横浜市港北区日吉３－１－２１引 （歯ＣＡＤ）第399号       平成26年 5月 1日
     地ビル１Ｆ （補管）第5469号          平成18年 5月 1日
     045-563-8882  (045-563-8884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1086094,449.6 こうやま歯科医院 〒223-0059 （歯訪診）第2890号        平成29年 4月 1日
     港歯449 横浜市港北区北新横浜１－２－３ （歯ＣＡＤ）第1787号      平成27年 5月 1日
     三橋ビル１Ｆ （補管）第5526号          平成18年10月 1日
     045-349-2600  (045-349-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087094,450.4 すやまデンタルクリニ〒222-0026 （歯訪診）第2517号        平成29年 3月 1日
     港歯450 ック 横浜市港北区篠原町１１２９岸根 （歯ＣＡＤ）第1866号      平成27年 5月 1日
     公園駅前ＵＵビル１Ｆ （補管）第4526号          平成18年11月 1日
     045-438-3453  (045-438-3453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088094,451.2 医療法人社団　清美会〒222-0037 （外来環）第1010号        平成28年12月 1日
     港歯451 　清水歯科医院 横浜市港北区大倉山３－２－３３ （か強診）第345号         平成28年12月 1日
     　大倉屋ビル２Ｆ （歯援診）第19号          平成28年12月 1日
     045-542-6487  (045-542-6487) （在歯管）第30号          平成22年 4月 1日
     （在推進）第93号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第991号       平成26年 9月 1日
     （補管）第692号           平成18年12月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089094,452.0 亀井歯科医院 〒222-0025 （歯訪診）第2786号        平成29年 4月 1日
     港歯452 横浜市港北区篠原西町１－１２ （歯ＣＡＤ）第733号       平成26年 7月 1日
     045-421-7110  (045-421-7110) （歯技工）第4号           平成22年 4月 1日
     （補管）第768号           平成19年 1月 1日
     （１７５）第1512号        平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090094,454.6 ひまわり歯科矯正歯科〒222-0033 （歯ＣＡＤ）第1688号      平成27年 4月 1日
     港歯454 横浜市港北区新横浜１－２１－２ （補管）第5515号          平成19年 3月 1日
     ０
     045-473-1808  (045-473-1808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091094,459.5 中村歯科医院 〒223-0066 （歯訪診）第2379号        平成29年 2月 1日
     港歯459 横浜市港北区高田西１－１６－２ （歯ＣＡＤ）第1164号      平成26年10月 1日
     ０サンプラザ綱島１０７号 （補管）第774号           平成19年 8月 1日
     045-592-4183  (045-592-4183) （１７５）第1550号        平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092094,460.3 にいやま歯科 〒223-0058 （ＧＴＲ）第195号         平成20年 5月 1日
     港歯460 横浜市港北区新吉田東８－４１－ （補管）第5657号          平成19年 9月 1日
     １　アリエッタパームⅣ―１０２
     045-544-2882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093094,461.1 たまみ歯科クリニック〒222-0023 （歯訪診）第2380号        平成29年 2月 1日
     港歯461 横浜市港北区仲手原２－４５－１ （歯ＣＡＤ）第734号       平成26年 7月 1日
     ７パル青柳１Ｆ （補管）第5691号          平成19年12月 1日
     045-432-2644  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1094094,464.5 せきのデンタルクリニ〒223-0052 （外来環）第1037号        平成29年 1月 1日
     港歯464 ック 横浜市港北区綱島東１－９－１６ （医管）第2026号          平成29年 1月 1日
     リビオ綱島１Ｆ （在歯管）第257号         平成29年 1月 1日
     045-541-4618  (045-541-4618) （歯訪診）第2283号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1197号      平成26年11月 1日
     （補管）第5686号          平成19年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095094,466.0 歯科診療所優会 〒222-0013 （歯訪診）第2381号        平成29年 2月 1日
     港歯466 横浜市港北区錦が丘１６－１３　 （補管）第5729号          平成20年 3月15日
     桜ビル１Ｆ
     045-421-6466  (045-421-6466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096094,467.8 渡辺歯科医院 〒223-0065 （歯ＣＡＤ）第126893号    平成30年 3月 1日
     港歯467 横浜市港北区高田東３－３－８　 （補管）第5734号          平成20年 4月 1日
     箕輪ビル１Ｆ
     045-350-8858  (045-350-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097094,468.6 医療法人社団　藤洲会〒222-0002 （外来環）第1440号        平成30年 3月 1日
     港歯468 　トレッサファミリー横浜市港北区師岡町７００　トレ （歯ＣＡＤ）第1198号      平成26年11月 1日
     歯科 ッサ横浜１階 （補管）第5728号          平成20年 4月 1日
     045-533-5160  (045-533-5160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098094,471.0 かわもと歯科医院 〒222-0003 （補管）第5779号          平成20年 8月 1日
     港歯471 横浜市港北区大曽根１－１６－１
     ４大倉山武田ビル１０１号室
     045-308-7070  (045-308-7070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099094,472.8 タガミ歯科 〒223-0052 （歯ＣＡＤ）第1689号      平成27年 4月 1日
     港歯472 横浜市港北区綱島東５－９－１９ （補管）第5794号          平成20年10月 1日
     　１－Ｂ
     045-531-5878  (045-531-5878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100094,475.1 ひばりデンタルクリニ〒223-0065 （歯ＣＡＤ）第879号       平成26年 8月 1日
     港歯475 ック 横浜市港北区高田東３－１０－６ （補管）第5803号          平成20年11月 1日
     045-834-5800  (045-834-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101094,477.7 リーデンタルオフィス〒222-0033 （歯ＣＡＤ）第2036号      平成27年 8月 1日
     港歯477 新横浜 横浜市港北区新横浜３－６－１新 （補管）第5812号          平成20年12月 1日
     横浜ＳＲビル２Ｆ
     045-473-0608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102094,478.5 まさみ歯科医院 〒222-0024 （歯ＣＡＤ）第126680号    平成29年12月 1日
     港歯478 横浜市港北区篠原台町４－６サー （補管）第5833号          平成20年11月27日
     ジュ白楽１０６
     045-430-3213  (045-430-3213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1103094,480.1 しまだ歯科医院 〒222-0011 （歯訪診）第2787号        平成29年 4月 1日
     港歯480 横浜市港北区菊名６－３０－４７ （歯ＣＡＤ）第141号       平成26年 4月 1日
     045-710-0024  (045-710-0121) （補管）第5888号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104094,481.9 さかきばら歯科 〒222-0023 （外来環）第430号         平成24年 6月 1日
     港歯481 横浜市港北区仲手原２－４３－３ （医管）第1831号          平成28年 6月 1日
     ３ビューハイム港北１Ｆ （歯訪診）第1947号        平成28年 6月 1日
     045-431-0550  (045-431-0513) （手顕微加）第133号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126655号    平成29年11月 1日
     （根切顕微）第116号       平成28年 8月 1日
     （補管）第6607号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105094,482.7 長谷川歯科医院 〒222-0037 （補管）第5928号          平成21年 5月 1日
     港歯482 横浜市港北区大倉山１－２６－２ （１７５）第3008号        平成21年 5月 1日
     ５
     045-531-2802  (045-531-2802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106094,484.3 はっとり歯科クリニッ〒223-0051 （外来環）第1388号        平成30年 1月 1日
     港歯484 ク 横浜市港北区箕輪町３－１９－１ （歯訪診）第2788号        平成29年 4月 1日
     ６ジュネス日吉１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126651号    平成29年11月 1日
     045-566-8188  (045-566-8189) （補管）第5974号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107094,485.0 こうえい歯科クリニッ〒223-0064 （歯ＣＡＤ）第126569号    平成29年 8月 1日
     港歯485 ク 横浜市港北区下田町５－２７－１ （補管）第5993号          平成21年10月 1日
     ７筑波ビル
     045-534-7711  (045-534-7712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108094,488.4 オリーブ歯科医院 〒223-0053 （外来環）第1118号        平成29年 3月 1日
     港歯488 横浜市港北区綱島西４－８－１０ （医管）第2068号          平成29年 3月 1日
     －１Ｆ （か強診）第427号         平成29年 3月 1日
     045-534-1184  （歯援診）第606号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第284号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2436号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6011号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109094,492.6 ルトゥール歯科診療室〒223-0065 （歯ＣＡＤ）第143号       平成26年 4月 1日
     港歯492 横浜市港北区高田東４－２３－４ （補管）第6077号          平成22年 3月 1日
     クール高田３Ｆ
     045-547-3287  (045-547-3287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110094,494.2 鏑木歯科医院 〒223-0062 （補管）第6097号          平成22年 3月 1日
     港歯494 横浜市港北区日吉本町１－２５－
     ３モデリスト日吉１０１
     045-561-3716  (045-561-3716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1111094,497.5 和デンタルクリニック〒223-0052 （歯ＣＡＤ）第126324号    平成29年 2月 1日
     港歯497 横浜市港北区綱島東４－５－３ （補管）第6159号          平成22年 6月 1日
     045-533-1182  (045-533-1282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112094,498.3 コガ　デンタルオフィ〒222-0032 （補管）第6160号          平成22年 6月 1日
     港歯498 ス 横浜市港北区大豆戸町１３－１吉
     田ビル４Ｆ
     045-547-9131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113094,499.1 なかてはら歯科 〒222-0023 （歯訪診）第3192号        平成29年 4月 1日
     港歯499 横浜市港北区仲手原２－２１－１ （補管）第6198号          平成22年 9月 1日
     ４　妙蓮寺パレス１Ｆ
     045-633-8249  (045-633-8259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114094,500.6 アークデンタルクリニ〒222-0033 （医管）第2001号          平成28年12月 1日
     港歯500 ック新横浜 横浜市港北区新横浜３－８－４　 （歯訪診）第2382号        平成29年 2月 1日
     レジアス新横浜１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126623号    平成29年10月 1日
     045-474-0882  (045-474-0883) （ＧＴＲ）第459号         平成28年 4月 1日
     （補管）第6229号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115094,501.4 ココセトデンタルクリ〒222-0021 （外来環）第717号         平成28年 1月 1日
     港歯501 ニック 横浜市港北区篠原北２－１－１０ （医管）第1664号          平成28年 4月 1日
     　グリフィン菊名ＷＥＳＴ　１Ｆ （か強診）第367号         平成29年 1月 1日
     045-430-4618  (045-430-4622) （歯援診）第450号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第312号         平成29年 4月 1日
     （在推進）第72号          平成27年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1070号      平成26年10月 1日
     （補管）第6236号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116094,502.2 医療法人社団　純心会〒223-0061 （歯訪診）第2891号        平成29年 4月 1日
     港歯502 　うしかい歯科クリニ横浜市港北区日吉２－２－４　第 （補管）第6258号          平成22年12月 1日
     ック ４７東京ビル３Ｆ
     045-562-3532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117094,503.0 医療法人社団　高輪会〒222-0036 （外来環）第1437号        平成30年 3月 1日
     港歯503 　新横浜デンタルクリ横浜市港北区小机町２４６１ （か強診）第591号         平成29年12月 1日
     ニック 045-478-1814  （歯援診）第187号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2号         平成26年 4月 1日
     （補管）第6300号          平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118094,505.5 医療法人社団親和会　〒223-0062 （歯訪診）第2171号        平成28年10月 1日
     港歯505 日吉本町さくらんぼ歯横浜市港北区日吉本町３－４３－ （歯ＣＡＤ）第563号       平成26年 4月 1日
     科 ２７ （補管）第6301号          平成23年 4月 1日
     045-620-0153  (045-620-0154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1119094,506.3 あおき矯正歯科 〒223-0053
     港歯506 横浜市港北区綱島西３－１－１８
     　ローレンシアハイツ　２Ｆ
     045-546-4183  (045-546-4183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120094,507.1 町歯科口腔外科クリ〒222-0001 （補管）第6329号          平成23年 5月 1日
     港歯507 ニック 横浜市港北区 町１－２３－４
     045-541-8115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121094,508.9 花井歯科口腔外科 〒222-0011 （医管）第2185号          平成29年12月 1日
     港歯508 横浜市港北区菊名６－１３－２２ （歯訪診）第3429号        平成29年12月 1日
     －２Ｆ （手顕微加）第22号        平成28年 4月 1日
     045-421-7685  (045-401-3908) （歯ＣＡＤ）第2437号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第151号       平成28年12月 1日
     （補管）第6408号          平成23年 6月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122094,511.3 おまた歯科医院 〒223-0064 （歯ＣＡＤ）第992号       平成26年 9月 1日
     港歯511 横浜市港北区下田町４－７－１０ （補管）第6457号          平成23年12月 1日
     久保寺ハイツＣ
     045-561-2888  (045-561-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123094,512.1 オーキッド歯科クリニ〒222-0001 （う蝕無痛）第84号        平成23年11月 1日
     港歯512 ック綱島医院 横浜市港北区樽町３－２－２８　 （歯ＣＡＤ）第400号       平成26年 5月 1日
     ２Ｆ （ＧＴＲ）第351号         平成23年11月 1日
     045-633-4456  (045-633-4457) （補管）第6469号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124094,513.9 市川歯科医院 〒222-0012 （歯訪診）第3000号        平成29年 4月 1日
     港歯513 横浜市港北区富士塚１－１－９ア （歯ＣＡＤ）第9号         平成26年 4月 1日
     リマメディカ２Ｆ－Ａ （補管）第6494号          平成24年 1月 1日
     045-633-1831  (045-633-1831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125094,515.4 医療法人社団　角理会〒222-0037 （外来環）第1360号        平成29年10月 1日
     港歯515 　大倉山アルカディア横浜市港北区大倉山５－２５－１ （医管）第2188号          平成29年12月 1日
     歯科 ９ （歯ＣＡＤ）第1321号      平成26年12月 1日
     045-545-7270  (045-633-1163) （補管）第6541号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126094,517.0 久保田矯正歯科 〒223-0062 （補管）第6594号          平成24年 5月 1日
     港歯517 横浜市港北区日吉本町１－２０－ （矯診）第203号           平成24年 5月 1日
     ２ティーエムビル３Ｆ （顎診）第154号           平成24年 5月 1日
     045-563-5767  (045-563-5767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127094,518.8 長光歯科医院 〒223-0062 （補管）第6584号          平成24年 5月 1日
     港歯518 横浜市港北区日吉本町１－３－１
     ８甲南ビル２Ｆ
     045-563-7575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1128094,519.6 小机歯科医院 〒222-0036 （外来環）第427号         平成24年 5月 1日
     港歯519 横浜市港北区小机町１５０８－１ （歯特連）第49号          平成28年 4月 1日
     045-472-7102  (045-472-7102) （医管）第1575号          平成24年11月 1日
     （か強診）第11号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第451号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第64号          平成24年11月 1日
     （在推進）第17号          平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第23号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第218号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第227号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第166号       平成29年 3月 1日
     （補管）第6595号          平成24年 5月 1日
     （酸単）第40117号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129094,520.4 医療法人社団　藤洲会〒222-0002 （歯ＣＡＤ）第1521号      平成26年11月 1日
     港歯520 　トレッサファミリー横浜市港北区師岡町７００トレッ （補管）第6585号          平成24年 6月 1日
     歯科アネックス サ横浜１Ｆ
     045-541-8980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130094,522.0 高田歯科クリニック 〒223-0053 （外来環）第654号         平成27年 7月 1日
     港歯522 横浜市港北区綱島西２－６－１７ （医管）第2206号          平成30年 2月 1日
     黒川ビル２Ｆ （か強診）第630号         平成30年 2月 1日
     045-642-4002  (045-642-4003) （歯援診）第751号         平成29年 7月 1日
     （在歯管）第75号          平成26年 4月 1日
     （歯リハ２）第249号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第402号       平成26年 5月 1日
     （補管）第6608号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131094,523.8 かず歯科医院 〒222-0037 （歯ＣＡＤ）第403号       平成26年 5月 1日
     港歯523 横浜市港北区大倉山２－１－１４ （補管）第6653号          平成24年10月 1日
     久保田ビル３０１
     045-541-4182  (045-541-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132094,525.3 ふぉれすと歯科 〒223-0058 （外来環）第841号         平成28年 7月 1日
     港歯525 横浜市港北区新吉田東１－５－１ （歯ＣＡＤ）第880号       平成26年 8月 1日
     045-543-3613  (045-543-3713) （補管）第6663号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133094,526.1 ふかい歯科クリニック〒222-0037 （歯ＣＡＤ）第126820号    平成30年 2月 1日
     港歯526 横浜市港北区大倉山３－５－２２ （補管）第6685号          平成24年12月 1日
     　１Ｆ （酸単）第40473号         平成29年 4月 1日
     045-642-6020  (045-642-6021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134094,528.7 医療法人社団優喜会　〒222-0037 （外来環）第483号         平成25年 5月 1日
     港歯528 大倉山駅前新田歯科ク横浜市港北区大倉山１－３－１３ （医管）第1921号          平成28年 8月 1日
     リニック 　２Ｆ （補管）第6796号          平成25年 5月 1日
     045-531-7300  (045-531-7411)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1135094,529.5 大倉山歯科 〒222-0037 （歯訪診）第2789号        平成29年 4月 1日
     港歯529 横浜市港北区大倉山２－２－１エ （補管）第6848号          平成25年10月 1日
     ルム３９２ビル１号
     045-531-4180  (045-531-4180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136100,008.2 医療法人　佐々木歯科〒244-0003 （外来環）第61号          平成20年 4月 1日
     戸歯8 医院 横浜市戸塚区戸塚町８ラピス戸塚 （歯訪診）第2519号        平成29年 3月 1日
     ２　２Ｆ （歯ＣＡＤ）第994号       平成26年 9月 1日
     045-881-0436  (045-881-0445) （補管）第858号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2624号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137100,063.7 続歯科医院 〒244-0802 （歯訪診）第3001号        平成29年 4月 1日
     戸歯63 横浜市戸塚区平戸２－２８－１７ （歯ＣＡＤ）第2037号      平成27年 8月 1日
     045-822-7982  （補管）第868号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138100,115.5 佐藤歯科医院 〒244-0003 （補管）第864号           平成 8年 4月 1日
     戸歯115 横浜市戸塚区戸塚町４９１２ （酸単）第40118号         平成29年 4月 1日
     045-881-1990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139100,117.1 秋本歯科医院 〒244-0003 （歯訪診）第2790号        平成29年 4月 1日
     戸歯117 横浜市戸塚区戸塚町３９２９サン （補管）第6678号          平成24年10月 1日
     シャイン渡辺ビル２Ｆ２０１
     045-861-5220  (045-865-2242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140100,125.4 北沢歯科医院 〒244-0002 （補管）第873号           平成 8年 4月 1日
     戸歯125 横浜市戸塚区矢部町２３２ （１７５）第1582号        平成14年 4月 1日
     045-881-2630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141100,128.8 安達歯科医院 〒245-0062 （補管）第870号           平成 8年 4月 1日
     戸歯128 横浜市戸塚区汲沢町１１６１－１
     石井ビル
     864-1017      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142100,130.4 馬渕歯科医院 〒244-0817 （補管）第887号           平成 8年 4月 1日
     戸歯130 横浜市戸塚区吉田町９１４東栄ビ （１７５）第1583号        平成14年 4月 1日
     ル２Ｆ
     045-864-1108  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143100,131.2 阿部歯科医院 〒244-0813 （補管）第879号           平成 8年 4月 1日
     戸歯131 横浜市戸塚区舞岡１－３２－２ （１７５）第1584号        平成14年 4月 1日
     045-823-0594  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144100,143.7 セントラル歯科 〒244-0003 （歯ＣＡＤ）第2038号      平成27年 8月 1日
     戸歯143 横浜市戸塚区戸塚町４５－１ （補管）第6569号          平成24年 3月27日
     045-864-5233  (045-864-5239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1145100,144.5 ドリーム鈴木歯科医院〒245-0066 （歯訪診）第2200号        平成28年11月 1日
     戸歯144 横浜市戸塚区俣野町１４０４－８ （歯ＣＡＤ）第2649号      平成28年 7月 1日
     045-852-9550  (045-852-9551) （補管）第3400号          平成16年 2月 4日
     （１７５）第1586号        平成16年 2月 4日
     （酸単）第40333号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146100,152.8 大沢歯科医院 〒244-0802 （補管）第894号           平成 8年 4月 1日
     戸歯152 横浜市戸塚区平戸１－２９－６－ （１７５）第1587号        平成14年 4月 1日
     １０２号
     045-824-1551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147100,178.3 ミヤコ歯科 〒244-0817 （歯訪診）第3002号        平成29年 4月 1日
     戸歯178 横浜市戸塚区吉田町１４４－７ （補管）第4705号          平成14年 4月 1日
     045-862-9090  （１７５）第1592号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148100,185.8 前阪歯科医院 〒244-0812 （外来環）第346号         平成22年 2月 1日
     戸歯185 横浜市戸塚区柏尾町８２５ （か強診）第368号         平成29年 1月 1日
     045-823-4836  （歯援診）第607号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1598号      平成27年 2月 1日
     （補管）第860号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1593号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149100,191.6 歯科　佐藤 〒244-0003 （外来環）第255号         平成20年10月 1日
     戸歯191 横浜市戸塚区戸塚町４１７５－３ （医管）第1665号          平成28年 4月 1日
     045-881-0156  (045-881-0199) （か強診）第12号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第163号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第156号         平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第67号        平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2039号      平成27年 8月 1日
     （歯技工）第120号         平成22年 4月 1日
     （補管）第874号           平成18年 7月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150100,192.4 エサシカ歯科医院 〒244-0804 （補管）第815号           平成11年 3月29日
     戸歯192 横浜市戸塚区前田町５０１－９東
     戸塚ＹＳビル１０１
     045-824-1060  (045-824-1062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151100,194.0 松山歯科 〒244-0003 （歯ＣＡＤ）第2302号      平成28年 2月 1日
     戸歯194 横浜市戸塚区戸塚町４７８９松山 （補管）第869号           平成 8年 4月 1日
     ビル２Ｆ （１７５）第1594号        平成14年 4月 1日
     045-871-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152100,196.5 オザサ歯科医院 〒244-0804 （補管）第893号           平成 8年 4月 1日
     戸歯196 横浜市戸塚区前田町５１６－１ （１７５）第1595号        平成14年 4月 1日
     045-824-0778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1153100,207.0 たかはし歯科医院 〒244-0801 （歯ＣＡＤ）第1788号      平成27年 5月 1日
     戸歯207 横浜市戸塚区品濃町５２３－３マ （補管）第877号           平成 8年 4月 1日
     サカビル
     045-821-8811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154100,212.0 鈴木歯科医院 〒244-0815 （補管）第820号           平成 8年 4月 1日
     戸歯212 横浜市戸塚区下倉田町６８２　金
     子ビル２Ｆ
     045-861-3522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155100,216.1 三条歯科医院 〒244-0802 （歯訪診）第2624号        平成29年 3月 1日
     戸歯216 横浜市戸塚区平戸５－１ （歯ＣＡＤ）第736号       平成26年 7月 1日
     045-823-0600  （補管）第841号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156100,218.7 クリケ歯科クリニック〒244-0002 （歯ＣＡＤ）第2100号      平成27年 9月 1日
     戸歯218 横浜市戸塚区矢部町１２０５ （補管）第845号           平成 8年 4月 1日
     045-871-7711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157100,221.1 茂木歯科クリニック 〒244-0801 （補管）第832号           平成 8年 4月 1日
     戸歯221 横浜市戸塚区品濃町５３９－６　
     045-824-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158100,224.5 せや歯科クリニック 〒244-0002 （補管）第849号           平成 8年 4月 1日
     戸歯224 横浜市戸塚区矢部町２６０天野ビ （１７５）第1597号        平成14年 4月 1日
     ル１Ｆ
     045-871-2966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159100,227.8 酒井歯科診療所 〒244-0003 （外来環）第1038号        平成29年 1月 1日
     戸歯227 横浜市戸塚区戸塚町３８８２ＭＫ （か強診）第369号         平成29年 1月 1日
     ビル１Ｆ （歯援診）第86号          平成29年 1月 1日
     045-864-1842  （歯ＣＡＤ）第1690号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第253号         平成20年 7月 1日
     （補管）第888号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1599号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160100,229.4 中島歯科医院 〒245-0051 （歯ＣＡＤ）第2255号      平成28年 1月 1日
     戸歯229 横浜市戸塚区名瀬町７７９－３６ （補管）第889号           平成 8年 4月 1日
     045-812-5064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161100,235.1 戸塚ガーデン歯科 〒245-0051 （歯ＣＡＤ）第2101号      平成27年 9月 1日
     戸歯235 横浜市戸塚区名瀬町５２－１戸塚 （補管）第844号           平成 8年 4月 1日
     ガーデン１０１号 （１７５）第1600号        平成14年 4月 1日
     045-812-7971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1162100,236.9 高野歯科医院 〒245-0053 （歯ＣＡＤ）第737号       平成26年 7月 1日
     戸歯236 横浜市戸塚区上矢部町１４３６－ （補管）第876号           平成 8年 4月 1日
     １－２Ｆ （１７５）第2627号        平成14年 5月 1日
     045-812-8017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163100,239.3 大竹矯正歯科クリニッ〒244-0801 （矯診）第138号           平成22年 4月 1日
     戸歯239 ク 横浜市戸塚区品濃町５１７－６ （顎診）第79号            平成18年 4月 1日
     045-824-1717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164100,240.1 音羽歯科医院 〒245-0061 （補管）第866号           平成 8年 9月 1日
     戸歯240 横浜市戸塚区汲沢２－１４－７
     045-871-0005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165100,241.9 長谷歯科クリニック 〒245-0062 （歯訪診）第3424号        平成29年11月 1日
     戸歯241 横浜市戸塚区汲沢町１６３ （歯ＣＡＤ）第1522号      平成27年 2月 1日
     045-861-8282  （補管）第840号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166100,243.5 犬山歯科医院 〒244-0003 （歯訪診）第2521号        平成29年 3月 1日
     戸歯243 横浜市戸塚区戸塚町１６－１０ブ （歯ＣＡＤ）第2102号      平成27年 9月 1日
     ルーゲートビル２Ｆ （補管）第6125号          平成22年 3月11日
     045-862-2100  (045-306-6998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167100,244.3 森山歯科医院 〒244-0801 （補管）第867号           平成 8年 4月 1日
     戸歯244 横浜市戸塚区品濃町５５１－８た
     かみビル２０１
     045-825-5454  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168100,245.0 上田歯科医院 〒245-0061 （歯ＣＡＤ）第881号       平成26年 8月 1日
     戸歯245 横浜市戸塚区汲沢８－２９－１８ （補管）第863号           平成 9年 6月 1日
     045-864-6363  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169100,248.4 金子歯科医院 〒244-0003 （歯援診）第292号         平成28年 7月 1日
     戸歯248 横浜市戸塚区戸塚町１０８－３ （う蝕無痛）第158号       平成28年 7月 1日
     045-865-2450  （歯ＣＡＤ）第2256号      平成28年 1月 1日
     （手術歯根）第90号        平成28年 7月 1日
     （補管）第847号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170100,249.2 川口歯科医院 〒244-0801 （歯ＣＡＤ）第126723号    平成30年 1月 1日
     戸歯249 横浜市戸塚区品濃町５３５－２東 （補管）第859号           平成 8年 4月 1日
     戸塚タワ－ズシティ１ｓｔ３階
     045-825-5891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171100,250.0 ドリーム歯科医院 〒245-0067 （補管）第817号           平成13年 8月 4日
     戸歯250 横浜市戸塚区深谷町１４０５ （１７５）第1603号        平成14年 4月 1日
     045-852-4843  (045-851-7559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1172100,252.6 たに歯科医院 〒244-0801 （補管）第848号           平成 8年 4月 1日
     戸歯252 横浜市戸塚区品濃町５１３－５　
     タウンコ－ト常盤３Ｆ
     045-826-2355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173100,253.4 松本歯科クリニック 〒244-0003 （歯訪診）第3003号        平成29年 4月 1日
     戸歯253 横浜市戸塚区戸塚町３１５３－１ （補管）第854号           平成 8年 4月 1日
     045-865-1500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174100,256.7 つじ歯科医院 〒245-0065 （歯訪診）第3004号        平成29年 4月 1日
     戸歯256 横浜市戸塚区東俣野町１０２４－ （歯ＣＡＤ）第2140号      平成27年10月 1日
     ４ （補管）第7080号          平成26年10月10日
     045-852-6914  (045-852-6917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175100,259.1 横溝歯科医院 〒245-0051 （う蝕無痛）第17号        平成20年 4月 1日
     戸歯259 横浜市戸塚区名瀬町７８７－２７ （歯ＣＡＤ）第891号       平成26年 8月 1日
     045-812-1182  （手術歯根）第2号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第51号          平成20年 4月 1日
     （補管）第818号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176100,262.5 漆沢歯科医院 〒244-0816 （歯ＣＡＤ）第1691号      平成27年 4月 1日
     戸歯262 横浜市戸塚区上倉田町２１５６ノ （補管）第886号           平成 8年 4月 1日
     トスビル１Ｆ
     045-864-6071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177100,264.1 やよい歯科 〒245-0051 （補管）第816号           平成 8年 4月 1日
     戸歯264 横浜市戸塚区名瀬町７７５
     045-814-0434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178100,267.4 小野歯科医院 〒244-0805 （歯訪診）第2384号        平成29年 2月 1日
     戸歯267 横浜市戸塚区川上町１８３ （歯ＣＡＤ）第2345号      平成28年 3月 1日
     045-826-3383  （補管）第821号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179100,270.8 医療法人社団　高松歯〒245-0051 （歯訪診）第2522号        平成29年 3月 1日
     戸歯270 科医院 横浜市戸塚区名瀬町５３２－１ （歯リハ２）第327号       平成27年 9月 1日
     045-812-0875  （歯ＣＡＤ）第2395号      平成28年 4月 1日
     （歯技工）第39号          平成22年 4月 1日
     （補管）第824号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180100,271.6 ＯＣＥＡＮ’Ｓ　ＤＥ〒244-0805 （歯ＣＡＤ）第738号       平成26年 7月 1日
     戸歯271 ＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩ横浜市戸塚区川上町５２－１オリ （補管）第857号           平成 8年 4月 1日
     Ｃ ンピック東戸塚店３Ｆ （酸単）第40520号         平成29年 4月 1日
     045-825-4801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1181103,001.4 おくだデンタルクリニ〒244-0805 （歯訪診）第1867号        平成28年 5月 1日
     戸歯3001 ック第二診療所 横浜市戸塚区川上町８８－１東横 （歯ＣＡＤ）第126794号    平成30年 2月 1日
     ビル東戸塚３Ｆ （補管）第7096号          平成26年12月 1日
     045-443-6460  (045-443-6478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182103,002.2 いくた歯科クリニック〒244-0801 （歯訪診）第3119号        平成29年 4月 1日
     戸歯3002 横浜市戸塚区品濃町５２１－５東 （歯ＣＡＤ）第1692号      平成27年 4月 1日
     戸塚ナイス２Ｆ （補管）第7167号          平成27年 4月 1日
     045-820-0322  (045-820-0321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183103,003.0 とりがおか歯科 〒244-0001 （外来環）第641号         平成27年 5月 1日
     戸歯3003 横浜市戸塚区鳥が丘５１－９ （医管）第1666号          平成28年 4月 1日
     045-870-4182  (045-870-4183) （歯援診）第452号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第96号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第82号          平成28年 4月 1日
     （在推進）第94号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1789号      平成27年 5月 1日
     （補管）第7168号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184103,005.5 なつぼり歯科クリニッ〒244-0816 （補管）第7234号          平成27年 6月 1日
     戸歯3005 ク 横浜市戸塚区上倉田町４４８
     045-865-1182  (045-865-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185103,006.3 吉村歯科医院 〒244-0002 （外来環）第1289号        平成29年 7月 1日
     戸歯3006 横浜市戸塚区矢部町１８２８－６ （か強診）第601号         平成30年 1月 1日
     ４ （歯訪診）第2062号        平成28年 6月 1日
     045-881-8444  (045-881-8444) （手顕微加）第134号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2126号      平成27年 7月31日
     （根切顕微）第199号       平成29年 8月 1日
     （補管）第7266号          平成27年 7月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186103,007.1 医療法人社団Ｐｒｉｍ〒244-0003 （歯ＣＡＤ）第2257号      平成28年 1月 1日
     戸歯3007 ａｒｙＤｅｎｔａｌＣ横浜市戸塚区戸塚町６００３－５ （補管）第7327号          平成27年12月 1日
     ａｒｅ　 直子歯科 ＺＡＹＡＭＡＧＵＣＨＩ－Ｂ１
     045-869-1018  (045-869-1017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187103,008.9 戸塚ファミリー歯科ク〒244-0002 （外来環）第1327号        平成29年 8月 1日
     戸歯3008 リニック 横浜市戸塚区矢部町６１７　エス （歯訪診）第3317号        平成29年 5月 1日
     トコート１０５ （歯ＣＡＤ）第2548号      平成28年 5月 1日
     045-867-2887  (045-867-2887) （補管）第7348号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188103,009.7 原宿わたなべ歯科診療〒245-0063 （歯援診）第793号         平成30年 1月 1日
     戸歯3009 所 横浜市戸塚区原宿３－８－６　二 （歯訪診）第2385号        平成29年 2月 1日
     八五番館１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2303号      平成28年 2月 1日
     045-443-5519  (045-443-5584) （補管）第7340号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1189103,010.5 東戸塚デンタルクリニ〒244-0801 （補管）第7489号          平成28年 8月 1日
     戸歯3010 ック 横浜市戸塚区品濃町５１４－１　
     南の街七号館１０１
     045-392-9792  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190103,011.3 いいじま歯科クリニッ〒244-0816 （外来環）第969号         平成28年10月 1日
     戸歯3011 ク 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１ （医管）第1974号          平成28年10月 1日
     １　第５吉本ビル４Ｆ　Ａ号室 （歯訪診）第3236号        平成29年 4月 1日
     045-392-5211  (045-410-8815) （手顕微加）第170号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126195号    平成28年10月 1日
     （根切顕微）第130号       平成28年10月 1日
     （補管）第7501号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191103,012.1 赤池歯科医院 〒244-0817 （歯訪診）第2284号        平成29年 1月 1日
     戸歯3012 横浜市戸塚区吉田町１３３　第２ （歯リハ２）第399号       平成28年11月 1日
     カイビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126291号    平成28年11月 1日
     045-862-2588  (045-862-2596) （ＧＴＲ）第483号         平成28年11月 1日
     （補管）第7553号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192103,014.7 ふくろう歯科クリニッ〒245-0051 （外来環）第1299号        平成29年 7月 1日
     戸歯3014 ク 横浜市戸塚区名瀬町７６６－３　 （歯訪診）第3368号        平成29年 6月 1日
     マルエツ名瀬店１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126382号    平成29年 3月 1日
     045-443-8247  （補管）第7592号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193103,015.4 あさりデンタルクリニ〒244-0002 （歯訪診）第3282号        平成29年 4月 1日
     戸歯3015 ック 横浜市戸塚区矢部町７５－４－１ （在推進）第131号         平成29年 6月 1日
     ０１ （歯ＣＡＤ）第126383号    平成29年 3月 1日
     045-864-0802  (045-864-0802) （補管）第7593号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194103,016.2 戸塚駅前おおたに歯科〒244-0817 （歯訪診）第3365号        平成29年 6月 1日
     戸歯3016 クリニック 横浜市戸塚区吉田町３００２－１ （歯ＣＡＤ）第126494号    平成29年 6月 1日
     　第７吉本ビル３０２ （補管）第7659号          平成29年 6月 1日
     045-870-1818  (045-870-1820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195103,017.0 川野歯科医院 〒244-0003 （補管）第7694号          平成29年 6月24日
     戸歯3017 横浜市戸塚区戸塚町１２１－２－ （１７５）第3052号        平成29年 6月24日
     ２０１
     045-864-2510  (045-864-2517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196103,018.8 城デンタルクリニック〒244-0801 （歯訪診）第3458号        平成30年 2月 1日
     戸歯3018 横浜市戸塚区品濃町５１４－６　 （歯ＣＡＤ）第126836号    平成30年 2月 1日
     ボヌール東戸塚１０１ （補管）第7772号          平成30年 2月 1日
     045-443-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1197103,019.6 高倉歯科医院 〒244-0003 （歯ＣＡＤ）第126903号    平成30年 2月 1日
     戸歯3019 横浜市戸塚区戸塚町１６－１　ト （補管）第7801号          平成30年 2月 1日
     ツカーナモール２Ｆ　Ｂ２１２ （１７５）第3058号        平成30年 2月 1日
     045-881-8212  (045-881-8257)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198103,020.4 とつか西口歯科 〒244-0003 （歯訪診）第3481号        平成30年 2月 1日
     戸歯3020 横浜市戸塚区戸塚町４８２０－６ （歯ＣＡＤ）第126904号    平成30年 2月 1日
     　中山ビル２０２ （補管）第7802号          平成30年 2月 1日
     045-869-4618  (045-869-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199104,272.0 ましま歯科医院 〒245-0063 （歯ＣＡＤ）第2258号      平成28年 1月 1日
     戸歯272 横浜市戸塚区原宿４－２５－４ （補管）第828号           平成 8年 4月 1日
     045-851-8454  (045-851-8459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200104,274.6 かくはら歯科クリニッ〒244-0817 （補管）第822号           平成 8年 4月 1日
     戸歯274 ク 横浜市戸塚区吉田町９３１田中ビ
     ル２Ｆ
     045-864-7374  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201104,275.3 ゆかわ歯科医院 〒244-0003 （歯訪診）第2386号        平成29年 2月 1日
     戸歯275 横浜市戸塚区戸塚町３９７４イン （歯ＣＡＤ）第2141号      平成27年10月 1日
     テリアゆかわビル２Ｆ （補管）第882号           平成 8年 4月 1日
     045-871-8814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202104,276.1 南の街歯科クリニック〒244-0801 （外来環）第970号         平成28年10月 1日
     戸歯276 横浜市戸塚区品濃町５１５－１南 （医管）第1989号          平成28年11月 1日
     の街３－１０９ （か強診）第327号         平成28年11月 1日
     045-821-7230  (045-821-7230) （在歯管）第242号         平成28年11月 1日
     （歯訪診）第2172号        平成28年10月 1日
     （補管）第5994号          平成21年 8月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203104,279.5 酒井歯科医院 〒244-0802 （補管）第3401号          平成 9年 3月21日
     戸歯279 横浜市戸塚区平戸２－３４－４０
     045-826-5331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204104,280.3 医療法人社団　横山歯〒244-0816 （歯ＣＡＤ）第1942号      平成27年 7月 1日
     戸歯280 科医院 横浜市戸塚区上倉田町７６９－１ （補管）第872号           平成 9年 5月 1日
     ６
     045-864-2855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁
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全医療機関出力
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1205104,281.1 石川歯科医院 〒244-0805 （医管）第476号           平成18年 4月 1日
     戸歯281 横浜市戸塚区川上町３６７－１ （か強診）第475号         平成29年 4月 1日
     045-821-2441  （歯援診）第20号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第11号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第409号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2347号      平成28年 3月 1日
     （補管）第4658号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第1604号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206104,284.5 アポロ歯科・矯正歯科〒244-0002 （歯訪診）第2636号        平成29年 3月 1日
     戸歯284 横浜市戸塚区矢部町５コヤマビル （咀嚼機能）第23号        平成30年 1月 1日
     １Ｆ （歯ＣＡＤ）第126763号    平成30年 1月 1日
     045-871-1180  （補管）第4196号          平成12年 5月 1日
     （矯診）第116号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第118号           平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207104,295.1 たなか歯科 〒244-0801 （歯ＣＡＤ）第36号        平成26年 4月 1日
     戸歯295 横浜市戸塚区品濃町５４９－１大 （補管）第4087号          平成11年11月15日
     洋センタービル４０１
     045-826-4447  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208104,296.9 医療法人社団　江森会〒244-0816 （歯ＣＡＤ）第2211号      平成27年12月 1日
     戸歯296 　平田歯科医院 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１ （補管）第880号           平成11年11月 1日
     ６クロス・ロード・ビル２Ｆ （１７５）第1606号        平成14年 4月 1日
     045-866-3434  (045-866-3435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209104,298.5 ポプラ歯科クリニック〒244-0801 （補管）第4250号          平成12年 7月15日
     戸歯298 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清
     光ビル３０３
     045-827-1876  (045-827-1876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210104,299.3 歯科さめじま 〒244-0801 （外来環）第1011号        平成28年12月 1日
     戸歯299 横浜市戸塚区品濃町５６３ネオポ （医管）第281号           平成18年 4月 1日
     リストキワⅤ－２Ｆ （か強診）第346号         平成28年12月 1日
     045-823-4181  (045-824-0418) （歯援診）第116号         平成28年12月 1日
     （在歯管）第55号          平成24年 2月 1日
     （歯地連）第249号         平成18年 4月 1日
     （手顕微加）第24号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第210号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第168号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第52号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第14号        平成28年 4月 1日
     （補管）第885号           平成12年 9月 1日
     （矯診）第191号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第40119号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1211104,302.5 大塚歯科医院 〒244-0002 （外来環）第323号         平成21年 6月 1日
     戸歯302 横浜市戸塚区矢部町１１４８バー （医管）第1877号          平成28年 7月 1日
     ドヒルズ戸塚１０５ （か強診）第192号         平成28年 7月 1日
     045-871-4184  (045-871-4187) （歯援診）第494号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第196号         平成28年 7月 1日
     （在推進）第55号          平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第739号       平成26年 7月 1日
     （補管）第4359号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212104,303.3 サトウ矯正歯科診療所〒244-0003
     戸歯303 横浜市戸塚区戸塚町１２１－２鹿
     鳴館ビル３Ｆ
     045-881-8186  (045-881-8186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213104,304.1 医療法人社団　恵寿会〒245-0063 （歯ＣＡＤ）第1430号      平成27年 1月 1日
     戸歯304 　原宿ロゼ歯科医院 横浜市戸塚区原宿５－３３－２ （補管）第4477号          平成13年 7月 1日
     045-851-4618  (045-851-4633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214104,307.4 五丁目歯科矢野 〒244-0802 （歯訪診）第3120号        平成29年 4月 1日
     戸歯307 横浜市戸塚区平戸５－２２－１４ （補管）第4558号          平成13年12月 1日
     045-826-3418  (045-826-3418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215104,308.2 あべ歯科医院 〒244-0801 （ＧＴＲ）第133号         平成20年 4月 1日
     戸歯308 横浜市戸塚区品濃町５３８－１０ （補管）第4574号          平成14年 1月 1日
     岡島ビル３Ｆ
     045-821-7168  (045-821-7168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216104,310.8 おおばデンタルクリニ〒244-0003 （歯訪診）第2791号        平成29年 4月 1日
     戸歯310 ック 横浜市戸塚区戸塚町２８０４－３ （補管）第4773号          平成14年 5月 1日
     土屋クリニックビル３Ｆ
     045-866-6480  (045-866-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217104,312.4 医療法人社団　愛和会〒244-0801 （歯訪診）第2523号        平成29年 3月 1日
     戸歯312 　ソフィア歯科クリニ横浜市戸塚区品濃町５４８－２ （歯ＣＡＤ）第126859号    平成30年 3月 1日
     ック 045-825-1106  (045-825-1106) （補管）第4840号          平成14年 6月15日
     （酸単）第40120号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218104,315.7 しろくま歯科クリニッ〒244-0811 （歯ＣＡＤ）第2438号      平成28年 4月 1日
     戸歯315 ク 横浜市戸塚区上柏尾町５００－６ （補管）第4909号          平成14年11月 1日
     －２Ｆ
     045-828-3500  (045-828-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1219104,316.5 ア・マーシュ歯科原宿〒245-0063 （外来環）第613号         平成27年 1月 1日
     戸歯316 クリニック 横浜市戸塚区原宿３－５－２５原 （医管）第282号           平成18年 4月 1日
     宿小宮ビル２Ｆ　２０１号室 （か強診）第193号         平成28年 7月 1日
     045-851-3924  (045-851-3914) （歯援診）第268号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第968号       平成26年 8月 1日
     （補管）第834号           平成15年 2月 1日
     （酸単）第40121号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220104,317.3 ひまわり歯科 〒244-0801 （外来環）第889号         平成28年 8月 1日
     戸歯317 横浜市戸塚区品濃町５４３－４ア （医管）第1832号          平成28年 6月 1日
     ールアンドアールビル１Ｆ （か強診）第227号         平成28年 8月 1日
     045-820-4182  (045-820-4185) （歯援診）第534号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第168号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第1948号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2259号      平成28年 1月 1日
     （補管）第4583号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221104,318.1 プルメリア歯科クリニ〒244-0805 （補管）第5056号          平成15年10月15日
     戸歯318 ック 横浜市戸塚区川上町９０－１アッ
     プル東戸塚ビル２Ｆ
     045-820-6480  (045-820-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222104,320.7 さち歯科医院 〒244-0003 （歯訪診）第2524号        平成29年 3月 1日
     戸歯320 横浜市戸塚区戸塚町１１８中山Ｎ （歯ＣＡＤ）第1418号      平成26年12月 1日
     Ｓビル２Ｆ （補管）第5100号          平成16年 2月 1日
     045-862-6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223104,321.5 ツツミデンタルスタジ〒244-0805 （歯ＣＡＤ）第126863号    平成30年 3月 1日
     戸歯321 オ 横浜市戸塚区川上町４６４－１３ （補管）第5227号          平成16年11月 1日
     045-829-0271  (045-829-0272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224104,322.3 医療法人社団　彩清会〒244-0817 （補管）第6621号          平成24年 6月 1日
     戸歯322 　中島歯科医院 横浜市戸塚区吉田町３０００－７
     木村屋ビル１Ｆ
     045-861-2220  (045-861-2292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225104,323.1 とつかグリーン歯科医〒245-0061 （歯援診）第782号         平成29年11月 1日
     戸歯323 院 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６ （歯訪診）第1949号        平成28年 6月 1日
     －４Ｆ （歯ＣＡＤ）第1791号      平成27年 5月 1日
     045-871-2010  （ＧＴＲ）第237号         平成20年 5月 1日
     （補管）第823号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226104,325.6 大石歯科クリニック 〒244-0801 （医管）第1667号          平成28年 4月 1日
     戸歯325 横浜市戸塚区品濃町５４３－１斉 （歯ＣＡＤ）第995号       平成26年 9月 1日
     藤ビル１Ｆ （補管）第5342号          平成17年 7月 1日
     045-820-6487  (045-820-6482)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1227104,326.4 平戸歯科医院 〒244-0803 （歯援診）第389号         平成28年11月 1日
     戸歯326 横浜市戸塚区平戸町８２東戸塚ル （歯ＣＡＤ）第2142号      平成27年10月 1日
     ート１ビル２Ｆ （補管）第5319号          平成17年 5月15日
     045-821-8987  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228104,328.0 浅井歯科医院 〒244-0003 （補管）第5347号          平成17年 8月 1日
     戸歯328 横浜市戸塚区戸塚町４７５－１７
     045-881-6925  (045-871-0306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229104,331.4 医療法人社団　木原会〒244-0805 （外来環）第1304号        平成29年 7月 1日
     (101,031.3) 　木原歯科・内科医院横浜市戸塚区川上町８７－１ウェ （ニコ）第1240号          平成29年 7月 1日
     戸歯331 ルストンビル１Ｆ （支援診２）第423号       平成30年 2月 1日
     045-828-1372  (045-828-1373) （在医総管）第2043号      平成28年10月 1日
     （歯訪診）第2637号        平成29年 3月 1日
     （在推進）第19号          平成26年 4月 1日
     （咀嚼機能）第21号        平成29年 9月 1日
     （歯技工）第104号         平成22年 4月 1日
     （補管）第5410号          平成18年 1月 1日
     （酸単）第40122号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230104,332.2 医療法人社団　みずほ〒244-0003 （医管）第1990号          平成28年11月 1日
     戸歯332 会　アーク歯科クリニ横浜市戸塚区戸塚町１２０－９旭 （歯援診）第197号         平成28年12月 1日
     ック ビル１Ｆ （在歯管）第243号         平成28年11月 1日
     045-862-3561  (045-862-3533) （歯リハ２）第200号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第405号       平成26年 5月 1日
     （補管）第5311号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231104,336.3 おかざき歯科クリニッ〒244-0801 （外来環）第8号           平成20年 4月 1日
     戸歯336 ク 横浜市戸塚区品濃町１８３５－２ （医管）第1496号          平成20年 4月 1日
     ９ （か強診）第194号         平成28年 7月 1日
     045-828-6480  (045-828-6481) （歯訪診）第2387号        平成29年 2月 1日
     （手顕微加）第122号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第996号       平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第134号         平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第90号        平成28年 5月 1日
     （補管）第5088号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232104,337.1 たけなが歯科クリニッ〒244-0803 （外来環）第195号         平成20年 8月 1日
     戸歯337 ク 横浜市戸塚区平戸町４９４－２Ｅ （医管）第2058号          平成29年 3月 1日
     ＧＮハイツ１Ｆ （か強診）第412号         平成29年 3月 1日
     045-828-1800  (045-828-1802) （在歯管）第275号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第2388号        平成29年 2月 1日
     （う蝕無痛）第173号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2184号      平成27年11月 1日
     （手術歯根）第107号       平成29年 3月 1日
     （補管）第4436号          平成19年 6月 1日
     （１７５）第1609号        平成19年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1233104,338.9 八巻歯科医院 〒244-0815 （外来環）第163号         平成20年 7月 1日
     戸歯338 横浜市戸塚区下倉田町１３０セン （医管）第1668号          平成28年 4月 1日
     トラルハイツ１Ｆ （か強診）第111号         平成28年 4月 1日
     045-881-2164  (045-881-2344) （在歯管）第97号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第83号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1323号      平成26年12月 1日
     （補管）第774号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234104,339.7 東戸塚たいらく矯正歯〒244-0801 （補管）第6547号          平成24年 3月 1日
     戸歯339 科 横浜市戸塚区品濃町５４１－３オ （矯診）第201号           平成24年 3月 1日
     セアンビル７Ｆ （顎診）第153号           平成24年 3月 1日
     045-828-4118  (045-828-4119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235104,340.5 倉持歯科医院 〒245-0061 （補管）第830号           平成20年 2月14日
     戸歯340 横浜市戸塚区汲沢８－２－７ （１７５）第1574号        平成20年 2月14日
     045-881-0393  (045-861-5183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236104,341.3 医療法人社団　横浜歯〒245-0063 （歯ＣＡＤ）第2304号      平成28年 2月 1日
     戸歯341 友会　内藤歯科 横浜市戸塚区原宿３－５－１　コ （補管）第5913号          平成21年 4月 1日
     ミヤビルⅡ２０１
     045-858-3755  (045-858-3766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237104,344.7 くるみ歯科 〒244-0817 （外来環）第993号         平成28年11月 1日
     戸歯344 横浜市戸塚区吉田町９４６－５矢 （医管）第1669号          平成28年 4月 1日
     部町不動産ビル１Ｆ （歯訪診）第2792号        平成29年 4月 1日
     045-869-0246  (045-864-0447) （歯ＣＡＤ）第740号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第296号         平成21年 8月 1日
     （補管）第5989号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238104,347.0 フォレスト歯科医院 〒244-0815 （歯訪診）第2525号        平成29年 3月 1日
     戸歯347 横浜市戸塚区下倉田町１８８３・ （歯ＣＡＤ）第2439号      平成28年 4月 1日
     ２Ｆ （補管）第6177号          平成22年 6月 1日
     045-865-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239104,348.8 医療法人社団　泰晴会〒244-0003 （歯訪診）第3005号        平成29年 4月 1日
     戸歯348 　らいおん歯科クリニ横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１ （歯ＣＡＤ）第160号       平成26年 4月 1日
     ック　サクラス戸塚 サクラス戸塚３Ｆ （補管）第6185号          平成22年 8月 1日
     045-861-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240104,350.4 戸塚パール歯科 〒244-0003 （歯訪診）第3006号        平成29年 4月 1日
     戸歯350 横浜市戸塚区戸塚町６００１－１ （歯ＣＡＤ）第1867号      平成27年 6月 1日
     レオンＫ２０１ （補管）第6259号          平成22年11月 1日
     045-864-5577  (045-864-5895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1241104,352.0 あくわデンタルクリニ〒245-0053 （外来環）第629号         平成27年 3月 1日
     戸歯352 ック 横浜市戸塚区上矢部町１８９６－ （医管）第1975号          平成28年10月 1日
     ４ （か強診）第370号         平成29年 1月 1日
     045-392-9229  (045-392-9224) （歯援診）第608号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第741号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6269号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242104,353.8 宮尾歯科医院 〒244-0813 （歯ＣＡＤ）第1431号      平成27年 1月 1日
     戸歯353 横浜市戸塚区舞岡町２９５５ （補管）第6279号          平成23年 1月 1日
     045-823-5668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243104,355.3 村上歯科医院 〒244-0803 （歯訪診）第2895号        平成29年 4月 1日
     戸歯355 横浜市戸塚区平戸町３８６ （補管）第6323号          平成23年 3月 1日
     045-822-4114  (045-822-4217) （１７５）第3033号        平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244104,357.9 戸塚歯科クリニック 〒244-0003 （歯ＣＡＤ）第1322号      平成26年12月 1日
     戸歯357 横浜市戸塚区戸塚町５０５６－４ （補管）第6347号          平成23年 6月 1日
     　アスクレピオス　４Ｆ
     045-871-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245104,358.7 石田歯科医院 〒244-0001 （外来環）第391号         平成23年 5月 1日
     戸歯358 横浜市戸塚区鳥が丘２２－１７ （医管）第2111号          平成29年 4月 1日
     045-410-7100  (045-410-7102) （か強診）第494号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第323号         平成29年 4月 1日
     （歯地連）第444号         平成23年 5月 1日
     （歯訪診）第3193号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第406号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第342号         平成23年 5月 1日
     （補管）第6374号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246104,359.5 戸塚デンタルオフィス〒244-0003 （補管）第6396号          平成23年 7月13日
     戸歯359 横浜市戸塚区戸塚町１８３－２３
     　戸塚１８３ビル２Ｆ
     045-410-7716  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247104,361.1 おくだデンタルクリニ〒244-0805 （歯訪診）第1868号        平成28年 5月 1日
     戸歯361 ック 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ （歯ＣＡＤ）第126520号    平成29年 7月 1日
     ラ東戸塚３Ｆ （補管）第6458号          平成23年11月 1日
     045-827-2270  (045-827-2270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248104,362.9 みやざき歯科医院 〒244-0003 （外来環）第1257号        平成29年 6月 1日
     戸歯362 横浜市戸塚区戸塚町１６－６中村 （歯訪診）第2526号        平成29年 3月 1日
     ビル３Ｆ （歯リハ２）第31号        平成26年 4月 1日
     045-869-6480  (045-869-6485) （歯ＣＡＤ）第363号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6517号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1249104,363.7 みずの歯科クリニック〒244-0003 （補管）第6481号          平成24年 1月 1日
     戸歯363 横浜市戸塚区戸塚町１６－１戸塚
     西口共同ビル　Ｂ４０３
     045-392-8461  (045-392-8461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250104,364.5 アリス歯科 〒245-0067 （補管）第6518号          平成24年 2月 1日
     戸歯364 横浜市戸塚区深谷町１９９－１Ｆ
     045-854-0648  (045-854-0648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251104,365.2 関田歯科クリニック 〒245-0063 （歯訪診）第2025号        平成28年 7月 1日
     戸歯365 横浜市戸塚区原宿４－１８－７サ （歯ＣＡＤ）第2346号      平成28年 3月 1日
     ンステージ原宿２Ｆ （補管）第6543号          平成24年 4月 1日
     045-852-4180  (045-852-4183) （酸単）第40611号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252104,366.0 医療法人社団　ＴＫＧ〒244-0813 （歯援診）第240号         平成28年 5月 1日
     戸歯366 会　まいおか町歯科 横浜市戸塚区舞岡町３５４４－３ （歯ＣＡＤ）第407号       平成26年 5月 1日
     045-410-8861  (045-410-8869) （補管）第6570号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253104,368.6 金子歯科クリニック 〒244-0817 （外来環）第484号         平成25年 5月 1日
     戸歯368 横浜市戸塚区吉田町１１７－１戸 （か強診）第284号         平成28年 9月 1日
     塚ＯＣビル１Ｆ （歯援診）第555号         平成28年 9月 1日
     045-861-8211  (045-861-8389) （歯ＣＡＤ）第2143号      平成27年10月 1日
     （補管）第6797号          平成25年 5月 1日
     （酸単）第40123号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254104,369.4 マンボウ歯科クリニッ〒245-0062 （外来環）第816号         平成28年 6月 1日
     戸歯369 ク 横浜市戸塚区汲沢町４２６森新ビ （歯ＣＡＤ）第2305号      平成28年 2月 1日
     ル２Ｆ （補管）第6819号          平成25年 7月 1日
     045-865-4618  (045-865-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255110,017.1 堀内歯科医院 〒240-0113 （歯訪診）第1869号        平成28年 5月 1日
     三浦歯17 三浦郡葉山町長柄１４６１－３８ （歯ＣＡＤ）第126895号    平成30年 3月 1日
     ３ （補管）第2162号          平成 8年 4月 1日
     0468-76-1212  （１７５）第1613号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256110,018.9 藤枝歯科医院 〒240-0111 （補管）第2161号          平成 8年 4月 1日
     三浦歯18 三浦郡葉山町一色１４２７
     0468-75-1419  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257110,019.7 沼田歯科医院 〒240-0111 （歯訪診）第2073号        平成28年 8月 1日
     三浦歯19 三浦郡葉山町一色３７０稲子ビル （歯技工）第67号          平成22年 4月 1日
     ２Ｆ （補管）第2158号          平成 8年 4月 1日
     0468-75-3030  （１７５）第1614号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258110,020.5 土方歯科医院 〒240-0112 （歯訪診）第3237号        平成29年 4月 1日
     三浦歯20 三浦郡葉山町堀内２００１ （歯ＣＡＤ）第742号       平成26年 7月 1日
     0468-75-8855  （補管）第2163号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1259113,000.4 加藤歯科医院 〒240-0111 （歯ＣＡＤ）第1071号      平成26年10月 1日
     三浦歯3000 三浦郡葉山町一色１４４４－８ （補管）第6947号          平成26年 4月 1日
     046-887-0267  (046-887-0267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260113,001.2 葉山こどものための歯〒240-0113 （外来環）第678号         平成27年 9月 1日
     三浦歯3001 医者さん・小児歯科・三浦郡葉山町長柄８８９－１ＭＳ （歯ＣＡＤ）第126413号    平成29年 4月 1日
     矯正歯科 プレイス１Ｆ （補管）第7245号          平成27年 8月 1日
     046-876-0311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261113,002.0 川本歯科医院 〒240-0111 （補管）第7613号          平成29年 4月 1日
     三浦歯3002 三浦郡葉山町一色２１５３－１
     046-875-4181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262113,003.8 オーマックデンタルク〒240-0112 （歯訪診）第3416号        平成29年 4月13日
     三浦歯3003 リニック 三浦郡葉山町堀内９３７ （補管）第7727号          平成29年 4月13日
     046-875-0327  (046-875-0327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263114,023.5 小野山歯科医院 〒240-0113 （外来環）第289号         平成20年12月 1日
     三浦歯23 三浦郡葉山町長柄７９４－１ （医管）第486号           平成18年11月 1日
     0468-76-3008  （か強診）第228号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第535号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第98号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第84号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第25号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2440号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第15号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3552号          平成 8年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264114,025.0 佐藤歯科医院 〒240-0112 （歯ＣＡＤ）第126384号    平成29年 3月 1日
     三浦歯25 三浦郡葉山町堀内１００５田尻ビ （補管）第3919号          平成10年11月25日
     ル１Ｆ （１７５）第2575号        平成14年 5月 1日
     0468-77-1557  (0468-77-1558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265114,026.8 塚本歯科医院 〒240-0113 （歯ＣＡＤ）第883号       平成26年 8月 1日
     三浦歯26 三浦郡葉山町長柄１６０１－１６ （補管）第4200号          平成20年 4月 2日
     ０
     046-875-2830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266114,027.6 葉山歯科 〒240-0115 （歯ＣＡＤ）第1324号      平成26年12月 1日
     三浦歯27 三浦郡葉山町上山口２３７５ （補管）第4643号          平成14年 4月 1日
     0468-78-6810  (0468-78-6810) （酸単）第40124号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267114,030.0 ナカエ歯科クリニック〒240-0112 （補管）第6127号          平成22年 4月 5日
     三浦歯30 三浦郡葉山町堀内８９５－１
     046-875-8211  (046-876-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1268114,031.8 さくら歯科医院 〒240-0111 （補管）第6120号          平成22年 4月 1日
     三浦歯31 三浦郡葉山町一色字前田９７１－
     １
     046-876-7744  (046-876-7759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269120,052.6 寒川歯科医院 〒253-0113 （歯ＣＡＤ）第1693号      平成27年 4月 1日
     高座歯52 高座郡寒川町大曲３－１－１６ （補管）第2178号          平成18年 6月 1日
     0467-74-4121  (0467-75-9970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270120,054.2 石黒歯科医院 〒253-0114 （歯訪診）第1950号        平成28年 6月 1日
     高座歯54 高座郡寒川町田端１４８６ （補管）第2177号          平成 8年 4月 1日
     0467-74-2516  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271120,055.9 藤沢歯科医院 〒253-0101 （補管）第2172号          平成 8年 4月 1日
     高座歯55 高座郡寒川町倉見４９０ （１７５）第1616号        平成14年 4月 1日
     0467-74-1811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272120,056.7 つぼ川歯科医院 〒253-0105 （外来環）第655号         平成27年 7月 1日
     高座歯56 高座郡寒川町岡田１－１６－１ （歯ＣＡＤ）第2595号      平成28年 6月 1日
     0467-74-4567  (0467-74-4568) （補管）第6005号          平成21年 9月 5日
     （１７５）第3011号        平成21年 9月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273120,058.3 タカハシ歯科クリニッ〒253-0111 （補管）第2173号          平成 8年 4月 1日
     高座歯58 ク 高座郡寒川町一之宮２－１５－２
     ７
     0467-74-4184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274120,061.7 西村歯科医院 〒253-0105 （外来環）第446号         平成24年12月 1日
     高座歯61 高座郡寒川町岡田７－４－３ （か強診）第371号         平成29年 1月 1日
     0467-74-1512  (0467-74-1000) （歯援診）第245号         平成29年 1月 1日
     （歯技工）第187号         平成24年11月 1日
     （補管）第4747号          平成18年 5月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275120,062.5 中川歯科医院 〒253-0105 （外来環）第133号         平成20年 6月 1日
     高座歯62 高座郡寒川町岡田２－１３－１８ （歯ＣＡＤ）第1325号      平成26年12月 1日
     　ダイヤモンドプラザ２Ｆ （補管）第2170号          平成 8年 4月 1日
     0467-74-7033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276120,063.3 竹田歯科医院 〒253-0101 （歯訪診）第2389号        平成29年 2月 1日
     高座歯63 高座郡寒川町倉見１１２２－３ （補管）第5914号          平成21年 4月21日
     0467-74-2229  (0467-74-2229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277120,064.1 井出歯科医院 〒253-0106 （補管）第2167号          平成 8年 4月 1日
     高座歯64 高座郡寒川町宮山１７７６
     0467-75-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1278120,066.6 寒川下里歯科医院 〒253-0111 （歯訪診）第2390号        平成29年 2月 1日
     高座歯66 高座郡寒川町一之宮９－２－１３ （歯ＣＡＤ）第126445号    平成29年 5月 1日
     第二和泉コーポ１－Ｄ．Ｅ （補管）第2165号          平成 8年 4月 1日
     0467-74-2210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279120,067.4 医療法人社団オリエン〒253-0105 （外来環）第86号          平成20年 4月 1日
     高座歯67 ト　後藤歯科医院 高座郡寒川町岡田５－１４－１５ （医管）第1922号          平成28年 8月 1日
     0467-74-4618  （か強診）第553号         平成29年 8月 1日
     （歯援診）第762号         平成29年 8月 1日
     （手顕微加）第26号        平成28年 4月 1日
     （歯技工）第68号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第54号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第16号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4703号          平成14年 4月 1日
     （酸単）第40125号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280120,068.2 医療法人社団　村岡歯〒253-0105 （補管）第2166号          平成18年 3月17日
     高座歯68 科医院 高座郡寒川町岡田１－２１－８
     0467-74-6100  (0467-74-6100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281120,070.8 井上歯科医院 〒253-0111 （歯訪診）第1951号        平成28年 6月 1日
     高座歯70 高座郡寒川町一之宮３－３８－１ （歯ＣＡＤ）第2596号      平成28年 6月 1日
     ６ （補管）第2171号          平成 8年 4月 1日
     0467-74-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282120,072.4 白井歯科医院 〒253-0111 （外来環）第277号         平成20年11月 1日
     高座歯72 高座郡寒川町一之宮１－９－２２ （歯援診）第53号          平成28年 6月 1日
     0467-74-6201  (0467-74-6230) （歯ＣＡＤ）第126325号    平成29年 2月 1日
     （補管）第2168号          平成19年11月 1日
     （酸単）第40126号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283123,000.2 さむかわ歯科矯正クリ〒253-0105 （歯ＣＡＤ）第884号       平成26年 8月 1日
     高座歯3000 ニック 高座郡寒川町岡田１－２－１大誠 （ＧＴＲ）第409号         平成26年 8月 1日
     ビル２Ｆ－Ｃ （補管）第7023号          平成26年 8月 1日
     050-3555-4240 (020-4664-6404) （矯診）第218号           平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284123,001.0 とびた歯科・口腔外科〒253-0101 （外来環）第800号         平成28年 5月 1日
     高座歯3001 クリニック 高座郡寒川町倉見２８７８－１ （医管）第1670号          平成28年 4月 1日
     0467-72-1155  (0467-72-1156) （歯訪診）第85号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1072号      平成26年10月 1日
     （補管）第7064号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285124,074.6 神部歯科医院 〒253-0101 （歯訪診）第531号         平成28年 4月 1日
     高座歯74 高座郡寒川町倉見２０３５ （歯ＣＡＤ）第126619号    平成29年10月 1日
     0467-75-8200  （補管）第3773号          平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1286124,075.3 さかきばら歯科クリニ〒253-0111 （う蝕無痛）第18号        平成20年 4月 1日
     高座歯75 ック 高座郡寒川町一之宮１－６－４１ （ＧＴＲ）第135号         平成20年 4月 1日
     大嘉ビル２Ｆ （補管）第4139号          平成12年 3月15日
     0467-73-1184  (0467-73-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287124,077.9 医療法人　玉井会　玉〒253-0105 （歯ＣＡＤ）第743号       平成26年 7月 1日
     高座歯77 井歯科 高座郡寒川町岡田５－５－６湘南 （補管）第4957号          平成19年 7月 1日
     寒川医療モール５階
     0467-72-3850  (0467-72-3851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288130,021.9 上竹歯科診療所 〒255-0002 （１７５）第2801号        平成14年 5月 1日
     中郡歯21 中郡大磯町東町２－６－９
     0463-61-2669  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289130,046.6 郷土歯科医院 〒255-0003 （歯ＣＡＤ）第2348号      平成28年 3月 1日
     中郡歯46 中郡大磯町大磯９９９ （補管）第2182号          平成 8年 4月 1日
     0463-61-0648  （１７５）第2631号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290130,058.1 簑島歯科医院 〒259-0112 （外来環）第1361号        平成29年10月 1日
     中郡歯58 中郡大磯町国府新宿４０２ （歯訪診）第2391号        平成29年 2月 1日
     0463-72-2814  （歯ＣＡＤ）第1694号      平成27年 4月 1日
     （補管）第2180号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2892号        平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291130,063.1 熊坂歯科医院 〒255-0002 （補管）第2197号          平成 8年 4月 1日
     中郡歯63 中郡大磯町東町１－６－１６ （１７５）第1620号        平成14年 4月 1日
     0463-61-1101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292130,064.9 西村歯科医院 〒259-0131 （歯ＣＡＤ）第126124号    平成28年 8月 1日
     中郡歯64 中郡二宮町中里２－１１－３０ （補管）第2202号          平成 8年 4月 1日
     0463-73-0897  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293130,065.6 原歯科クリニック 〒259-0123 （歯地連）第251号         平成18年 4月 1日
     中郡歯65 中郡二宮町二宮８２８ （補管）第2192号          平成 8年 4月 1日
     0463-71-0569  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294130,066.4 窪田歯科 〒259-0123 （補管）第2189号          平成 8年 4月 1日
     中郡歯66 中郡二宮町二宮８１５
     0463-72-5380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295130,071.4 上杉歯科医院 〒259-0123 （外来環）第890号         平成28年 8月 1日
     中郡歯71 中郡二宮町二宮１９３１ （医管）第1959号          平成28年 9月 1日
     0463-72-4168  （か強診）第229号         平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第1952号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1073号      平成26年10月 1日
     （補管）第2188号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1296130,072.2 加藤歯科診療所 〒259-0111 （補管）第2179号          平成 8年 4月 1日
     中郡歯72 中郡大磯町国府本郷５２８－１ （１７５）第1622号        平成14年 4月 1日
     0463-61-3327  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297130,074.8 松本歯科医院 〒255-0005 （歯訪診）第2285号        平成29年 1月 1日
     中郡歯74 中郡大磯町西小磯１６２ （歯ＣＡＤ）第885号       平成26年 8月 1日
     0463-61-7750  （補管）第2196号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298130,075.5 フジエ歯科医院 〒259-0132 （歯訪診）第2392号        平成29年 2月 1日
     中郡歯75 中郡二宮町緑が丘１－７－４ （歯ＣＡＤ）第126326号    平成29年 2月 1日
     0463-71-8787  (0463-71-8787) （補管）第3921号          平成10年12月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299130,076.3 有近歯科医院 〒255-0003 （外来環）第470号         平成25年 3月 1日
     中郡歯76 中郡大磯町大磯１０６２ （か強診）第595号         平成29年12月 1日
     0463-61-6060  (0463-61-6554) （歯地連）第252号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第1953号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2597号      平成28年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第55号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2190号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1623号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300130,078.9 みのしま歯科クリニッ〒259-0123 （補管）第3362号          平成18年 1月 1日
     中郡歯78 ク 中郡二宮町二宮１３７２－１
     0463-73-3690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301130,079.7 藤山歯科医院 〒259-0114 （補管）第2193号          平成 8年 4月 1日
     中郡歯79 中郡大磯町月京２３－１０ （１７５）第1624号        平成14年 4月 1日
     0463-73-4899  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302130,081.3 しんたに歯科医院 〒259-0123 （補管）第2195号          平成 8年 4月 1日
     中郡歯81 中郡二宮町二宮１１５４－３－２ （１７５）第2630号        平成14年 5月 1日
     　新栄古澤ビル２Ｆ
     0463-72-6540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303130,085.4 倉田歯科医院 〒259-0133 （補管）第2203号          平成 8年 4月 1日
     中郡歯85 中郡二宮町百合ケ丘２－４－４
     0463-71-2370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304130,086.2 佐竹歯科 〒259-0123 （外来環）第688号         平成27年10月 1日
     中郡歯86 中郡二宮町二宮８７９－１ケンゾ （歯援診）第406号         平成29年 1月 1日
     ービル１０２ （う蝕無痛）第185号       平成29年 8月 1日
     0463-73-3016  （歯ＣＡＤ）第1074号      平成26年10月 1日
     （手術歯根）第118号       平成29年 8月 1日
     （補管）第2183号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1305133,001.8 大磯デンタルオフィス〒259-0112 （咀嚼機能）第8号         平成28年 4月 1日
     中郡歯3001 中郡大磯町国府新宿４７３－５ （手顕微加）第115号       平成28年 4月 1日
     0463-20-8286  (0463-20-8414) （歯技工）第233号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第84号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7081号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306134,089.2 こだま歯科クリニック〒255-0005 （外来環）第994号         平成28年11月 1日
     中郡歯89 中郡大磯町西小磯２５３－４０ （歯訪診）第2201号        平成28年11月 1日
     0463-60-2111  （歯ＣＡＤ）第126727号    平成30年 1月 1日
     （補管）第3780号          平成16年 7月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307134,090.0 医療法人社団親和会　〒259-0124 （歯訪診）第2173号        平成28年10月 1日
     中郡歯90 二宮さくらんぼ歯科 中郡二宮町山西２８４－１グラー （歯ＣＡＤ）第565号       平成26年 4月 1日
     デⅠ　１Ｆ （補管）第6692号          平成24年11月 8日
     0463-72-5808  (0463-72-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308134,091.8 医療法人社団　いのう〒259-0131 （外来環）第656号         平成27年 7月 1日
     中郡歯91 え歯科医院 中郡二宮町中里２－１０－１６ （歯ＣＡＤ）第997号       平成26年 9月 1日
     0463-71-3090  (0463-72-6263) （補管）第2198号          平成10年 7月 1日
     （酸単）第40501号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309134,093.4 秋山歯科医院 〒259-0123 （歯訪診）第1870号        平成28年 5月 1日
     中郡歯93 中郡二宮町二宮２１７ （補管）第4060号          平成11年 9月 1日
     0463-71-0252  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310134,094.2 西湘歯科クリニック 〒259-0131 （補管）第4298号          平成12年11月 1日
     中郡歯94 中郡二宮町中里２－６－２８西友
     二宮店３Ｆ
     0463-70-3418  (0463-70-3070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311134,096.7 スズキデンタルクリニ〒259-0123 （補管）第2184号          平成12年 6月24日
     中郡歯96 ック 中郡二宮町二宮１１５ （１７５）第1625号        平成14年 4月 1日
     0463-73-1531  (0463-73-2257)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312134,097.5 ミネ歯科医院（二宮）〒259-0133 （歯訪診）第86号          平成28年 4月 1日
     中郡歯97 中郡二宮町百合が丘２－２６－７ （歯ＣＡＤ）第2525号      平成28年 4月 1日
     0463-70-3347  (0463-70-3348) （補管）第4409号          平成13年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313134,099.1 アロハ歯科クリニック〒255-0003 （歯ＣＡＤ）第2549号      平成28年 5月 1日
     中郡歯99 中郡大磯町大磯９６２吉川ビル１ （補管）第4571号          平成14年 1月 1日
     Ｆ
     0463-61-6481  (0463-61-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314134,101.5 今井歯科医院 〒255-0001 （歯訪診）第1871号        平成28年 5月 1日
     中郡歯101 中郡大磯町高麗２－１０－３０ （歯ＣＡＤ）第253号       平成26年 4月 1日
     0463-61-0190  (0463-61-0190) （補管）第4644号          平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1315134,102.3 スマヤス矯正歯科室 〒259-0112 （矯診）第97号            平成22年 4月 1日
     中郡歯102 中郡大磯町国府新宿３２０－２－ （顎診）第80号            平成18年 4月 1日
     ２（３２１番地）
     0463-70-1087  (0463-70-1089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316134,103.1 さいとう歯科医院 〒259-0124 （補管）第4943号          平成15年 3月15日
     中郡歯103 中郡二宮町山西８７１清月ビル１
     Ｆ
     0463-71-0466  (0463-71-0466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317134,105.6 湘南デンタルケアーク〒259-0124 （歯訪診）第2174号        平成28年10月 1日
     中郡歯105 リニック 中郡二宮町山西１２６４－１ （補管）第3968号          平成19年 8月 1日
     0463-70-1200  (0463-70-1400) （酸単）第40442号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318134,107.2 つばさ歯科 〒259-0134 （歯訪診）第3008号        平成29年 4月 1日
     中郡歯107 中郡二宮町一色３０５０ （歯ＣＡＤ）第1432号      平成27年 1月 1日
     0463-73-0079  (0463-73-0079) （補管）第6149号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319134,108.0 青い鳥歯科クリニック〒255-0003 （歯ＣＡＤ）第22号        平成26年 4月 1日
     中郡歯108 中郡大磯町大磯１０３９ （補管）第6389号          平成23年 7月 1日
     0463-74-6480  (0463-74-6487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320134,109.8 小林歯科医院 〒259-0112 （医管）第2038号          平成29年 2月 1日
     中郡歯109 中郡大磯町国府新宿１６２ （歯訪診）第2118号        平成28年 9月 1日
     0463-71-0573  (0463-71-3453) （歯リハ２）第420号       平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2549号      平成28年 5月 1日
     （補管）第6482号          平成23年11月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321134,110.6 鈴木歯科矯正歯科 〒259-0123 （歯援診）第304号         平成29年 4月 1日
     中郡歯110 中郡二宮町二宮９３７ （歯地連）第454号         平成25年 4月 1日
     0463-73-0648  （歯リハ２）第32号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第886号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第376号         平成25年 4月 1日
     （補管）第6755号          平成25年 1月 1日
     （矯診）第208号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322140,025.8 鈴木歯科医院 〒258-0019 （医管）第284号           平成18年 4月 1日
     足上歯25 足柄上郡大井町金子２５９３－１ （歯援診）第87号          平成29年 3月 1日
     0465-83-1357  （歯地連）第254号         平成18年 4月 1日
     （補管）第2225号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323140,026.6 渋谷歯科医院 〒258-0003 （歯地連）第255号         平成18年 4月 1日
     足上歯26 足柄上郡松田町松田惣領２０４９ （歯訪診）第1873号        平成28年 5月 1日
     0465-82-0059  （補管）第2228号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1627号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1324140,027.4 辻村歯科医院 〒258-0021 （外来環）第394号         平成23年 8月 1日
     足上歯27 足柄上郡開成町吉田島９５１ （医管）第285号           平成18年 4月 1日
     0465-83-4858  （医管）第1523号          平成22年 4月 1日
     （か強診）第462号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第4号           平成28年 9月 1日
     （歯地連）第256号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1433号      平成27年 1月 1日
     （歯技工）第69号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第56号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2208号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325140,030.8 小宮歯科医院 〒258-0017 （医管）第286号           平成18年 4月 1日
     足上歯30 足柄上郡大井町西大井２６ （歯援診）第5号           平成29年 4月 1日
     0465-83-1181  （歯地連）第257号         平成18年 4月 1日
     （補管）第2220号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1629号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326140,031.6 楢山歯科医院 〒258-0018 （外来環）第31号          平成20年 4月 1日
     足上歯31 足柄上郡大井町金手９５５－３ （医管）第287号           平成18年 4月 1日
     0465-83-5000  （か強診）第306号         平成28年10月 1日
     （歯援診）第6号           平成29年 3月 1日
     （在歯管）第334号         平成29年 6月 1日
     （歯地連）第258号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第90号          平成28年 4月 1日
     （歯技工）第105号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第57号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2218号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327140,033.2 間宮歯科医院 〒258-0019 （歯地連）第259号         平成18年 4月 1日
     足上歯33 足柄上郡大井町金子２１０ （歯訪診）第91号          平成28年 4月 1日
     0465-83-5622  （補管）第2215号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1630号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40127号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328140,034.0 中井歯科診療所 〒259-0151 （歯訪診）第2393号        平成29年 2月 1日
     足上歯34 足柄上郡中井町井ノ口字大的下２ （歯ＣＡＤ）第126417号    平成29年 4月 1日
     ４３９－２ （補管）第2207号          平成 8年 4月 1日
     0465-81-3540  （１７５）第2632号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329140,035.7 坪井歯科医院 〒258-0025 （歯地連）第260号         平成18年 4月 1日
     足上歯35 足柄上郡開成町円通寺７－１ （歯訪診）第1872号        平成28年 5月 1日
     0465-82-2728  （歯ＣＡＤ）第126830号    平成30年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第58号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2210号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1330140,037.3 藤井歯科 〒258-0111 （外来環）第363号         平成22年 4月 1日
     足上歯37 足柄上郡山北町向原２０３８ （医管）第288号           平成18年 4月 1日
     0465-75-0096  （歯地連）第261号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第92号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1075号      平成26年10月 1日
     （補管）第2213号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331140,038.1 金子歯科医院 〒258-0026 （歯地連）第262号         平成18年 4月 1日
     足上歯38 足柄上郡開成町延沢８５４プラザ （歯訪診）第93号          平成28年 4月 1日
     開成２０４ （歯ＣＡＤ）第1434号      平成27年 1月 1日
     0465-82-1836  （ＧＴＲ）第59号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2211号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1631号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332140,040.7 小原歯科医院 〒258-0113 （歯地連）第264号         平成18年 4月 1日
     足上歯40 足柄上郡山北町山北１７６１ （歯訪診）第94号          平成28年 4月 1日
     0465-75-0067  （補管）第2222号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333140,042.3 医療法人社団　泰晴会〒258-0113 （歯訪診）第3009号        平成29年 4月 1日
     足上歯42 　山北いちじま歯科医足柄上郡山北町山北７１１－３１ （歯ＣＡＤ）第162号       平成26年 4月 1日
     院 0465-76-3701  (0465-76-4318) （歯技工）第40号          平成22年 4月 1日
     （補管）第2205号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40128号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334140,043.1 小山歯科医院 〒259-0155 （医管）第290号           平成18年 4月 1日
     足上歯43 足柄上郡中井町松本１２－２ （歯地連）第265号         平成18年 4月 1日
     0465-81-0235  （歯訪診）第3194号        平成29年 4月 1日
     （補管）第2206号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335140,047.2 中村歯科医院 〒258-0022 （歯地連）第267号         平成18年 4月 1日
     足上歯47 足柄上郡開成町牛島５０－４ＴＹ （歯訪診）第95号          平成28年 4月 1日
     Ｓ５０４－１０２ （歯ＣＡＤ）第1076号      平成26年10月 1日
     0465-83-5318  （補管）第2219号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336140,048.0 西村歯科医院 〒258-0003 （外来環）第337号         平成21年 9月24日
     足上歯48 足柄上郡松田町松田惣領１３７５ （医管）第1513号          平成21年 9月24日
     －１－２Ｆ （歯地連）第430号         平成21年 9月24日
     0465-84-1955  (0465-84-1955) （歯訪診）第96号          平成28年 4月 1日
     （補管）第6022号          平成21年 9月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1337140,049.8 なかむらデンタルオフ〒258-0026 （外来環）第642号         平成27年 5月 1日
     足上歯49 ィス 足柄上郡開成町延沢８３６－２ （医管）第298号           平成18年 4月 1日
     0465-84-1884  （か強診）第258号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第7号           平成28年 5月 1日
     （在歯管）第85号          平成27年 7月 1日
     （歯地連）第269号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1200号      平成26年11月 1日
     （ＧＴＲ）第61号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2212号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338140,051.4 エリカ矯正歯科 〒258-0003
     足上歯51 足柄上郡松田町松田惣領１２１６
     －１３石井ビル２Ｆ
     0465-82-7973  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339143,000.8 ホワイト歯科医院 〒258-0003 （補管）第7003号          平成26年 4月 1日
     足上歯3000 足柄上郡松田町松田惣領１２１７
     竹内ビル３Ｆ
     0465-83-0008  (0465-83-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340143,003.2 シルバー歯科医院 〒258-0003 （歯訪診）第2896号        平成29年 4月 1日
     足上歯3003 足柄上郡松田町松田惣領１２１７
     竹内ビル４Ｆ
     070-4551-4185 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341143,005.7 あじさい歯科クリニッ〒258-0026 （歯援診）第637号         平成29年 3月 1日
     足上歯3005 ク 足柄上郡開成町延沢６９５－１－ （補管）第7577号          平成29年 1月 1日
     １Ｆ１－５号室
     0465-84-0073  (0465-85-3506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342143,006.5 医療法人社団八洲会　〒259-0151 （歯訪診）第3238号        平成29年 4月 1日
     足上歯3006 あしがら中井歯科診療足柄上郡中井町井ノ口２４１９－ （歯ＣＡＤ）第126349号    平成29年 1月 1日
     所 ２９ （補管）第7578号          平成29年 1月 1日
     0465-43-6533  (0465-43-6563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343143,007.3 植村歯科医院 〒259-0151 （歯訪診）第3366号        平成29年 6月 1日
     足上歯3007 足柄上郡中井町井ノ口１８４４－ （歯ＣＡＤ）第126521号    平成29年 7月 1日
     １　ライズモール中井町店 （ＧＴＲ）第494号         平成29年 6月 1日
     0465-46-8845  (0465-46-8847) （補管）第7660号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1344143,008.1 鍵和田歯科医院 〒258-0003 （外来環）第1315号        平成29年 6月 1日
     足上歯3008 足柄上郡松田町松田惣領１２１２ （医管）第2158号          平成29年 6月 1日
     －１ （か強診）第547号         平成29年 6月 1日
     0465-83-2184  (0465-83-2184) （歯援診）第760号         平成29年 6月 1日
     （在歯管）第349号         平成29年 6月 1日
     （歯地連）第497号         平成29年 6月 1日
     （歯リハ２）第430号       平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126548号    平成29年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第498号         平成29年 6月 1日
     （補管）第7686号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345144,052.8 たまき歯科医院 〒258-0021 （外来環）第134号         平成20年 6月 1日
     足上歯52 足柄上郡開成町吉田島４３５５－ （医管）第299号           平成18年 4月 1日
     ３ （か強診）第128号         平成28年 5月 1日
     0465-84-1182  （歯援診）第175号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第44号          平成22年 7月 1日
     （歯地連）第271号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第744号       平成26年 7月 1日
     （補管）第3720号          平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346144,053.6 加藤歯科クリニック 〒258-0000 （外来環）第246号         平成20年 9月 1日
     足上歯53 足柄上郡中井町井ノ口１８６６－ （医管）第300号           平成18年 4月 1日
     ６ （歯地連）第272号         平成18年 4月 1日
     0465-81-6480  （歯訪診）第97号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1436号      平成27年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第62号          平成20年 4月 1日
     （補管）第3873号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347144,054.4 岡部歯科医院 〒258-0018 （歯地連）第273号         平成18年 4月 1日
     足上歯54 足柄上郡大井町金手１０８１－９ （歯訪診）第98号          平成28年 4月 1日
     0465-85-1622  (0465-85-1623) （歯ＣＡＤ）第1077号      平成26年10月 1日
     （補管）第3895号          平成10年 9月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348144,056.9 小林歯科医院 〒258-0001 （補管）第4073号          平成11年10月 1日
     足上歯56 足柄上郡松田町寄２９－１３１６
     －３
     0465-89-2508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349144,057.7 村山歯科医院 〒258-0003 （医管）第473号           平成18年 6月 1日
     足上歯57 足柄上郡松田町松田惣領１０１７ （歯地連）第274号         平成18年 4月 1日
     －５ （歯訪診）第99号          平成28年 4月 1日
     0465-82-1217  (0465-82-1977) （歯ＣＡＤ）第1437号      平成27年 1月 1日
     （補管）第4525号          平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1350144,058.5 田村歯科医院 〒258-0003 （医管）第303号           平成18年 4月 1日
     足上歯58 足柄上郡松田町松田惣領１２１７ （歯地連）第275号         平成18年 4月 1日
     －１ （歯訪診）第2711号        平成29年 3月 1日
     0465-82-0010  (0465-82-0010) （補管）第4458号          平成13年10月 1日
     （１７５）第1633号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351144,059.3 わかば歯科医院 〒258-0021 （歯地連）第276号         平成18年 4月 1日
     足上歯59 足柄上郡開成町吉田島１４０３ （歯訪診）第3121号        平成29年 4月 1日
     0465-83-5001  (0465-83-4084) （補管）第4949号          平成15年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352144,061.9 大井町歯科医院 〒258-0019 （歯ＣＡＤ）第2442号      平成28年 4月 1日
     足上歯61 足柄上郡大井町金子３１２ （補管）第5092号          平成16年 1月 1日
     0465-83-7020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353144,062.7 めぐみ歯科医院 〒258-0016 （外来環）第324号         平成21年 6月 1日
     (141,004.2) 足柄上郡大井町上大井１０４－１ （医管）第2029号          平成29年 1月 1日
     足上歯62 0465-85-0008  (0465-85-0008) （か強診）第372号         平成29年 1月 1日
     （歯地連）第277号         平成19年 5月 1日
     （歯訪診）第2244号        平成28年12月 1日
     （手顕微加）第233号       平成29年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第408号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第63号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第203号       平成29年 8月 1日
     （補管）第5061号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354144,064.3 ダイ・デンタルクリニ〒258-0026 （外来環）第995号         平成28年11月 1日
     足上歯64 ック 足柄上郡開成町延沢８７５ （医管）第2207号          平成30年 2月 1日
     0465-20-3233  (0465-20-3234) （歯訪診）第100号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2306号      平成28年 2月 1日
     （補管）第6548号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355144,066.8 大井松田ファミリー歯〒258-0019 （歯ＣＡＤ）第1868号      平成27年 6月 1日
     足上歯66 科 足柄上郡大井町金子３４３ミマス （補管）第6765号          平成25年 3月 1日
     モール２Ｆ　
     0465-20-9400  (0465-20-9400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356144,067.6 きばやし歯科クリニッ〒258-0021 （歯ＣＡＤ）第1869号      平成27年 6月 1日
     足上歯67 ク 足柄上郡開成町吉田島４３５１－ （補管）第6789号          平成25年 6月 1日
     ９
     0465-83-7117  (0465-83-7117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357150,029.7 力石歯科医院 〒259-0200 （歯訪診）第102号         平成28年 4月 1日
     足下歯29 足柄下郡真鶴町真鶴８５３ （補管）第2232号          平成 8年 4月 1日
     0465-68-1051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1358150,030.5 箱根宮城野歯科診療所〒250-0401 （補管）第3473号          平成 8年 6月 1日
     足下歯30 足柄下郡箱根町宮城野６２２－４
     0460-2-4582   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359150,033.9 湯本歯科診療所 〒250-0311 （補管）第2236号          平成11年 9月20日
     足下歯33 足柄下郡箱根町湯本６９１－１０
     0460-85-6755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360150,037.0 平間歯科カジヤ医院 〒259-0301 （歯訪診）第103号         平成28年 4月 1日
     足下歯37 足柄下郡湯河原町中央３－２－１ （補管）第2239号          平成 8年 4月 1日
     0465-63-1181  （１７５）第1635号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361150,039.6 平間歯科真鶴医院 〒259-0201 （歯訪診）第104号         平成28年 4月 1日
     足下歯39 足柄下郡真鶴町真鶴２００－１ （補管）第2249号          平成 8年 4月 1日
     0465-68-0648  （１７５）第1636号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362150,040.4 平間歯科医院 〒259-0314 （歯訪診）第105号         平成28年 4月 1日
     足下歯40 足柄下郡湯河原町宮上５５２ （補管）第2241号          平成 8年 4月 1日
     0465-62-2049  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363150,043.8 錦織歯科医院 〒259-0314 （歯訪診）第106号         平成28年 4月 1日
     足下歯43 足柄下郡湯河原町宮上４４６－６ （補管）第2234号          平成 8年 4月 1日
     0465-62-4182  （１７５）第1637号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364150,045.3 髙木歯科医院 〒259-0301 （歯訪診）第107号         平成28年 4月 1日
     足下歯45 足柄下郡湯河原町中央１－１６１ （補管）第2243号          平成 8年 4月 1日
     ７－２２ （１７５）第1638号        平成14年 4月 1日
     0465-62-9389  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365150,046.1 箱根歯科医院 〒250-0311 （補管）第2240号          平成 8年 4月 1日
     足下歯46 足柄下郡箱根町湯本７０６－１６ （１７５）第1639号        平成14年 4月 1日
     吉田ビル３Ｆ
     0460-85-6355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366150,048.7 金子歯科医院 〒259-0303 （歯訪診）第108号         平成28年 4月 1日
     足下歯48 足柄下郡湯河原町土肥１ー４ー１ （補管）第2238号          平成 8年 4月 1日
     ８
     0465-62-3406  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367150,050.3 門川歯科クリニック 〒259-0303 （歯ＣＡＤ）第2349号      平成28年 3月 1日
     足下歯50 足柄下郡湯河原町土肥２－２１－ （補管）第2247号          平成 8年 4月 1日
     ２７角田ビル１Ｆ （１７５）第1641号        平成14年 4月 1日
     0465-64-0064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368150,051.1 つちや歯科医院 〒250-0401 （歯援診）第246号         平成29年 3月 1日
     足下歯51 足柄下郡箱根町宮城野１０７ （歯ＣＡＤ）第1695号      平成27年 4月 1日
     0460-87-2003  （補管）第2235号          平成17年 1月18日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1369150,052.9 ユー歯科箱根診療所 〒250-0404 （補管）第2237号          平成 8年 4月 1日
     足下歯52 足柄下郡箱根町宮ノ下３９７
     0460-87-6888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370153,002.1 室伏歯科医院 〒259-0304 （歯ＣＡＤ）第2443号      平成28年 4月 1日
     足下歯3002 足柄下郡湯河原町宮下５３３ （補管）第7382号          平成28年 4月 1日
     0465-62-3234  (0465-62-8234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371153,003.9 医療法人社団八洲会　〒259-0313 （外来環）第1089号        平成29年 1月 1日
     足下歯3003 あしがら西湘歯科診療足柄下郡湯河原町鍛冶屋３９３　 （か強診）第404号         平成29年 1月 1日
     所 １Ｆ （歯援診）第633号         平成29年 1月 1日
     0465-63-1177  (0465-63-1178) （歯ＣＡＤ）第126350号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7579号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372153,004.7 内歯科医院 〒250-0631 （歯訪診）第3369号        平成29年 5月 1日
     足下歯3004 足柄下郡箱根町仙石原１０５－１ （補管）第7667号          平成29年 5月 1日
     0460-84-8979  (0460-84-6486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373153,005.4 城堀歯科診療所 〒259-0303 （歯ＣＡＤ）第126671号    平成29年 9月29日
     足下歯3005 足柄下郡湯河原町土肥１－４－１ （補管）第7737号          平成29年 9月29日
     １　緑風ビル１Ｆ
     0465-64-1540  (0465-64-1540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374154,054.1 あらい歯科 〒259-0303 （補管）第2242号          平成 8年 4月 1日
     足下歯54 足柄下郡湯河原町土肥１－１３－
     ２
     0465-63-6475  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375154,056.6 愛歯科湯河原診療所 〒259-0303 （歯技工）第5号           平成22年 4月 1日
     足下歯56 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１ （補管）第3840号          平成10年 5月 1日
     ０一福堂第２ビル３階
     0465-63-9777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376154,057.4 大橋歯科医院 〒259-0314 （歯訪診）第110号         平成28年 4月 1日
     足下歯57 足柄下郡湯河原町宮上１３７ （歯ＣＡＤ）第1326号      平成26年12月 1日
     0465-62-0567  (0465-62-0567) （補管）第3993号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1377154,058.2 湯河原歯科医院 〒259-0303 （外来環）第333号         平成21年10月 1日
     足下歯58 足柄下郡湯河原町土肥２－１６－ （医管）第306号           平成18年 4月 1日
     ６ （か強診）第14号          平成28年 4月 1日
     0465-62-6969  (0465-62-6969) （歯援診）第157号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第1号           平成22年 4月 1日
     （歯地連）第483号         平成28年11月 1日
     （在推進）第110号         平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第303号       平成27年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第51号        平成26年 4月 1日
     （補管）第2231号          平成12年 5月 1日
     （酸単）第40129号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378154,060.8 こしみず歯科医院 〒259-0201 （歯訪診）第112号         平成28年 4月 1日
     足下歯60 足柄下郡真鶴町真鶴１８１４－１ （補管）第6654号          平成24年 7月14日
     0465-46-7017  (0465-46-7017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379154,062.4 医療法人　博真志会　〒259-0301 （補管）第2230号          平成18年 7月 1日
     足下歯62 かとう歯科医院 足柄下郡湯河原町中央３－６－２
     0465-62-0922  (0465-62-0923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380154,063.2 ヤサカ歯科 〒259-0312 （歯ＣＡＤ）第1523号      平成27年 2月 1日
     足下歯63 足柄下郡湯河原町吉浜５７２ （補管）第5632号          平成19年 7月 1日
     0465-62-9909  (0465-62-9909) （１７５）第2991号        平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381154,067.3 医療法人社団　泰晴会〒250-0311 （歯訪診）第3010号        平成29年 4月 1日
     足下歯67 　らいおん歯科クリニ足柄下郡箱根町湯本字後山２２６ （歯ＣＡＤ）第159号       平成26年 4月 1日
     ック　箱根湯本 －１ （補管）第6210号          平成22年10月 1日
     0460-85-6480  （酸単）第40130号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382160,013.9 林歯科医院 〒243-0301 （補管）第2253号          平成 8年 4月 1日
     愛歯13 愛甲郡愛川町角田１６０－４ （１７５）第1645号        平成14年 4月 1日
     0462-85-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383160,016.2 茂樹歯科医院 〒243-0303 （歯ＣＡＤ）第126609号    平成29年10月 1日
     愛歯16 愛甲郡愛川町中津３１８ （補管）第2256号          平成 8年 4月 1日
     0462-86-2218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384160,021.2 松本歯科クリニック 〒243-0307 （歯援診）第51号          平成29年 3月 1日
     愛歯21 愛甲郡愛川町半原４５６ （う蝕無痛）第19号        平成20年 4月 1日
     0462-81-6033  （補管）第2259号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385160,023.8 植木歯科医院 〒243-0112 （歯訪診）第1845号        平成28年 4月 1日
     愛歯23 愛甲郡清川村煤ケ谷１１２３－７ （補管）第2263号          平成 8年 4月 1日
     0462-88-1117  （１７５）第2634号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1386160,024.6 医療法人社団　和田歯〒243-0301 （外来環）第62号          平成20年 5月 1日
     愛歯24 科ミノワ診療所 愛甲郡愛川町角田２３０－４ （医管）第310号           平成18年 4月 1日
     0462-86-6164  (046-286-6164) （歯訪診）第2394号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第887号       平成26年 8月 1日
     （補管）第2261号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387160,025.3 なかつ歯科診療所 〒243-0303 （歯地連）第279号         平成18年 4月 1日
     愛歯25 愛甲郡愛川町中津７０６－１１ （歯訪診）第2119号        平成28年 9月 1日
     0462-86-9990  （歯ＣＡＤ）第1201号      平成26年11月 1日
     （補管）第2254号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388160,026.1 青木歯科医院 〒243-0303 （歯訪診）第2120号        平成28年 9月 1日
     愛歯26 愛甲郡愛川町中津１６０４－１ （歯ＣＡＤ）第1696号      平成27年 4月 1日
     0462-86-4182  （補管）第2260号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389164,027.5 桜台歯科医院 〒243-0303 （歯訪診）第1874号        平成28年 5月 1日
     愛歯27 愛甲郡愛川町中津７２９７－２ （補管）第3874号          平成10年 7月12日
     0462-86-6100  （１７５）第1648号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390164,028.3 松本歯科半原医院 〒243-0307 （歯訪診）第113号         平成28年 4月 1日
     愛歯28 愛甲郡愛川町半原６３８１ （在推進）第65号          平成26年10月 1日
     046-281-3131  (046-281-5153) （歯ＣＡＤ）第2650号      平成28年 7月 1日
     （補管）第2252号          平成13年10月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391164,029.1 いいだ歯科医院 〒243-0308 （歯ＣＡＤ）第2040号      平成27年 8月 1日
     愛歯29 愛甲郡愛川町三増滝之沢９１７－ （補管）第4063号          平成11年 9月15日
     ６
     046-281-6365  (046-281-6365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392164,031.7 横田歯科医院 〒243-0303 （外来環）第136号         平成20年 6月 1日
     愛歯31 愛甲郡愛川町中津１７１１－１ （歯訪診）第2074号        平成28年 8月 1日
     046-285-6446  (046-285-6446) （歯ＣＡＤ）第126125号    平成28年 8月 1日
     （補管）第4958号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393164,033.3 八木歯科クリニック 〒243-0307 （外来環）第454号         平成24年11月 1日
     愛歯33 愛甲郡愛川町半原２７１０－１ （医管）第1671号          平成28年 4月 1日
     046-281-7887  （歯訪診）第114号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第745号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6687号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394190,053.9 高橋歯科医院 〒238-0035 （歯訪診）第2245号        平成28年12月 1日
     横須歯53 横須賀市池上２－１６－１７ （歯ＣＡＤ）第126327号    平成29年 2月 1日
     0468-51-1319  （補管）第2356号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395190,077.8 医療法人愛歯会　中沢〒237-0064 （補管）第2411号          平成 8年 4月 1日
     横須歯77 歯科医院 横須賀市追浜町２－１３
     0468-65-3065  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1396190,125.5 大須賀歯科医院 〒238-0046 （歯訪診）第115号         平成28年 4月 1日
     横須歯125 横須賀市西逸見町１－３ （補管）第2469号          平成 8年 4月 1日
     0468-23-7303  （１７５）第1658号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397190,143.8 狩野歯科医院 〒239-0821 （補管）第2380号          平成 8年 4月 1日
     横須歯143 横須賀市東浦賀１－１２－１９
     0468-43-2100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398190,153.7 斉藤歯科医院 〒238-0012 （歯訪診）第3239号        平成29年 4月 1日
     横須歯153 横須賀市安浦町２－１４ （補管）第2303号          平成 8年 4月 1日
     0468-23-4650  （１７５）第1660号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399190,163.6 秋山歯科医院 〒238-0052 （補管）第2304号          平成 8年 4月 1日
     横須歯163 横須賀市佐野町１－６－２３
     0468-52-8321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400190,164.4 今野歯科医院 〒238-0017 （補管）第2439号          平成 8年 4月 1日
     横須歯164 横須賀市上町１－５５ （１７５）第1661号        平成14年 4月 1日
     0468-26-2095  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401190,173.5 西原歯科医院 〒238-0041 （補管）第2312号          平成 8年 4月 1日
     横須歯173 横須賀市本町１－１
     0468-22-1058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402190,182.6 相原歯科医院 〒239-0831 （歯ＣＡＤ）第1697号      平成27年 4月 1日
     横須歯182 横須賀市久里浜７－１６－１０ （補管）第2382号          平成 8年 4月 1日
     0468-35-8215  （１７５）第1666号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403190,192.5 田中歯科医院 〒238-0311 （歯訪診）第532号         平成28年 4月 1日
     横須歯192 横須賀市太田和１－６－６ （補管）第2335号          平成 8年 4月 1日
     0468-56-7733  （１７５）第1667号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404190,202.2 盛重歯科医院 〒237-0063 （歯訪診）第116号         平成28年 4月 1日
     横須歯202 横須賀市追浜東町３－６５－２０ （補管）第2396号          平成 8年 4月 1日
     0468-65-4423  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405190,214.7 髙橋歯科医院 〒238-0041 （歯ＣＡＤ）第746号       平成26年 7月 1日
     横須歯214 横須賀市本町２－１６－５ （補管）第2460号          平成 8年 7月23日
     0468-22-2182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406190,216.2 古谷歯科医院 〒238-0031 （補管）第2415号          平成 8年 4月 1日
     横須歯216 横須賀市衣笠栄町１－７０
     0468-52-7360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1407190,219.6 横須賀口腔衛生センタ〒238-0006 （外来環）第435号         平成24年 8月 1日
     横須歯219 ー休日急患歯科診療所横須賀市日の出町２－９ （歯特連）第3号           平成22年 4月 1日
     0468-23-0062  （医管）第2150号          平成29年 7月 1日
     （補管）第2354号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40425号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408190,237.8 卯尾歯科室 〒238-0007 （補管）第5929号          平成21年 7月 1日
     横須歯237 横須賀市若松町１－１５　杉本ビ
     ル３Ｆ
     0468-26-2077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409190,240.2 野比歯科医院 〒239-0841 （歯訪診）第3298号        平成29年 4月 1日
     横須歯240 横須賀市野比３－２－６ （歯ＣＡＤ）第1698号      平成27年 4月 1日
     0468-48-8582  (0468-48-8582) （補管）第2446号          平成10年 9月 1日
     （１７５）第1673号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410190,241.0 大津歯科医院 〒238-0022 （歯訪診）第117号         平成28年 4月 1日
     横須歯241 横須賀市公郷町１－４５ （歯ＣＡＤ）第1524号      平成27年 2月 1日
     0468-53-7088  （補管）第2441号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411190,242.8 池宮城歯科医院 〒238-0022 （歯訪診）第2203号        平成28年11月 1日
     横須歯242 横須賀市公郷町２－２ （歯ＣＡＤ）第2260号      平成28年 1月 1日
     0468-53-6133  （補管）第2447号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412190,256.8 川畑歯科医院 〒238-0014 （歯訪診）第3400号        平成29年 9月 1日
     横須歯256 横須賀市三春町１－１７ （補管）第2388号          平成 8年 4月 1日
     0468-23-0403  （１７５）第1676号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413190,261.8 田中歯科医院 〒239-0807 （歯ＣＡＤ）第91号        平成26年 4月 1日
     横須歯261 横須賀市根岸町２－２１－１３佐 （補管）第2435号          平成 8年 4月 1日
     久間ビル３Ｆ
     0468-34-1178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414190,264.2 野村歯科医院 〒237-0064 （外来環）第944号         平成28年 9月 1日
     横須歯264 横須賀市追浜町２－６ （か強診）第285号         平成28年 9月 1日
     0468-66-4180  （歯訪診）第118号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第409号       平成26年 5月 1日
     （補管）第2408号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415190,265.9 エーデルワイス歯科医〒238-0315 （補管）第2416号          平成 8年 4月 1日
     横須歯265 院 横須賀市林１－２３－１６ （１７５）第1679号        平成14年 4月 1日
     0468-57-2855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416190,269.1 長坂歯科診療所 〒240-0101 （歯訪診）第119号         平成28年 4月 1日
     横須歯269 横須賀市長坂４－８－４３ （歯ＣＡＤ）第2212号      平成27年12月 1日
     0468-56-0626  （補管）第2325号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1417190,271.7 井上歯科医院 〒237-0076 （補管）第2429号          平成 8年 4月 1日
     横須歯271 横須賀市船越町１－５８
     0468-61-3467  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418190,272.5 川崎歯科医院 〒239-0833 （歯ＣＡＤ）第365号       平成26年 4月 1日
     横須歯272 横須賀市ハイランド５－３－６ （補管）第2300号          平成 8年 4月 1日
     0468-48-6993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419190,274.1 星陵歯科医院 〒239-0842 （歯訪診）第120号         平成28年 4月 1日
     横須歯274 横須賀市長沢１－３７－３ （歯ＣＡＤ）第2261号      平成28年 1月 1日
     0468-48-8488  （補管）第2289号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420190,284.0 大橋歯科医院 〒239-0842 （歯訪診）第121号         平成28年 4月 1日
     横須歯284 横須賀市長沢１－３－２６ （補管）第2324号          平成 8年 4月 1日
     0468-48-0148  （１７５）第2573号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421190,286.5 原小児歯科医院 〒238-0026 （補管）第2381号          平成 8年 4月 1日
     横須歯286 横須賀市小矢部１－２１－１５ （１７５）第1680号        平成14年 4月 1日
     0468-36-1817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422190,289.9 サトウ歯科医院 〒239-0813 （歯地連）第335号         平成18年 4月 1日
     横須歯289 横須賀市鴨居１－２０－１５ （歯訪診）第122号         平成28年 4月 1日
     0468-43-1014  （補管）第2373号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423190,291.5 鎌田歯科医院 〒239-0831 （外来環）第1396号        平成30年 1月 1日
     横須歯291 横須賀市久里浜５－１４－１４ （歯訪診）第3195号        平成29年 4月 1日
     0468-34-1188  （歯ＣＡＤ）第1202号      平成26年11月 1日
     （補管）第2331号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1681号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424190,297.2 医療法人社団　南州会〒238-0008 （歯訪診）第3446号        平成30年 1月 1日
     横須歯297 　大滝町歯科医院 横須賀市大滝町２－１６中央小島 （歯ＣＡＤ）第567号       平成26年 5月 1日
     ビル （補管）第2376号          平成 8年 4月 1日
     0468-27-3566  （１７５）第1683号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425190,298.0 藤原歯科クリニック 〒239-0842 （歯ＣＡＤ）第1327号      平成26年12月 1日
     横須歯298 横須賀市長沢１－３４－１０パー （補管）第2444号          平成 8年 4月 1日
     トナービル２Ｆ （１７５）第1684号        平成14年 4月 1日
     0468-49-4113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426190,303.8 福本歯科医院 〒238-0052 （補管）第2403号          平成 8年 4月 1日
     横須歯303 横須賀市佐野町６－１１
     0468-53-6030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427190,308.7 森崎歯科医院 〒239-0835 （補管）第2283号          平成 8年 4月 1日
     横須歯308 横須賀市佐原１－１
     0468-36-0822  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1428190,310.3 ペンギン歯科 〒238-0017 （補管）第2315号          平成 8年 4月 1日
     横須歯310 横須賀市上町３－４０
     0468-27-1547  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429190,311.1 相原歯科医院 〒237-0072 （歯訪診）第1875号        平成28年 5月 1日
     横須歯311 横須賀市長浦町２－１８ （歯ＣＡＤ）第2651号      平成28年 7月 1日
     0468-24-1947  （補管）第2379号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430190,312.9 浜田歯科医院 〒238-0008 （歯地連）第336号         平成18年 4月 1日
     横須歯312 横須賀市大滝町２－２３ （歯訪診）第123号         平成28年 4月 1日
     0468-22-3370  （補管）第2358号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431190,316.0 パール歯科医院 〒238-0022 （歯訪診）第124号         平成28年 4月 1日
     横須歯316 横須賀市公郷町４－７－４ （補管）第2425号          平成 8年 4月 1日
     0468-53-7777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432190,318.6 医療法人社団慶明会　〒239-0807 （医管）第283号           平成18年 4月 1日
     横須歯318 原歯科医院 横須賀市根岸町３－１－５ （歯ＣＡＤ）第1792号      平成27年 5月 1日
     046-836-3818  （補管）第2377号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2803号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433190,323.6 鴨居歯科医院 〒239-0813 （補管）第5175号          平成16年 7月 1日
     横須歯323 横須賀市鴨居１－１０－７
     0468-43-1521  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434190,325.1 たちばな歯科医院 〒238-0035 （歯訪診）第125号         平成28年 4月 1日
     横須歯325 横須賀市池上３－３－１７ （歯ＣＡＤ）第126385号    平成29年 3月 1日
     0468-52-8241  （補管）第4275号          平成12年10月 1日
     （１７５）第2865号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435190,326.9 久里浜ファミリィ歯科〒239-0831 （歯ＣＡＤ）第2041号      平成27年 8月 1日
     横須歯326 横須賀市久里浜４－５－１１ （補管）第2360号          平成 8年 4月 1日
     0468-36-1533  （１７５）第1685号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40132号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436190,337.6 千葉歯科医院 〒237-0062 （歯訪診）第126号         平成28年 4月 1日
     横須歯337 横須賀市浦郷町３－２１ （歯ＣＡＤ）第126328号    平成29年 2月 1日
     0468-66-1286  （補管）第2401号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1687号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437190,343.4 関野歯科医院 〒238-0007 （歯ＣＡＤ）第1793号      平成27年 5月 1日
     横須歯343 横須賀市若松町３－１８ （補管）第2449号          平成 8年 4月 1日
     0468-27-2424  （１７５）第1688号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1438190,347.5 吉田歯科医院 〒238-0022 （歯訪診）第127号         平成28年 4月 1日
     横須歯347 横須賀市公郷町２－１１－９新倉 （補管）第2437号          平成16年 4月 1日
     ビル１Ｆ
     046-853-6480  (046-852-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439190,348.3 汐見台歯科 〒238-0054 （補管）第2412号          平成 8年 4月 1日
     横須歯348 横須賀市汐見台１－９
     0468-27-2525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440190,349.1 ＪＵＮデンタルクリニ〒238-0041 （歯リハ２）第208号       平成26年 6月 1日
     横須歯349 ック 横須賀市本町３－１３　ビルドＪ （補管）第3703号          平成 9年 7月 1日
     ＵＮ２Ｆ （１７５）第2894号        平成14年 7月 1日
     0468-23-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441190,352.5 みわ歯科医院 〒238-0014 （歯ＣＡＤ）第1794号      平成27年 5月 1日
     横須歯352 横須賀市三春町５－２１ （補管）第2442号          平成 8年 4月 1日
     0468-27-3455  （１７５）第1689号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40133号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442190,357.4 大和田歯科医院 〒239-0831 （医管）第1923号          平成28年 8月 1日
     横須歯357 横須賀市久里浜５－１－１２ （歯ＣＡＤ）第155号       平成26年 4月 1日
     046-834-6605  （ＧＴＲ）第65号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2322号          平成17年 3月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443190,361.6 エビナ歯科医院 〒239-0802 （歯訪診）第128号         平成28年 4月 1日
     横須歯361 横須賀市馬堀町３－２－２ （補管）第2400号          平成 8年 4月 1日
     0468-41-3232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444190,363.2 西田歯科医院 〒239-0845 （外来環）第373号         平成22年 4月 1日
     横須歯363 横須賀市粟田２－３１－８ （医管）第1543号          平成22年 4月 1日
     046-848-7275  (046-847-1182) （か強診）第16号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第172号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第45号          平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2550号      平成28年 5月 1日
     （補管）第2298号          平成17年 5月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445190,366.5 宮入歯科医院 〒239-0807 （補管）第2420号          平成 8年 4月 1日
     横須歯366 横須賀市根岸町３－１２－６ （１７５）第2638号        平成14年 5月 1日
     0468-34-8638  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446190,367.3 村山歯科医院 〒239-0835 （補管）第2404号          平成 8年 4月 1日
     横須歯367 横須賀市佐原５－１０－３むらや （１７５）第1692号        平成14年 4月 1日
     まビル１Ｆ
     0468-36-5080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1447190,368.1 津久井歯科 〒239-0843 （歯訪診）第2527号        平成29年 3月 1日
     横須歯368 横須賀市津久井２－１７－２４ （補管）第2339号          平成 8年 4月 1日
     0468-49-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448190,369.9 つのだ歯科医院 〒238-0054 （歯訪診）第129号         平成28年 4月 1日
     横須歯369 横須賀市汐見台２－７－７ （補管）第2438号          平成 8年 4月 1日
     0468-26-4180  （１７５）第1693号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449190,371.5 みゆき歯科 〒238-0022 （歯地連）第392号         平成18年 4月 1日
     横須歯371 横須賀市公郷町２－７－１４ （歯ＣＡＤ）第2598号      平成28年 6月 1日
     0468-53-6722  （補管）第2345号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1694号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450190,373.1 都歯科医院 〒237-0068 （補管）第2297号          平成 8年 4月 1日
     横須歯373 横須賀市追浜本町１－２２
     0468-65-6040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451190,376.4 ひとし歯科 〒239-0807 （外来環）第550号         平成26年 6月 1日
     横須歯376 横須賀市根岸町３－１４－６斉田 （医管）第1833号          平成28年 6月 1日
     ビル２Ｆ （か強診）第261号         平成28年 8月 1日
     0468-33-1237  （在歯管）第169号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第2204号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2262号      平成28年 1月 1日
     （補管）第2454号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1695号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452190,377.2 折笠歯科医院 〒238-0313 （歯訪診）第3122号        平成29年 4月 1日
     横須歯377 横須賀市武４－３５－５ （歯ＣＡＤ）第1203号      平成26年11月 1日
     0468-56-3156  （補管）第2406号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1696号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453190,378.0 小川歯科医院 〒238-0316 （歯訪診）第130号         平成28年 4月 1日
     横須歯378 横須賀市長井１－９－１５ （補管）第2407号          平成 8年 4月 1日
     0468-56-8015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454190,384.8 岡本歯科医院 〒239-0841 （歯訪診）第2395号        平成29年 2月 1日
     横須歯384 横須賀市野比２－２－４ （歯ＣＡＤ）第126329号    平成29年 2月 1日
     0468-48-4368  （補管）第2344号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1698号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455190,388.9 バッファロー歯科医院〒239-0841 （歯ＣＡＤ）第94号        平成26年 4月 1日
     横須歯388 横須賀市野比３－３０－１０ （補管）第4213号          平成12年 4月 1日
     0468-49-4465  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1456190,392.1 医療法人社団豊有会　〒238-0056 （外来環）第283号         平成20年11月 1日
     横須歯392 鶴が丘歯科 横須賀市鶴が丘１－２－１５ （医管）第2134号          平成29年 6月 1日
     046-827-2277  (046-827-3377) （か強診）第463号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第101号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第351号         平成29年 8月 1日
     （補管）第2319号          平成16年 8月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457190,393.9 古川歯科医院 〒238-0012 （歯援診）第229号         平成29年 3月 1日
     横須歯393 横須賀市安浦１－１ （在推進）第58号          平成26年 8月 1日
     0468-24-8676  （歯ＣＡＤ）第1796号      平成27年 4月 1日
     （歯技工）第135号         平成22年 4月 1日
     （補管）第2409号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1700号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458190,395.4 医療法人社団　松本歯〒239-0808 （外来環）第196号         平成20年 8月 1日
     横須歯395 科医院 横須賀市大津町３－３３－１５ （医管）第314号           平成18年 4月 1日
     046-836-2341  (046-833-5651) （か強診）第17号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第438号         平成29年 4月 1日
     （歯地連）第281号         平成18年 4月 1日
     （手顕微加）第28号        平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第254号         平成20年 7月 1日
     （補管）第2391号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40632号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459190,400.2 田所矯正歯科クリニッ〒239-0808
     横須歯400 ク 横須賀市大津町１－１２－２０大
     津駅前ビル２０３
     0468-36-7232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460190,402.8 はら歯科医院 〒238-0035 （歯訪診）第131号         平成28年 4月 1日
     横須歯402 横須賀市池上１－６－６ （歯ＣＡＤ）第410号       平成26年 5月 1日
     046-852-8141  (046-852-8142) （補管）第5958号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461190,407.7 医療法人社団　アルフ〒238-0031 （医管）第1551号          平成23年 7月 1日
     横須歯407 ァデンタルクリニック横須賀市衣笠栄町１－７０　湘南 （歯地連）第445号         平成23年 7月 1日
     信用金庫衣笠支店ビル　５Ｆ （歯訪診）第2712号        平成29年 3月 1日
     046-853-1180  (046-853-1181) （手顕微加）第213号       平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1525号      平成27年 2月 1日
     （根切顕微）第181号       平成29年 4月 1日
     （補管）第6384号          平成23年 7月 1日
     （酸単）第40134号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462190,408.5 医療法人社団　恵和会〒239-0831 （医管）第1793号          平成28年 5月 1日
     横須歯408 　木暮里歯科医院 横須賀市久里浜４－３－７ （歯訪診）第1876号        平成28年 5月 1日
     0468-35-2085  （歯ＣＡＤ）第1438号      平成27年 1月 1日
     （補管）第2417号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1463190,411.9 もたい歯科医院 〒239-0831 （補管）第2334号          平成 8年 4月 1日
     横須歯411 横須賀市久里浜４－２０－６ （１７５）第3045号        平成27年 4月 1日
     0468-33-4182  （酸単）第40334号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464190,412.7 西村歯科医院 〒238-0014 （外来環）第249号         平成20年10月 1日
     横須歯412 横須賀市三春町３－３０－１ＭＳ （医管）第1672号          平成28年 4月 1日
     ビル１Ｆ （か強診）第328号         平成28年11月 1日
     0468-24-0035  （歯訪診）第132号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第99号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126556号    平成29年 8月 1日
     （根切顕微）第68号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2390号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40135号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465190,417.6 石井歯科医院分院 〒237-0064 （歯援診）第754号         平成29年 7月 1日
     横須歯417 横須賀市追浜町３－１７ （歯訪診）第2793号        平成29年 4月 1日
     046-866-0618  (046-866-0618) （歯ＣＡＤ）第2308号      平成28年 2月 1日
     （補管）第2323号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466190,418.4 医療法人社団　明輪会〒238-0041 （外来環）第493号         平成25年10月 1日
     横須歯418 　プラザデンタルクリ横須賀市本町２－１－１２　ショ （医管）第1834号          平成28年 6月 1日
     ニック ッパーズプラザ５Ｆ （か強診）第498号         平成29年 4月 1日
     046-821-2501  (046-821-2492) （歯援診）第741号         平成29年 6月 1日
     （歯地連）第340号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第133号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1439号      平成27年 1月 1日
     （補管）第2375号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40136号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467190,419.2 田浦歯科診療所 〒237-0076 （歯ＣＡＤ）第2213号      平成27年12月 1日
     横須歯419 横須賀市船越町５－１ （補管）第2342号          平成 8年 4月 1日
     0468-61-5100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468190,420.0 医療法人社団寛佳会　〒238-0313 （補管）第2385号          平成 8年 4月 1日
     横須歯420 竹内歯科医院 横須賀市武３－２３－１ （１７５）第2922号        平成14年 9月 1日
     046-857-3825  (046-857-7159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469190,421.8 久里浜中央歯科医院 〒239-0831 （外来環）第786号         平成28年 4月 1日
     横須歯421 横須賀市久里浜４－１２－１２　 （医管）第1673号          平成28年 4月 1日
     １Ｆ （か強診）第181号         平成28年 6月 1日
     0468-36-3650  （歯援診）第511号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2652号      平成28年 7月 1日
     （補管）第2329号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40418号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1470190,422.6 兒玉歯科医院 〒239-0807 （外来環）第1225号        平成29年 5月 1日
     横須歯422 横須賀市根岸町４－１１－３３ （歯訪診）第134号         平成28年 4月 1日
     0468-35-8282  (046-835-8282) （歯ＣＡＤ）第126359号    平成29年 3月 1日
     （歯技工）第6号           平成22年 4月 1日
     （補管）第2333号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1703号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40137号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471190,426.7 追浜歯科医院 〒237-0068 （外来環）第179号         平成20年 4月 1日
     横須歯426 横須賀市追浜本町１－４０ （医管）第2086号          平成29年 4月 1日
     0468-65-5716  （か強診）第195号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第338号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第304号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2599号      平成28年 6月 1日
     （歯技工）第7号           平成22年 4月 1日
     （補管）第2369号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472190,427.5 荒川歯科医院 〒239-0802 （歯地連）第283号         平成18年 4月 1日
     横須歯427 横須賀市馬堀町４－６－５ （歯訪診）第135号         平成28年 4月 1日
     0468-42-1123  （歯ＣＡＤ）第126178号    平成28年 9月 1日
     （補管）第3383号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473190,428.3 黒田歯科医院 〒238-0313 （補管）第2350号          平成 8年 4月 1日
     横須歯428 横須賀市武３－５－３３武山ロイ
     ヤルハイツ２Ｆ
     0468-56-6493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474190,429.1 北久里浜歯科医院 〒239-0807 （歯ＣＡＤ）第126640号    平成29年11月 1日
     横須歯429 横須賀市根岸町３－１５－１１ （補管）第2448号          平成12年 9月29日
     0468-30-5500  (0468-30-5500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475190,432.5 巻幡マリン歯科 〒239-0831 （補管）第2307号          平成 8年 4月 1日
     横須歯432 横須賀市久里浜１－５－９　あず
     さわビル３階
     046-833-3838  (046-833-3838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476190,434.1 岩間歯科クリニック 〒238-0041 （補管）第2340号          平成 8年 4月 1日
     横須歯434 横須賀市本町３－３１ベイスクエ （１７５）第1705号        平成14年 4月 1日
     アよこすか二番館３０３
     0468-27-1238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477190,435.8 鈴木歯科医院 〒238-0311 （補管）第2393号          平成17年 3月22日
     横須歯435 横須賀市太田和２－１４－２３
     046-857-2255  (046-857-2255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1478190,436.6 城北歯科医院 〒238-0031 （う蝕無痛）第20号        平成20年 6月 1日
     横須歯436 横須賀市衣笠栄町２－６６　井上 （補管）第2414号          平成20年 6月 1日
     ビル３階
     046-851-2721  (046-851-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479190,437.4 伊東歯科医院 〒239-0831 （歯訪診）第136号         平成28年 4月 1日
     横須歯437 横須賀市久里浜５－１３－２２ （歯ＣＡＤ）第126264号    平成28年12月 1日
     046-835-1231  (046-835-1231) （補管）第2357号          平成16年 4月 1日
     （１７５）第2639号        平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480190,442.4 医療法人社団　友康会〒238-0017 （歯訪診）第534号         平成28年 4月 1日
     横須歯442 　あかしや歯科医院 横須賀市上町２－４ （歯ＣＡＤ）第1526号      平成27年 2月 1日
     046-826-0888  （ＧＴＲ）第194号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2473号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481190,443.2 医療法人社団　石渡歯〒238-0012 （歯訪診）第535号         平成28年 4月 1日
     横須歯443 科医院　石渡歯科医院横須賀市安浦町２－１９石渡ビル （歯ＣＡＤ）第998号       平成26年 9月 1日
     ２Ｆ （補管）第2427号          平成 8年 4月 1日
     0468-27-1551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482190,445.7 せん歯科医院 〒239-0807 （外来環）第1258号        平成29年 6月 1日
     横須歯445 横須賀市根岸町２－３１－２田中 （医管）第2135号          平成29年 6月 1日
     ビル３Ｆ （在歯管）第331号         平成29年 6月 1日
     0468-37-6480  （歯訪診）第2794号        平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第29号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1079号      平成26年10月 1日
     （歯技工）第152号         平成22年 6月 1日
     （根切顕微）第69号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2299号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40448号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483190,446.5 伊東歯科医院 〒237-0068 （補管）第3387号          平成 8年 4月 1日
     横須歯446 横須賀市追浜本町１－１０６－２
     046-865-4077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484190,447.3 湘南歯科クリニック 〒239-0841 （歯訪診）第2396号        平成29年 2月 1日
     横須歯447 横須賀市野比１－２５－５荒井ビ （補管）第2371号          平成 8年 4月 1日
     ル２Ｆ （酸単）第40138号         平成29年 4月 1日
     0468-49-6418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485190,449.9 古屋歯科医院 〒239-0805 （歯訪診）第536号         平成28年 4月 1日
     横須歯449 横須賀市舟倉１－１４－５ （補管）第2386号          平成 8年 4月 1日
     046-833-0050  （１７５）第1706号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1486190,450.7 白川歯科医院 〒239-0807 （外来環）第891号         平成28年 8月 1日
     横須歯450 横須賀市根岸町１－２－２４ （医管）第1502号          平成20年 5月 1日
     0468-35-8655  （か強診）第230号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第546号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第258号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2309号      平成28年 2月 1日
     （補管）第2347号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1707号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40139号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487190,452.3 小西歯科医院 〒239-0822 （歯訪診）第138号         平成28年 4月 1日
     横須歯452 横須賀市浦賀町３－９－１　甲斐 （補管）第2470号          平成 8年 4月 1日
     ビル１Ｆ
     0468-41-8276  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488190,453.1 ふるた歯科クリニック〒238-0032 （医管）第1674号          平成28年 4月 1日
     横須歯453 横須賀市平作８－２－９ （歯地連）第377号         平成18年 4月 1日
     0468-53-8211  （歯訪診）第139号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第999号       平成26年 9月 1日
     （補管）第2372号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1708号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489190,454.9 医療法人社団　祥豊会〒239-0802 （外来環）第197号         平成20年 8月 1日
     横須歯454 　杉山歯科医院 横須賀市馬堀町２－２－３１ （医管）第1590号          平成25年 8月 1日
     046-844-3223  （か強診）第196号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第113号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第14号          平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126265号    平成28年12月 1日
     （ＧＴＲ）第66号          平成20年 4月 1日
     （補管）第3386号          平成10年 1月 1日
     （酸単）第40140号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490190,455.6 平嶺歯科医院 〒238-0034 （外来環）第842号         平成28年 7月 1日
     横須歯455 横須賀市金谷２－２－５ （医管）第2059号          平成29年 3月 1日
     046-852-0118  (046-852-0118) （か強診）第413号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第652号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第276号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第2528号        平成29年 3月 1日
     （手顕微加）第197号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126729号    平成30年 1月 1日
     （根切顕微）第163号       平成29年 3月 1日
     （補管）第2361号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491190,456.4 りんご歯科クリニック〒239-0821 （外来環）第137号         平成20年 6月 1日
     横須歯456 横須賀市東浦賀町１－１ー１ワタ （歯技工）第136号         平成22年 4月 1日
     ナベワンズビル３階 （補管）第3384号          平成 8年 4月 1日
     046-841-8354  (046-842-0333)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1492190,459.8 井上歯科医院 〒238-0014 （歯訪診）第140号         平成28年 4月 1日
     横須歯459 横須賀市三春町３－１６ （歯ＣＡＤ）第126126号    平成28年 8月 1日
     0468-22-1851  （補管）第2410号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493193,001.5 瀧澤歯科医院 〒238-0031 （外来環）第1012号        平成28年12月 1日
     横須歯3001 横須賀市衣笠栄町１－２０ （歯訪診）第141号         平成28年 4月 1日
     046-851-0256  (046-851-0256) （歯ＣＡＤ）第206号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6891号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494193,002.3 白川デンタルクリニッ〒239-0813 （外来環）第892号         平成28年 8月 1日
     横須歯3002 ク 横須賀市鴨居１－７－５生盛ビル （歯訪診）第2075号        平成28年 8月 1日
     １Ｆ （う蝕無痛）第105号       平成25年12月 1日
     046-884-8239  (046-884-8239) （歯ＣＡＤ）第2653号      平成28年 7月 1日
     （補管）第6892号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495193,003.1 汐入駅前歯科 〒238-0041 （歯訪診）第2795号        平成29年 4月 1日
     横須歯3003 横須賀市本町３－２７ベイスクエ （歯ＣＡＤ）第366号       平成26年 4月 1日
     アよこすか一番館横須賀ＡＰＴ２ （補管）第6907号          平成25年12月 1日
     Ｆ
     046-820-0811  (046-820-0812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496193,006.4 ハートデンタルクリニ〒238-0031 （外来環）第1397号        平成30年 1月 1日
     横須歯3006 ック 横須賀市衣笠栄町２－１７ （歯訪診）第2397号        平成29年 2月 1日
     046-874-8049  (046-874-8249) （歯ＣＡＤ）第888号       平成26年 8月 1日
     （補管）第6994号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497193,007.2 吉井歯科クリニック 〒239-0804 （歯ＣＡＤ）第747号       平成26年 7月 1日
     横須歯3007 横須賀市吉井３－１３－１吉井ク （補管）第7004号          平成26年 7月 1日
     リニックビル２Ｆ
     046-876-7934  (046-876-7936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498193,008.0 佐藤歯科医院 〒239-0807 （歯訪診）第2897号        平成29年 4月 1日
     横須歯3008 横須賀市根岸町２－３１－９ （歯ＣＡＤ）第1080号      平成26年 8月28日
     046-836-0388  (046-836-0389) （補管）第7065号          平成26年 8月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499193,009.8 清水歯科医院 〒238-0012 （歯訪診）第142号         平成28年 4月 1日
     横須歯3009 横須賀市安浦町２－２７アットマ （歯ＣＡＤ）第1527号      平成27年 2月 1日
     ーク１０４ （補管）第7097号          平成26年10月31日
     046-822-2823  (046-822-2823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500193,010.6 浦賀ペリー歯科 〒239-0824 （歯ＣＡＤ）第1700号      平成27年 4月 1日
     横須歯3010 横須賀市西浦賀１－４－７ （補管）第7108号          平成27年 1月 1日
     046-843-7788  (046-843-7788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1501193,011.4 医療法人社団　尭舜会〒238-0013 （外来環）第632号         平成27年 2月 1日
     横須歯3011 　ＭＡデンタルクリニ横須賀市平成町２－１０－２平成 （医管）第1784号          平成28年 4月 1日
     ック 町ビル１Ｆ （か強診）第347号         平成28年12月 1日
     046-884-8123  (046-884-8176) （歯援診）第597号         平成28年12月 1日
     （歯訪診）第143号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第307号       平成27年 2月 1日
     （手顕微加）第30号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第130号       平成27年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1656号      平成27年 2月 1日
     （手術歯根）第69号        平成27年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第426号         平成27年 2月 1日
     （根切顕微）第117号       平成28年 8月 1日
     （補管）第7160号          平成27年 2月 1日
     （酸単）第40141号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502193,012.2 レイナ歯科クリニック〒238-0017 （歯地連）第464号         平成27年 4月 1日
     横須歯3012 横須賀市上町１－２ （歯ＣＡＤ）第126154号    平成28年 9月 1日
     046-822-5076  (046-824-6300) （補管）第7197号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第40142号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503193,013.0 医療法人社団広伸会　〒238-0031 （外来環）第665号         平成27年 5月19日
     横須歯3013 栄町歯科診療所 横須賀市衣笠栄町２－２４衣笠駅 （歯ＣＡＤ）第2017号      平成27年 5月19日
     前ビル１Ｆ （補管）第7235号          平成27年 5月19日
     046-851-5186  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504193,014.8 内一歯科医院 〒238-0006 （歯ＣＡＤ）第126331号    平成29年 2月 1日
     横須歯3014 横須賀市日の出町１－１２－４ （補管）第7250号          平成27年 6月15日
     046-823-1180  (046-825-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505193,015.5 おおはし歯科医院 〒238-0032 （歯ＣＡＤ）第126446号    平成29年 5月 1日
     横須歯3015 横須賀市平作１－１２－１０ （補管）第7267号          平成27年 7月14日
     046-853-9955  (046-853-9955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506193,016.3 ワンラブデンタルクリ〒238-0007 （か強診）第155号         平成28年 6月 1日
     横須歯3016 ニック 横須賀市若松町２－３０　モアー （歯訪診）第1954号        平成28年 6月 1日
     ズシティ５Ｆ （手顕微加）第100号       平成28年 4月 1日
     046-820-4486  (046-820-4486) （歯ＣＡＤ）第126453号    平成29年 5月 1日
     （根切顕微）第70号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7328号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507193,017.1 米川歯科医院 〒239-0808 （外来環）第723号         平成27年12月 1日
     横須歯3017 横須賀市大津町２－５－４　 （歯訪診）第2286号        平成29年 1月 1日
     046-833-8211  (046-833-8211) （歯ＣＡＤ）第126689号    平成29年12月 1日
     （補管）第7329号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1508193,018.9 ボリデンタルクリニッ〒238-0022 （補管）第7611号          平成29年 4月 1日
     横須歯3018 ク 横須賀市公郷町３－１０１－３
     046-876-8084  (046-876-8084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509193,019.7 さいとう歯科医院 〒239-0831 （外来環）第1183号        平成29年 4月 1日
     横須歯3019 横須賀市久里浜４－１１－１５　 （か強診）第476号         平成29年 4月 1日
     ライフコンフォート久里浜３Ｆ （歯援診）第663号         平成29年 3月 1日
     046-833-5582  (046-833-5739) （補管）第7370号          平成28年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510193,020.5 久里浜デンタルクリニ〒239-0828 （外来環）第758号         平成28年 4月 1日
     横須歯3020 ック 横須賀市久比里１－２４－２０　 （歯援診）第495号         平成28年 6月 1日
     小川ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2350号      平成28年 3月 1日
     046-844-8383  (046-844-8384) （ＧＴＲ）第444号         平成28年 3月 1日
     （補管）第7357号          平成28年 3月 1日
     （矯診）第229号           平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511193,021.3 オールスマイルデンタ〒238-0008 （外来環）第817号         平成28年 6月 1日
     横須歯3021 ルクリニック 横須賀市大滝町２－６　ザ・タワ （歯訪診）第2898号        平成29年 4月 1日
     ー横須賀中央３Ｆ （歯ＣＡＤ）第126452号    平成29年 5月 1日
     046-887-0648  (046-887-0649) （補管）第7383号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512193,022.1 石渡歯科医院 〒238-0035 （補管）第7403号          平成28年 3月 8日
     横須歯3022 横須賀市池上４－１－２９
     046-851-1182  (046-851-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513193,023.9 みなみだ歯科クリニッ〒238-0045 （外来環）第1368号        平成29年11月 1日
     横須歯3023 ク 横須賀市東逸見町１－５４－３ （歯ＣＡＤ）第2532号      平成28年 4月12日
     046-821-4182  (046-821-4182) （補管）第7404号          平成28年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514193,024.7 田中歯科医院 〒239-0813 （歯訪診）第2111号        平成28年 7月 1日
     横須歯3024 横須賀市鴨居２－４１－２０ （歯ＣＡＤ）第2576号      平成28年 5月 1日
     046-841-1182  （補管）第7437号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515193,025.4 岩戸歯科クリニック 〒239-0844 （外来環）第843号         平成28年 7月 1日
     横須歯3025 横須賀市岩戸４－１４－１ （か強診）第373号         平成29年 1月 1日
     046-849-1875  (046-849-8204) （歯訪診）第1933号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2577号      平成28年 5月 1日
     （補管）第7438号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516193,026.2 久里浜駅前歯科 〒239-0831 （歯訪診）第3011号        平成29年 4月 1日
     横須歯3026 横須賀市久里浜４－８－１６　ま （歯ＣＡＤ）第2654号      平成28年 7月 1日
     んようクリニックビル４Ｆ （補管）第7462号          平成28年 7月 1日
     046-833-6688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517193,027.0 太陽の家附属歯科診療〒239-0813 （歯訪診）第2398号        平成29年 2月 1日
     横須歯3027 所 横須賀市鴨居２－７８－４ （歯ＣＡＤ）第126196号    平成28年10月 1日
     046-803-8047  (046-803-8046) （補管）第7503号          平成28年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1518193,028.8 佐藤歯科診療室 〒237-0076 （歯ＣＡＤ）第126155号    平成28年 9月 1日
     横須歯3028 横須賀市船越町６－６９－１ （補管）第7482号          平成28年 9月 1日
     046-861-6235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519193,029.6 山口歯科医院 〒238-0034 （外来環）第1006号        平成28年10月13日
     横須歯3029 横須賀市金谷２－３－２９　島貫 （歯訪診）第2234号        平成28年10月13日
     ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126395号    平成29年 4月 1日
     046-850-1331  (046-850-1332) （補管）第7535号          平成28年10月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520193,030.4 よこすか歯科医院 〒238-0007 （外来環）第1033号        平成28年11月 4日
     横須歯3030 横須賀市若松町３－４　ファース （補管）第7554号          平成28年11月 4日
     トビル１Ｆ
     046-827-8229  (046-827-8229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521193,032.0 斉藤歯科医院 〒239-0821 （外来環）第1090号        平成29年 1月 1日
     横須歯3032 横須賀市東浦賀１－２２－５ （医管）第2053号          平成29年 1月 1日
     046-841-8148  (050-3488-8165) （か強診）第405号         平成29年 1月 1日
     （歯援診）第634号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第272号         平成29年 1月 1日
     （在推進）第123号         平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第404号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126351号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7580号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522193,033.8 ヒルサイドデンタルク〒238-0014 （う蝕無痛）第178号       平成29年 5月 1日
     横須歯3033 リニック 横須賀市三春町５－５１－２ （歯ＣＡＤ）第126440号    平成29年 2月27日
     0468-27-1427  (0468-27-1427) （手術歯根）第112号       平成29年 5月 1日
     （補管）第7623号          平成29年 2月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523193,034.6 五十嵐歯科医院 〒239-0833 （歯ＣＡＤ）第126469号    平成29年 4月 1日
     横須歯3034 横須賀市ハイランド１－５５－１ （補管）第7643号          平成29年 4月 1日
     ２
     046-848-3409  (046-849-6928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524193,035.3 みんなの歯医者さん　〒239-0807 （医管）第2191号          平成29年12月 1日
     横須歯3035 北久里浜 横須賀市根岸町３－９－５ （在歯管）第362号         平成29年12月 1日
     046-854-8254  （歯訪診）第3436号        平成29年12月 1日
     （歯リハ２）第439号       平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126705号    平成29年12月 1日
     （補管）第7747号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1525193,036.1 神奈川歯科大学附属病〒238-8570 一般        23（病初診）第68号          平成29年11月 1日
     (191,058.7) 院 横須賀市小川町１－２３ （外来環）第1384号        平成29年11月 1日
     横須歯3036 046-822-8810  (046-822-8888) （歯特連）第55号          平成29年11月 1日
     （一般入院）第1818号      平成29年11月 1日
     （地歯入院）第21号        平成29年11月 1日
     （がん疼）第410号         平成29年11月 1日
     （ニコ）第1331号          平成29年11月 1日
     （薬）第388号             平成29年11月 1日
     （医管）第2193号          平成29年11月 1日
     （在歯管）第363号         平成29年11月 1日
     （咀嚼機能）第22号        平成29年11月 1日
     （画２）第136号           平成29年12月 1日
     （歯画１）第5号           平成29年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第944号         平成29年12月 1日
     （歯リハ２）第440号       平成29年11月 1日
     （手顕微加）第253号       平成29年11月 1日
     （う蝕無痛）第189号       平成29年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126709号    平成29年11月 1日
     （手術歯根）第122号       平成29年11月 1日
     （歯技工）第257号         平成29年11月 1日
     （歯顎移）第16号          平成29年11月 1日
     （ＧＴＲ）第511号         平成29年11月 1日
     （人工歯根）第24号        平成29年11月 1日
     （根切顕微）第225号       平成29年11月 1日
     （口病診１）第14号        平成29年11月 1日
     （補管）第7754号          平成29年11月 1日
     （矯診）第240号           平成29年11月 1日
     （顎診）第174号           平成29年11月 1日
     （酸単）第40594号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526193,037.9 三堀歯科医院 〒238-0022 （歯ＣＡＤ）第126779号    平成30年 1月 1日
     横須歯3037 横須賀市公郷町３－１０２－２ （補管）第7761号          平成30年 1月 1日
     046-851-4454  (046-851-4454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527193,038.7 佐原デンタルクリニッ〒239-0835 （歯ＣＡＤ）第126843号    平成30年 1月 1日
     横須歯3038 ク 横須賀市佐原１－９－１６ （補管）第7782号          平成30年 1月 1日
     046-836-1633  (046-836-1633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528193,039.5 吉富歯科医院 〒238-0021
     横須歯3039 横須賀市富士見町３－７７
     046-824-1133  (046-824-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529193,040.3 小林歯科医院 〒238-0315
     横須歯3040 横須賀市林２－３－１２
     046-857-5517  (046-857-5626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1530194,462.8 すどう歯科医院 〒238-0014 （歯訪診）第2246号        平成28年12月 1日
     横須歯462 横須賀市三春町５－２３－１ （歯ＣＡＤ）第126454号    平成29年 5月 1日
     0468-24-8328  （補管）第2419号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531194,464.4 南葉山歯科医院 〒240-0105 （補管）第4692号          平成14年 4月 1日
     横須歯464 横須賀市秋谷４３０９
     0468-58-0087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532194,465.1 佐久間歯科医院 〒238-0042 （歯訪診）第144号         平成28年 4月 1日
     横須歯465 横須賀市汐入町２－３７ （補管）第2450号          平成 8年 4月 1日
     0468-23-2545  （１７５）第1710号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533194,467.7 檜山歯科医院 〒238-0023 （歯訪診）第145号         平成28年 4月 1日
     横須歯467 横須賀市森崎３－１２－１ （補管）第3476号          平成 8年 6月 5日
     0468-36-4856  （１７５）第2641号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534194,471.9 まつざわ歯科医院 〒240-0101 （歯訪診）第2121号        平成28年 9月 1日
     横須歯471 横須賀市長坂３－６－３１ （歯ＣＡＤ）第1081号      平成26年10月 1日
     0468-56-2587  （補管）第3564号          平成 8年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535194,472.7 岸本歯科クリニック 〒238-0008 （外来環）第11号          平成20年 4月 1日
     横須歯472 横須賀市大滝町１－２３大和第一 （歯特連）第4号           平成22年 4月 1日
     ビル３Ｆ （医管）第1519号          平成22年 4月 1日
     0468-21-0102  （在歯管）第15号          平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第2529号        平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第66号        平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1795号      平成27年 5月 1日
     （手術歯根）第5号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第309号         平成22年 4月 1日
     （補管）第3570号          平成 8年 9月 2日
     （酸単）第40143号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536194,473.5 長島デンタルクリニッ〒238-0008 （補管）第4459号          平成12年 4月 1日
     横須歯473 ク 横須賀市大滝町２－１５－１横須 （１７５）第1712号        平成14年 4月 1日
     賀東相ビル９Ｆ
     046-820-6620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537194,474.3 中沢歯科医院 〒237-0066 （歯訪診）第147号         平成28年 4月 1日
     横須歯474 横須賀市湘南鷹取４－４－９ （補管）第4460号          平成12年 4月 1日
     0468-66-3033  （酸単）第40144号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538194,475.0 今井歯科医院 〒239-0843 （歯訪診）第537号         平成28年 4月 1日
     横須歯475 横須賀市津久井１－２５－１ （歯ＣＡＤ）第1000号      平成26年 9月 1日
     0468-49-8041  （補管）第3606号          平成 8年12月 1日
     （１７５）第1713号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1539194,479.2 田澤歯科医院 〒237-0075 （外来環）第1201号        平成29年 4月 1日
     横須歯479 横須賀市田浦町２－８３ （医管）第384号           平成18年 4月 1日
     0468-61-8148  （か強診）第501号         平成29年 5月 1日
     （歯援診）第40号          平成28年 4月 1日
     （歯地連）第341号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1082号      平成26年10月 1日
     （補管）第4462号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540194,480.0 楊箸歯科医院 〒238-0313 （歯訪診）第2796号        平成29年 4月 1日
     横須歯480 横須賀市武３－２１－１４ （補管）第3661号          平成 9年 4月 1日
     0468-56-2367  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541194,481.8 医療法人社団　なべ歯〒239-0831 （歯訪診）第148号         平成28年 4月 1日
     横須歯481 科医院 横須賀市久里浜４－６－１３ （補管）第2330号          平成13年 8月20日
     0468-33-4184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542194,482.6 医療法人社団　理政会〒239-0831 （歯訪診）第1878号        平成28年 5月 1日
     横須歯482 　アリワ歯科医院 横須賀市久里浜２－１３－６　第 （歯ＣＡＤ）第1619号      平成27年 2月 1日
     一杉田ビル１Ｆ （補管）第4174号          平成12年 5月 8日
     0468-37-4980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543194,484.2 田賀歯科医院 〒238-0016 （補管）第6358号          平成23年 5月 1日
     横須歯484 横須賀市深田台１３－２
     046-820-3023  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544194,488.3 岡田歯科医院 〒238-0006 （歯訪診）第149号         平成28年 4月 1日
     横須歯488 横須賀市日の出町１－７岡田ビル （歯リハ２）第349号       平成28年 4月 1日
     ２階 （補管）第3778号          平成 9年11月15日
     0468-26-2678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545194,489.1 佐々木歯科クリニック〒238-0035 （外来環）第614号         平成27年 1月 1日
     横須歯489 横須賀市池上５－８－７ （歯訪診）第2797号        平成29年 4月 1日
     0468-53-1118  （歯ＣＡＤ）第748号       平成26年 7月 1日
     （補管）第3777号          平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546194,490.9 石井歯科医院 〒238-0008 （医管）第463号           平成18年 4月 1日
     横須歯490 横須賀市大滝町１－２６清水ビル （歯地連）第394号         平成18年 4月 1日
     ２階Ａ区画 （歯訪診）第3196号        平成29年 4月 1日
     046-827-1567  （歯ＣＡＤ）第126797号    平成30年 2月 1日
     （歯技工）第150号         平成22年 4月 1日
     （補管）第2445号          平成 9年12月 1日
     （１７５）第1716号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547194,491.7 大谷歯科医院 〒238-0316 （歯訪診）第150号         平成28年 4月 1日
     横須歯491 横須賀市長井１－２２－１５ （歯ＣＡＤ）第2655号      平成28年 7月 1日
     0468-56-1010  （補管）第3796号          平成 9年12月31日
     （１７５）第1717号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1548194,494.1 医療法人社団　親和会〒238-0024 （歯訪診）第2175号        平成28年10月 1日
     横須歯494 　大矢部歯科医院 横須賀市大矢部２－５－２０あづ （在推進）第20号          平成26年 4月 1日
     まビルⅡ　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第568号       平成26年 4月 1日
     046-833-5809  (046-833-6667) （歯技工）第190号         平成25年 2月 1日
     （補管）第4950号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549194,498.2 生田歯科医院 〒239-0841 （歯ＣＡＤ）第126551号    平成29年 8月 1日
     横須歯498 横須賀市野比１－１４－１ （補管）第3970号          平成11年 4月 1日
     0468-48-8500  (0468-48-8500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550194,501.3 タクマ歯科医院 〒239-0831 （医管）第1511号          平成21年 7月10日
     横須歯501 横須賀市久里浜４－２－９ （歯訪診）第151号         平成28年 4月 1日
     046-835-2400  (046-835-2400) （歯ＣＡＤ）第208号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5959号          平成21年 7月10日
     （酸単）第40431号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551194,503.9 港さくら歯科医院 〒238-0042 （補管）第6644号          平成24年 7月17日
     横須歯503 横須賀市汐入町２－４０－１
     046-827-0118  (046-822-0188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552194,504.7 中村歯科クリニック 〒237-0068 （補管）第4066号          平成11年10月 1日
     横須歯504 横須賀市追浜本町１－１－３５ツ
     バサビル３Ｆ
     0468-66-0008  (0468-66-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553194,505.4 リトル歯科クリニック〒238-0313 （歯援診）第626号         平成29年 2月 1日
     横須歯505 横須賀市武１－２０－１７ライフ （補管）第6571号          平成24年 3月23日
     コート横須賀武山クリニックビル
     １Ｆ
     046-858-0048  (046-858-0048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554194,509.6 宮田歯科医院 〒239-0804 （医管）第317号           平成18年 4月 1日
     横須歯509 横須賀市吉井４－１－１ （歯地連）第284号         平成18年 4月 1日
     0468-30-5200  (0468-30-5200) （歯訪診）第152号         平成28年 4月 1日
     （補管）第4207号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555194,510.4 きりがや歯科医院 〒238-0012 （歯訪診）第1879号        平成28年 5月 1日
     横須歯510 横須賀市安浦町２－２２ （歯ＣＡＤ）第2551号      平成28年 5月 1日
     0468-24-4677  （補管）第4212号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556194,511.2 宇野歯科クリニック 〒239-0842 （歯ＣＡＤ）第569号       平成26年 6月 1日
     横須歯511 横須賀市長沢１－３２－１１－２ （補管）第4175号          平成12年 5月15日
     Ｆ （１７５）第2642号        平成14年 5月 1日
     0468-47-3064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1557194,512.0 医療法人社団　清勝会〒239-0801 （歯訪診）第2899号        平成29年 4月 1日
     横須歯512 　シーサイド歯科 横須賀市馬堀海岸２－２７－５ （歯ＣＡＤ）第254号       平成26年 4月 1日
     0468-41-3341  (0468-41-3341) （補管）第3838号          平成12年 5月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558194,513.8 走水歯科医院 〒239-0811 （補管）第4243号          平成12年 7月 1日
     横須歯513 横須賀市走水２－６－４ （１７５）第2643号        平成14年 5月 1日
     0468-41-8637  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559194,515.3 北久里浜矯正歯科 〒239-0807 （歯ＣＡＤ）第126641号    平成29年11月 1日
     横須歯515 横須賀市根岸町３－１５－１１ （補管）第4283号          平成12年10月 1日
     0468-30-5501  (0468-36-3355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560194,517.9 小川歯科クリニック 〒238-0012 （歯ＣＡＤ）第126744号    平成30年 1月 1日
     横須歯517 横須賀市安浦町３－１４－１０ （補管）第4586号          平成14年 1月 1日
     0468-23-0008  (0468-23-0046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561194,518.7 ウェルシティ横須賀歯〒238-0046 （外来環）第1445号        平成30年 3月 1日
     横須歯518 科診療所 横須賀市西逸見町１－３８－１１ （医管）第2213号          平成30年 3月 1日
     0468-28-6688  (0468-28-6688) （か強診）第645号         平成30年 3月 1日
     （歯援診）第196号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第375号         平成30年 3月 1日
     （在推進）第21号          平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2263号      平成28年 1月 1日
     （補管）第4430号          平成13年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562194,519.5 浦賀通りみやた歯科 〒239-0822 （歯訪診）第1877号        平成28年 5月 1日
     横須歯519 横須賀市浦賀３－１－１１ （補管）第4355号          平成13年 3月15日
     0468-44-4182  (0468-44-4180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563194,520.3 福島デンタルクリニッ〒237-0064 （歯ＣＡＤ）第749号       平成26年 7月 1日
     横須歯520 ク 横須賀市追浜町３－２ナスカクリ （補管）第4369号          平成13年 4月 1日
     ニックビル５Ｆ
     0468-69-4382  (0468-69-4482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564194,521.1 フルヤ歯科医院 〒238-0045 （外来環）第844号         平成28年 7月 1日
     横須歯521 横須賀市東逸見町１－１－４７ （歯援診）第514号         平成28年 7月 1日
     0468-23-0860  （補管）第4368号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565194,522.9 医療法人社団　ニコニ〒238-0008 （補管）第2365号          平成13年 6月 1日
     横須歯522 コクラブ　アンドー歯横須賀市大滝町１－１８レジデン （１７５）第1720号        平成14年 4月 1日
     科医院 スみかさ２Ｆ
     0468-23-8119  (0468-23-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566194,523.7 飯島歯科医院 〒237-0063 （歯訪診）第2713号        平成29年 3月 1日
     横須歯523 横須賀市追浜東町３－２７ （歯ＣＡＤ）第255号       平成26年 4月 1日
     0468-65-6604  (0468-65-6604) （補管）第4510号          平成13年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1567194,524.5 湘南山手歯科医院 〒239-0804 （歯訪診）第153号         平成28年 4月 1日
     横須歯524 横須賀市吉井３－１０－８ （歯ＣＡＤ）第570号       平成26年 4月 1日
     0468-37-8041  (0468-37-8048) （補管）第4524号          平成13年10月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568194,525.2 ささき歯科 〒237-0076 （歯訪診）第2287号        平成29年 1月 1日
     横須歯525 横須賀市船越町１－４７ （補管）第4532号          平成13年10月 1日
     0468-61-8241  (0468-61-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569194,527.8 テラダ歯科医院 〒238-0014 （歯訪診）第3197号        平成29年 4月 1日
     横須歯527 横須賀市三春町４－８－１１ （補管）第4550号          平成13年11月 1日
     0468-23-5588  (0468-23-2300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570194,528.6 平川歯科医院 〒238-0031 （歯訪診）第2900号        平成29年 4月 1日
     横須歯528 横須賀市衣笠栄町２－６５－８０ （歯ＣＡＤ）第1001号      平成26年 9月 1日
     ジョイポート２８０－４Ｆ （補管）第2389号          平成14年 1月 1日
     0468-52-6365  (0468-52-6375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571194,529.4 新井歯科医院 〒238-0045 （歯ＣＡＤ）第1328号      平成26年12月 1日
     横須歯529 横須賀市東逸見町２－１ （補管）第4799号          平成14年 5月15日
     0468-22-0325  (0468-22-0325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572194,532.8 小池歯科医院 〒239-0841 （外来環）第971号         平成28年10月 1日
     横須歯532 横須賀市野比１－２０－１ （医管）第1675号          平成28年 4月 1日
     046-847-0840  (046-847-0879) （か強診）第307号         平成28年10月 1日
     （歯援診）第570号         平成28年10月 1日
     （歯訪診）第155号         平成28年 4月 1日
     （咀嚼機能）第3号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第577号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6098号          平成22年 1月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573194,533.6 ヒライ歯科クリニック〒238-0031 （補管）第4891号          平成14年10月 1日
     横須歯533 横須賀市衣笠栄町１－２－１
     0468-53-8246  (0468-53-8247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574194,536.9 久里浜さくら歯科医院〒239-0831 （歯ＣＡＤ）第126197号    平成28年10月 1日
     横須歯536 横須賀市久里浜４－１７－１ （補管）第4297号          平成15年 1月 1日
     046-833-8008  (046-833-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575194,537.7 酒見デンタルクリニッ〒238-0042 （歯訪診）第154号         平成28年 4月 1日
     横須歯537 ク 横須賀市汐入町２－３９ （歯ＣＡＤ）第1440号      平成27年 1月 1日
     046-822-8737  （ＧＴＲ）第249号         平成20年 6月 1日
     （補管）第4936号          平成15年 2月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576194,539.3 うみかぜ歯科クリニッ〒238-0012 （歯訪診）第2798号        平成29年 4月 1日
     横須歯539 ク 横須賀市安浦町２－３３－１２リ （歯ＣＡＤ）第126396号    平成29年 4月 1日
     ーデンスコート１０１ （補管）第4948号          平成15年 3月15日
     046-828-4184  (046-828-4186)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1577194,542.7 おざわ歯科 〒238-0022 （歯ＣＡＤ）第2351号      平成28年 3月 1日
     横須歯542 横須賀市公郷町３－１１２－５ （補管）第5013号          平成15年 6月15日
     046-850-1818  (046-850-1814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578194,543.5 はしもと歯科クリニッ〒240-0104 （補管）第5028号          平成15年 8月 1日
     横須歯543 ク 横須賀市芦名１－３１－１０
     046-855-1182  (046-855-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579194,544.3 久里浜グリーン歯科 〒239-0831 （歯訪診）第156号         平成28年 4月 1日
     横須歯544 横須賀市久里浜１－３－１７久里 （歯ＣＡＤ）第126127号    平成28年 8月 1日
     浜駅前メディカルビル３Ｆ （補管）第5035号          平成15年 8月15日
     046-834-9190  (046-834-9190) （１７５）第2943号        平成15年 8月15日
     （酸単）第40145号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580194,545.0 いべ歯科クリニック 〒238-0031 （外来環）第341号         平成21年12月 1日
     横須歯545 横須賀市衣笠栄町１－７０組合ビ （歯援診）第159号         平成29年 4月 1日
     ル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126128号    平成28年 8月 1日
     046-853-8214  （補管）第5032号          平成15年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581194,546.8 新井歯科医院 〒237-0064 （歯訪診）第158号         平成28年 4月 1日
     横須歯546 横須賀市追浜３－９ （歯ＣＡＤ）第571号       平成26年 6月 1日
     046-865-5027  (046-865-5027) （補管）第2472号          平成15年 8月12日
     （１７５）第1662号        平成15年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582194,547.6 いちはら歯科クリニッ〒239-0846 （歯ＣＡＤ）第412号       平成26年 5月 1日
     横須歯547 ク 横須賀市グリーンハイツ３－２丸 （補管）第5045号          平成15年 9月15日
     トビル２０２
     046-848-0118  (046-848-0117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583194,549.2 佐々木歯科医院 〒238-0051 （歯ＣＡＤ）第126451号    平成29年 5月 1日
     横須歯549 横須賀市不入斗町４－１ （補管）第2285号          平成15年11月 6日
     046-822-5350  (046-824-1806) （１７５）第2635号        平成15年11月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584194,550.0 追浜国際歯科 〒237-0068 （医管）第319号           平成18年 4月 1日
     横須歯550 横須賀市追浜本町１－２８－５サ （歯ＣＡＤ）第889号       平成26年 8月 1日
     ンビーチ追浜４Ｆ （補管）第2368号          平成15年12月 1日
     046-866-4822  (0468-66-4822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585194,552.6 本町デンタルクリニッ〒238-0041 （歯ＣＡＤ）第2352号      平成28年 3月 1日
     横須歯552 ク 横須賀市本町２－４－１１創光ビ （補管）第5168号          平成16年 6月 1日
     ル２Ｆ
     046-827-2911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586194,555.9 上町デンタルクリニッ〒238-0017 （補管）第5245号          平成16年12月15日
     横須歯555 ク 横須賀市上町２－７－５横須賀上
     町クリニックビル２Ｆ
     046-829-1558  (046-829-1559)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1587194,556.7 しまだ歯科 〒237-0068 （補管）第5250号          平成17年 1月 1日
     横須歯556 横須賀市追浜本町１－１
     046-866-4877  (046-866-4878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588194,558.3 三川歯科クリニック 〒239-0841 （歯訪診）第3198号        平成29年 4月 1日
     横須歯558 横須賀市野比２－４５－１ （補管）第5272号          平成17年 3月 1日
     046-849-6471  (046-849-6471)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589194,559.1 小野歯科医院 〒239-0808 （歯訪診）第159号         平成28年 4月 1日
     横須歯559 横須賀市大津町３－３２－２ （歯ＣＡＤ）第1002号      平成26年 9月 1日
     046-836-3705  （補管）第4026号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590194,562.5 谷歯科医院 〒238-0042 （補管）第2455号          平成17年 9月22日
     横須歯562 横須賀市汐入町２－４５ （１７５）第1657号        平成17年 9月22日
     046-822-1248  (046-823-1500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591194,563.3 ふなこし歯科医院 〒237-0076 （歯訪診）第2714号        平成29年 3月 1日
     横須歯563 横須賀市船越町１－５７ （補管）第5385号          平成17年11月 1日
     046-861-0847  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592194,565.8 のなか歯科医院 〒239-0831 （歯ＣＡＤ）第126766号    平成30年 1月 1日
     横須歯565 横須賀市久里浜６－４－１シーフ （補管）第5412号          平成18年 1月 1日
     ロント久里浜Ｂ号
     046-833-8117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593194,566.6 衣笠ヘルスケア歯科・〒238-0031 （外来環）第482号         平成25年 6月 1日
     横須歯566 矯正歯科 横須賀市衣笠栄町１－４０ （医管）第467号           平成18年 4月 1日
     046-853-8026  (046-853-8025) （歯援診）第453号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126129号    平成28年 8月 1日
     （補管）第5403号          平成17年12月15日
     （矯診）第161号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第132号           平成19年 9月 1日
     （酸単）第40437号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594194,567.4 ひまわり歯科 〒238-0316 （歯訪診）第538号         平成28年 4月 1日
     横須歯567 横須賀市長井３－２６－１１ （補管）第2443号          平成18年 4月 1日
     046-857-1641  (046-857-9030) （１７５）第2570号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595194,568.2 田辺歯科 〒238-0042 （歯訪診）第160号         平成28年 4月 1日
     横須歯568 横須賀市汐入町３－２５－７ （在推進）第81号          平成27年10月 1日
     046-824-7255  （補管）第5532号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596194,569.0 馬堀海岸こばやし歯科〒239-0801 （歯ＣＡＤ）第1003号      平成26年 9月 1日
     横須歯569 医院 横須賀市馬堀海岸２－２６－６ （補管）第2306号          平成19年 1月 1日
     046-841-8703  (046-841-8703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1597194,570.8 山地歯科医院 〒239-0808 （歯訪診）第2638号        平成29年 3月 1日
     横須歯570 横須賀市大津町１－１２－２０相 （歯ＣＡＤ）第413号       平成26年 5月 1日
     和地所ビル１０１ （補管）第5939号          平成21年 6月 1日
     046-836-3717  (046-836-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598194,571.6 げんぶんデンタルクリ〒238-0023 （歯援診）第496号         平成28年 6月 1日
     横須歯571 ニック 横須賀市森崎３－１２－１８ （歯ＣＡＤ）第892号       平成26年 8月 1日
     046-833-8148  （補管）第5647号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599194,572.4 関口歯科医院 〒238-0055 （歯訪診）第161号         平成28年 4月 1日
     横須歯572 横須賀市平和台１－１ （歯ＣＡＤ）第572号       平成26年 6月 1日
     046-824-0519  (046-827-8680) （補管）第5617号          平成19年 6月 1日
     （酸単）第40146号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600194,573.2 千恵歯科医院 〒238-0007 （歯訪診）第162号         平成28年 4月 1日
     横須歯573 横須賀市若松町２－３－１２　板 （補管）第2467号          平成20年 1月 1日
     庄ビル２Ｆ （酸単）第40147号         平成29年 4月 1日
     046-826-3339  (046-827-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601194,576.5 太陽の家附属歯科診療〒239-0803 （補管）第5633号          平成19年 7月 1日
     横須歯576 所 横須賀市桜が丘２－１－２－１０
     １　第１光ハイツ
     046-833-8047  (046-833-8047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602194,577.3 やまうち歯科医院 〒239-0828 （歯訪診）第2076号        平成28年 8月 1日
     横須歯577 横須賀市久比里１－３－６ （歯ＣＡＤ）第324号       平成26年 4月 1日
     046-845-1661  (046-845-1662) （補管）第5649号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603194,578.1 五十嵐歯科医院 〒238-0045 （外来環）第406号         平成24年 4月 1日
     横須歯578 横須賀市東逸見町２－７７ （医管）第1589号          平成25年 7月 1日
     046-822-2620  (046-828-1032) （か強診）第348号         平成28年12月 1日
     （歯援診）第598号         平成28年12月 1日
     （歯訪診）第163号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第573号       平成26年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第259号         平成20年 7月 1日
     （補管）第2433号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604194,581.5 ウスイファミリー歯科〒238-0031 （歯ＣＡＤ）第367号       平成26年 4月 1日
     横須歯581 横須賀市衣笠栄町３－１４　新井 （補管）第5724号          平成20年 3月 1日
     ビル１階
     046-851-3930  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605194,582.3 横須賀スマイル歯科 〒238-0012 （補管）第5725号          平成20年 3月 1日
     横須歯582 横須賀市安浦町２－８－９　１Ｆ
     046-854-5960  (046-854-5960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1606194,583.1 なお歯科 〒238-0012 （歯ＣＡＤ）第222号       平成26年 4月 1日
     横須歯583 横須賀市安浦町２－４－１３ （補管）第5783号          平成20年 9月 1日
     046-854-7648  (046-854-7648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607194,585.6 平石歯科クリニック 〒239-0835 （歯訪診）第3123号        平成29年 4月 1日
     横須歯585 横須賀市佐原１－１０－５　山良 （補管）第2351号          平成20年 8月25日
     ビル
     046-834-6930  (046-834-6930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608194,586.4 浦賀歯科医院 〒239-0822 （補管）第5862号          平成21年 3月 1日
     横須歯586 横須賀市浦賀１－７－３
     046-842-7597  (046-842-7705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609194,588.0 清水良雄歯科医院 〒238-0004 （補管）第5834号          平成20年12月 1日
     横須歯588 横須賀市小川町２５－３景泉閣ビ
     ル５０５
     046-825-1852  (046-825-1852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610194,591.4 ますだ歯科医院 〒239-0802 （歯訪診）第2077号        平成28年 8月 1日
     横須歯591 横須賀市馬堀町３－１－１６鈴木 （歯ＣＡＤ）第126130号    平成28年 8月 1日
     ビル１Ｆ （補管）第5960号          平成21年 8月 1日
     046-844-0648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611194,595.5 ひかりの丘歯科医院 〒239-0847 （外来環）第996号         平成28年11月 1日
     横須歯595 横須賀市光の丘８－３ＹＲＰベン （歯訪診）第3469号        平成30年 3月 1日
     チャー棟１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2264号      平成28年 1月 1日
     046-887-0010  (046-887-0010) （補管）第6078号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612194,596.3 ライズデンタルクリニ〒238-0014 （歯ＣＡＤ）第2214号      平成27年12月 1日
     横須歯596 ック 横須賀市三春町４－５１ＢＬＤ’ （補管）第6139号          平成22年 5月 1日
     ＹＣ　１Ｆ
     046-828-4106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613194,597.1 相原歯科医院 〒238-0006 （歯訪診）第164号         平成28年 4月 1日
     横須歯597 横須賀市日の出町１－２ （歯ＣＡＤ）第2215号      平成27年12月 1日
     046-822-6480  （補管）第6150号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614194,599.7 本間歯科医院 〒238-0012 （歯訪診）第2715号        平成29年 3月 1日
     横須歯599 横須賀市安浦町１－３ （歯ＣＡＤ）第126787号    平成30年 2月 1日
     046-822-3172  （補管）第6200号          平成22年 8月 2日
     （１７５）第3022号        平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615194,600.3 佐野歯科医院 〒238-0031 （歯ＣＡＤ）第126231号    平成28年11月 1日
     横須歯600 横須賀市衣笠栄町１－４４ （補管）第6223号          平成22年 9月 1日
     046-851-0369  (046-851-0369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1616194,601.1 さいとう矯正歯科クリ〒239-0831 （矯診）第212号           平成25年11月 1日
     横須歯601 ニック 横須賀市久里浜１－５－１　鈴栄 （顎診）第158号           平成25年11月 1日
     ビル　３０１
     046-830-1388  (046-830-1389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617194,602.9 ナチュラル・ライフ・〒238-0025 （歯訪診）第2530号        平成29年 3月 1日
     横須歯602 デンティストリー 横須賀市衣笠町１３－２２ （歯ＣＡＤ）第2216号      平成27年12月 1日
     046-853-8639  (046-853-8683) （補管）第6297号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618194,604.5 かやま歯科クリニック〒238-0026 （歯訪診）第165号         平成28年 4月 1日
     横須歯604 横須賀市小矢部３－１－７ （歯ＣＡＤ）第1797号      平成27年 5月 1日
     046-874-5115  （補管）第6312号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619194,606.0 横須賀ファースト歯科〒238-0014 （歯訪診）第3272号        平成29年 4月 1日
     横須歯606 クリニック 横須賀市三春町３－７ （歯ＣＡＤ）第2217号      平成27年12月 1日
     046-887-0887  (046-887-0888) （補管）第6331号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620194,607.8 はる歯科クリニック 〒238-0315 （外来環）第893号         平成28年 8月 1日
     横須歯607 横須賀市林１－２３－５　川名ビ （医管）第1925号          平成28年 8月 1日
     ル２Ｆ３Ｆ （か強診）第464号         平成29年 4月 1日
     046-855-0826  (046-855-0827) （歯訪診）第2700号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1528号      平成27年 2月 1日
     （補管）第6376号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621194,609.4 浦賀みなと歯科 〒239-0822 （歯ＣＡＤ）第126456号    平成29年 5月 1日
     横須歯609 横須賀市浦賀５－３－２　木村ビ （補管）第6385号          平成23年 7月 1日
     ル１Ｆ
     046-874-6636  (046-874-6636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622194,610.2 中村歯科医院 〒238-0017 （歯訪診）第166号         平成28年 4月 1日
     横須歯610 横須賀市上町２－１－１６ （歯ＣＡＤ）第2104号      平成27年 9月 1日
     046-823-1365  （補管）第6421号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623194,611.0 飯田歯科医院 〒238-0008 （外来環）第1269号        平成29年 6月 1日
     横須歯611 横須賀市大滝町２－４－５ （医管）第2076号          平成29年 3月 1日
     046-826-0830  （か強診）第530号         平成29年 6月 1日
     （歯援診）第220号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第295号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第36号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第101号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第575号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第182号         平成24年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第361号         平成24年 4月 1日
     （根切顕微）第71号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6572号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1624194,613.6 アート歯科医院 〒238-0042 （補管）第6645号          平成24年10月 1日
     横須歯613 横須賀市汐入町２－１
     046-821-4118  (046-804-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625194,614.4 林歯科医院 〒238-0017 （歯訪診）第2901号        平成29年 4月 1日
     横須歯614 横須賀市上町３－１５ （歯ＣＡＤ）第2656号      平成28年 7月 1日
     046-822-0987  (046-822-0090) （補管）第6664号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626194,617.7 あつ歯科医院 〒238-0032 （歯ＣＡＤ）第126198号    平成28年10月 1日
     横須歯617 横須賀市平作８－２０－１５衣笠 （補管）第6688号          平成24年11月 1日
     ・かつみクリニックビル３Ｆ
     046-850-6611  (046-850-6610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627194,618.5 汐入歯科診療所 〒238-0042 （補管）第6747号          平成25年 4月 1日
     横須歯618 横須賀市汐入町４－１１
     046-824-5438  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628194,620.1 医療法人菜花会　ヴィ〒238-0025 （か強診）第636号         平成30年 3月 1日
     横須歯620 レッジ衣笠歯科診療所横須賀市衣笠町４４－４　１Ｆ （歯援診）第729号         平成29年 5月 1日
     046-874-9063  (046-874-9083) （歯ＣＡＤ）第1655号      平成27年 2月 1日
     （補管）第6790号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629194,621.9 丘ノ上歯科 〒239-0833 （歯ＣＡＤ）第576号       平成26年 5月 1日
     横須歯621 横須賀市ハイランド４－２－１３ （補管）第6820号          平成25年 8月 1日
     046-827-7766  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630200,061.0 萩原歯科医院 〒254-0042 （歯ＣＡＤ）第1441号      平成27年 1月 1日
     平歯61 平塚市明石町１３－７ （補管）第1416号          平成 8年 4月 1日
     0463-21-2310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631200,081.8 根岸歯科医院 〒254-0032 （補管）第1456号          平成 8年 4月 1日
     平歯81 平塚市八千代町３－１０
     0463-21-3047  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632200,088.3 田島歯科医院 〒254-0013 （補管）第1437号          平成 8年 4月 1日
     平歯88 平塚市田村６－４－１７ （１７５）第1722号        平成14年 4月 1日
     0463-55-0025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633200,092.5 藤谷歯科医院 〒254-0052 （歯技工）第70号          平成22年 4月 1日
     平歯92 平塚市平塚２－３１－５ （補管）第1444号          平成 8年 4月 1日
     0463-31-1846  （酸単）第40148号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634200,101.4 石津歯科 〒254-0044 （歯リハ２）第174号       平成26年 5月 1日
     平歯101 平塚市錦町２１－１０ （歯ＣＡＤ）第574号       平成26年 6月 1日
     0463-23-5285  （補管）第1412号          平成 9年 4月20日
     （１７５）第1723号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1635200,103.0 堀歯科医院 〒254-0813 （ＧＴＲ）第2号           平成20年 4月 1日
     平歯103 平塚市袖ケ浜１５－１５ （補管）第1390号          平成 8年 4月 1日
     0463-23-3033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636200,106.3 医療法人社団誠真会　〒254-0811 （外来環）第587号         平成26年11月 1日
     平歯106 平塚歯科診療所 平塚市八重咲町９－１３ （か強診）第491号         平成29年 4月 1日
     0463-23-2933  （補管）第1395号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637200,116.2 あらい歯科医院 〒254-0803 （歯訪診）第1955号        平成28年 6月 1日
     平歯116 平塚市千石河岸２５－３長谷川ビ （歯ＣＡＤ）第578号       平成26年 4月 1日
     ル （補管）第1369号          平成 8年 4月 1日
     0463-23-7041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638200,122.0 石黒歯科医院 〒254-0013 （外来環）第551号         平成26年 6月 1日
     平歯122 平塚市田村５－５－１１ （医管）第1835号          平成28年 6月 1日
     0463-54-5024  （か強診）第156号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第170号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第1956号        平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第316号       平成27年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第750号       平成26年 7月 1日
     （補管）第1407号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639200,123.8 中原歯科医院 〒254-0061 （外来環）第198号         平成20年 8月 1日
     平歯123 平塚市御殿１－２４－３３ （歯訪診）第2122号        平成28年 9月 1日
     0463-33-3050  （歯リハ２）第304号       平成27年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第751号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第136号         平成20年 4月 1日
     （補管）第1382号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1726号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640200,126.1 花水歯科医院 〒254-0822 （外来環）第634号         平成27年 4月 1日
     平歯126 平塚市菫平９－１３ （歯ＣＡＤ）第2552号      平成28年 5月 1日
     0463-34-0303  （補管）第1448号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2980号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第40149号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641200,127.9 さいとう歯科クリニッ〒254-0043 （補管）第1384号          平成 8年 4月 1日
     平歯127 ク 平塚市紅谷町８－５ハイツくれた
     け
     0463-23-9417  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642200,130.3 山田歯科 〒254-0077 （補管）第1453号          平成 8年 4月 1日
     平歯130 平塚市東中原１－１４－１６ （１７５）第1727号        平成14年 4月 1日
     0463-32-8817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1643200,133.7 上明戸歯科医院 〒254-0062 （外来環）第1144号        平成29年 3月 1日
     平歯133 平塚市富士見町１１－２５ （医管）第1836号          平成28年 6月 1日
     0463-34-3282  (0463-34-3296) （か強診）第441号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第668号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第99号          平成28年 4月 1日
     （歯地連）第487号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第38号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第180号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1460号          平成12年 8月 1日
     （１７５）第2645号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40150号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644200,135.2 猪俣歯科医院 〒254-0065 （補管）第1427号          平成 8年 4月 1日
     平歯135 平塚市南原１－２６－３２ （１７５）第1728号        平成14年 4月 1日
     0463-34-3723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645200,138.6 岡本歯科医院 〒254-0035 （歯訪診）第2026号        平成28年 7月 1日
     平歯138 平塚市宮の前３－７リブレ平塚宮 （歯ＣＡＤ）第893号       平成26年 8月 1日
     の前２Ｆ （補管）第1425号          平成 8年 4月 1日
     0463-23-8108  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646200,143.6 紺歯科医院 〒254-0821 （医管）第321号           平成18年 4月 1日
     平歯143 平塚市黒部丘２－３７ （歯援診）第102号         平成28年 6月 1日
     0463-32-1882  （在歯管）第31号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第381号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第39号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第106号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1457号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1730号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40151号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647200,144.4 佐藤歯科クリニック 〒254-0054 （歯訪診）第2902号        平成29年 4月 1日
     平歯144 平塚市中里１８－２７ （歯ＣＡＤ）第1329号      平成26年12月 1日
     0463-33-8330  （補管）第1409号          平成 8年 6月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648200,147.7 すぎむら小児歯科クリ〒254-0052 （補管）第1415号          平成 8年 4月 1日
     平歯147 ニック 平塚市平塚３－１０－１９
     0463-33-8416  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1649200,148.5 秋山歯科クリニック 〒254-0042 （外来環）第94号          平成20年 4月 1日
     平歯148 平塚市明石町２０－３ （医管）第322号           平成18年 4月 1日
     0463-23-8181  （か強診）第580号         平成29年11月 1日
     （歯援診）第21号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第16号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第286号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1702号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第137号         平成20年 4月 1日
     （補管）第1450号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650200,149.3 マガミ歯科医院 〒254-0903 （外来環）第1068号        平成29年 2月 1日
     平歯149 平塚市河内３４２－２ （か強診）第394号         平成29年 2月 1日
     0463-33-2475  （歯訪診）第540号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第209号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第354号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第107号         平成22年 4月 1日
     （補管）第1458号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651200,150.1 福山歯科医院 〒254-0042 （歯訪診）第3240号        平成29年 4月 1日
     平歯150 平塚市明石町５－１８ （補管）第1428号          平成 8年 4月 1日
     0463-21-0924  （１７５）第1732号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652200,153.5 中野歯科医院 〒254-0016 （う蝕無痛）第72号        平成22年 9月 1日
     平歯153 平塚市東八幡２－１－２ （歯ＣＡＤ）第1620号      平成27年 3月 1日
     0463-22-3999  （補管）第1443号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2646号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653200,156.8 二瓶歯科医院 〒254-0054 （歯訪診）第2078号        平成28年 8月 1日
     平歯156 平塚市中里３６－４２ （補管）第4195号          平成12年 4月 1日
     0463-33-6913  （１７５）第1733号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654200,158.4 吉田歯科医院 〒254-0051 （補管）第3827号          平成10年 5月 1日
     平歯158 平塚市豊原町７－１３
     0463-31-1996  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655200,159.2 松本歯科医院 〒254-0063 （歯ＣＡＤ）第1206号      平成26年11月 1日
     平歯159 平塚市諏訪町１２－１ （補管）第1388号          平成 8年 4月 1日
     0463-33-6440  （１７５）第1734号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656200,160.0 小川歯科クリニック 〒254-0913 （歯訪診）第2903号        平成29年 4月 1日
     平歯160 平塚市万田２０３グリーンハイツ （補管）第1403号          平成 8年 4月 1日
     １Ｆ （１７５）第1735号        平成14年 4月 1日
     0463-34-8186  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657200,163.4 東雲歯科医院 〒254-0052 （補管）第1370号          平成 8年 4月 1日
     平歯163 平塚市平塚４－１－１５ （１７５）第1737号        平成14年 4月 1日
     0463-34-8236  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1658200,166.7 松風歯科 〒259-1205 （歯リハ２）第40号        平成26年 4月 1日
     平歯166 平塚市土屋１９５６－１ （歯ＣＡＤ）第171号       平成26年 4月 1日
     0463-59-3531  （補管）第1445号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659200,168.3 船越歯科医院 〒254-0902 （医管）第2040号          平成29年 2月 1日
     平歯168 平塚市徳延７５７－１第２サンロ （歯訪診）第2904号        平成29年 4月 1日
     －ドあさひ２０１ （補管）第1378号          平成 8年 4月 1日
     0463-33-8210  （酸単）第40152号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660200,171.7 増井歯科医院 〒254-0012 （外来環）第97号          平成20年 5月 1日
     平歯171 平塚市大神１６４０－５ （か強診）第18号          平成28年 4月 1日
     0463-54-7319  （歯訪診）第168号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2218号      平成27年12月 1日
     （補管）第1439号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661200,174.1 長田歯科医院 〒254-0002 （歯ＣＡＤ）第752号       平成26年 7月 1日
     平歯174 平塚市横内４０８０－２ （補管）第7005号          平成26年 4月10日
     0463-55-1520  (0463-55-1520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662200,175.8 おおの歯科医院 〒259-1205 （歯ＣＡＤ）第126414号    平成29年 4月 1日
     平歯175 平塚市土屋１６１－３ （補管）第1394号          平成 8年 4月 1日
     0463-58-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663200,176.6 橋本歯科医院 〒254-0004 （歯訪診）第2176号        平成28年10月 1日
     平歯176 平塚市小鍋島６２０－２ （歯ＣＡＤ）第126131号    平成28年 8月 1日
     0463-54-0809  （補管）第1418号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1738号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664200,178.2 河内歯科医院 〒254-0903 （補管）第1459号          平成 8年 4月 1日
     平歯178 平塚市河内４６８
     0463-32-7201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665200,180.8 市岡歯科医院 〒254-0045 （歯訪診）第170号         平成28年 4月 1日
     平歯180 平塚市見附町５－１４ （補管）第4653号          平成14年 4月 1日
     0463-31-0472  （１７５）第1740号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666200,183.2 松井歯科医院 〒254-0005 （歯訪診）第2905号        平成29年 4月 1日
     平歯183 平塚市城所１１２１－５ （補管）第1452号          平成 8年 4月 1日
     0463-55-1222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1667200,186.5 中戸川歯科医院 〒254-0087 （外来環）第635号         平成27年 4月 1日
     平歯186 平塚市豊田本郷１７４３－２ （か強診）第374号         平成29年 1月 1日
     0463-33-1818  （歯訪診）第171号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第32号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1442号      平成27年 1月 1日
     （歯技工）第228号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1429号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2648号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40153号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668200,188.1 浅野歯科医院 〒254-0045 （歯訪診）第1957号        平成28年 6月 1日
     平歯188 平塚市見附町１９－１９ （補管）第1454号          平成 8年 4月 1日
     0463-31-2630  （１７５）第1741号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40154号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669200,191.5 医療法人社団慈篤会　〒254-0812 （歯訪診）第1837号        平成28年 4月 1日
     平歯191 平野歯科医院 平塚市松風町１－３６ （手顕微加）第33号        平成28年 4月 1日
     0463-21-1222  (0463-23-7153) （歯技工）第71号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第329号         平成22年 8月 1日
     （根切顕微）第19号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4662号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第1742号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670200,194.9 久保田歯科医院 〒254-0807 （歯ＣＡＤ）第1529号      平成27年 2月 1日
     平歯194 平塚市代官町１２－１ （補管）第1405号          平成 8年 4月 1日
     0463-21-3737  （１７５）第1743号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671200,195.6 秋山歯科医院 〒254-0045 （歯訪診）第2123号        平成28年 9月 1日
     平歯195 平塚市見附町４２－５ （歯ＣＡＤ）第2600号      平成28年 6月 1日
     0463-31-2249  （補管）第1393号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672200,197.2 鈴村歯科医院 〒254-0807 （補管）第1375号          平成 8年 4月 1日
     平歯197 平塚市代官町１４－２６
     0463-21-5960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673200,198.0 エンゼル歯科 〒254-0043 （歯訪診）第2531号        平成29年 3月 1日
     平歯198 平塚市紅谷町９－１２　小林ビル （補管）第3447号          平成 8年 5月 1日
     ３Ｆ
     0463-21-5073  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1674200,200.4 出縄歯科医院 〒254-0815 （外来環）第760号         平成28年 4月 1日
     平歯200 平塚市桃浜町１６－８ （医管）第1676号          平成28年 4月 1日
     0463-35-6487  (0463-35-7597) （か強診）第95号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第454号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第100号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第541号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第96号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2042号      平成27年 8月 1日
     （補管）第1379号          平成12年 6月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675200,203.8 森歯科医院 〒254-0063 （外来環）第972号         平成28年10月 1日
     平歯203 平塚市諏訪町１８－８ （か強診）第308号         平成28年10月 1日
     0463-33-7723  （歯訪診）第2177号        平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126199号    平成28年10月 1日
     （補管）第1430号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676200,204.6 北田歯科医院 〒254-0019 （歯地連）第378号         平成18年 4月 1日
     平歯204 平塚市西真土１－７－２８ （歯訪診）第2124号        平成28年 9月 1日
     0463-55-6009  （歯リハ２）第211号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第894号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第13号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1389号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1744号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677200,207.9 つゆき歯科クリニック〒254-0075 （歯地連）第288号         平成18年 4月 1日
     平歯207 平塚市中原２－１－６ （歯訪診）第2532号        平成29年 3月 1日
     0463-35-2888  （歯ＣＡＤ）第1330号      平成26年12月 1日
     （補管）第1419号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678200,208.7 クボタ歯科クリニック〒254-0901 （外来環）第945号         平成28年 9月 1日
     平歯208 平塚市纒６８６福島ビル２Ｆ （医管）第1960号          平成28年 9月 1日
     0463-35-3838  （か強診）第286号         平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第1958号        平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第397号       平成28年12月 1日
     （補管）第3480号          平成 8年 6月 1日
     （１７５）第1745号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679200,211.1 関内歯科医院 〒254-0914 （歯技工）第41号          平成22年 4月 1日
     平歯211 平塚市高村２０３高村団地１５号 （補管）第1404号          平成 8年 4月 1日
     棟１０１ （１７５）第1746号        平成14年 4月 1日
     0463-34-8608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680200,212.9 三橋歯科医院 〒254-0075 （外来環）第165号         平成20年 7月 1日
     平歯212 平塚市中原２－２－１７ （歯訪診）第2906号        平成29年 4月 1日
     0463-34-8827  （補管）第1442号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1681200,216.0 宮本歯科医院 〒254-0043 （歯訪診）第2799号        平成29年 4月 1日
     平歯216 平塚市紅谷町１４－３０平田ビル （歯ＣＡＤ）第126800号    平成30年 2月 1日
     ４Ｆ （補管）第4188号          平成13年10月25日
     0463-21-3183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682200,219.4 医療法人社団一通会　〒254-0043 （医管）第2027号          平成29年 1月 1日
     平歯219 小林歯科クリニック 平塚市紅谷町１－１アルファビル （歯訪診）第1959号        平成28年 6月 1日
     ５階 （歯ＣＡＤ）第126296号    平成29年 1月 1日
     0463-23-3231  (0463-23-3245) （歯技工）第235号         平成28年 6月 1日
     （補管）第1426号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683200,222.8 こばやし歯科医院 〒254-0813 （歯訪診）第2907号        平成29年 4月 1日
     平歯222 平塚市袖ケ浜１８－２２ （補管）第1392号          平成11年10月 8日
     0463-23-4618  (0463-23-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684200,223.6 笹尾歯科 〒254-0052 （歯ＣＡＤ）第126332号    平成29年 2月 1日
     平歯223 平塚市平塚４－２５－２６ （補管）第1451号          平成 8年 4月 1日
     0463-33-8114  (0463-33-8214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685200,224.4 露木歯科医院 〒259-1201 （歯地連）第423号         平成20年 4月 1日
     平歯224 平塚市南金目１０８８ （歯訪診）第3124号        平成29年 4月 1日
     0463-58-0050  (0463-58-7296) （補管）第1385号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686200,225.1 医療法人社団　坂本歯〒254-0043 （外来環）第125号         平成20年 5月 1日
     平歯225 科医院 平塚市紅谷町１７－２５ （医管）第324号           平成18年 4月 1日
     0463-21-0792  （歯援診）第536号         平成28年 8月 1日
     （歯地連）第343号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第172号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126690号    平成29年12月 1日
     （補管）第1455号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1747号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40371号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687200,226.9 医療法人社団慈篤会　〒254-0035 （歯技工）第73号          平成22年 4月 1日
     平歯226 平野歯科医院分院 平塚市宮の前１－２０ （補管）第4661号          平成14年 4月 1日
     0463-21-3322  (0463-21-6480) （１７５）第1748号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688200,228.5 髙山歯科医院 〒254-0811 （歯地連）第289号         平成18年 4月 1日
     平歯228 平塚市八重咲町５－１Ｎビル２Ｆ （歯訪診）第2079号        平成28年 8月 1日
     0463-23-8288  （歯ＣＡＤ）第1530号      平成27年 2月 1日
     （補管）第1420号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1689200,229.3 今村歯科医院 〒254-0821 （外来環）第727号         平成28年 2月 1日
     平歯229 平塚市黒部丘７－４７ （医管）第1677号          平成28年 4月 1日
     0463-35-3710  （か強診）第19号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第101号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第416号         平成18年11月 1日
     （在推進）第97号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第34号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1443号      平成27年 1月 1日
     （歯技工）第90号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第20号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1461号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690200,230.1 医療法人オー・アール〒254-0815 （手顕微加）第35号        平成28年 4月 1日
     平歯230 ・シー　川﨑歯科医院平塚市桃浜町１－３０ （う蝕無痛）第134号       平成27年 6月 1日
     0463-31-0378  (0463-31-0378) （手術歯根）第104号       平成29年 2月 1日
     （根切顕微）第21号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6830号          平成25年 6月21日
     （酸単）第40155号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691200,231.9 浅川歯科 〒254-0806 （外来環）第973号         平成28年10月 1日
     平歯231 平塚市夕陽ケ丘５－１１ （手顕微加）第36号        平成28年 4月 1日
     0463-24-0250  （歯技工）第42号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第22号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1417号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692200,235.0 四之宮歯科医院 〒254-0014 （外来環）第1344号        平成29年 9月 1日
     平歯235 平塚市四之宮３－７－２８ソシア （医管）第1480号          平成20年 4月 1日
     グリーンオーク１Ｆ （か強診）第561号         平成29年 9月 1日
     0463-24-5287  （歯援診）第582号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第2号           平成22年 4月 1日
     （歯地連）第290号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第173号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第41号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1703号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第67号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1438号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693200,239.2 日向岡歯科 〒254-0905 （補管）第1414号          平成 8年 4月 1日
     平歯239 平塚市日向岡２－１６－８
     0463-59-3966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694200,243.4 湘南デンタルクリニッ〒254-0034 （歯訪診）第2908号        平成29年 4月 1日
     平歯243 ク 平塚市宝町１－１ラスカ７Ｆ （歯ＣＡＤ）第1207号      平成26年11月 1日
     0463-23-7321  (0463-23-7321) （補管）第3369号          平成12年 6月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1695203,000.5 諸星歯科医院 〒254-0815 （歯訪診）第2125号        平成28年 9月 1日
     平歯3000 平塚市桃浜町９－７ （歯ＣＡＤ）第2396号      平成28年 4月 1日
     0463-34-8448  (0463-34-8448) （補管）第6915号          平成25年11月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696203,001.3 医療法人社団緑相会　〒254-0036 （歯ＣＡＤ）第2185号      平成27年11月 1日
     平歯3001 エム歯科クリニック 平塚市宮松町９－７ヤオコー平塚 （補管）第6909号          平成26年 1月 1日
     宮松町店２Ｆ
     0463-20-6487  (0463-20-6487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697203,004.7 スカイ歯科クリニック〒254-0042 （歯訪診）第2288号        平成29年 1月 1日
     平歯3004 平塚市明石町１０－３　浜田平塚 （補管）第7119号          平成26年12月 1日
     ビル２Ｆ
     0463-73-5022  (0463-73-5023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698203,005.4 アクアデンタルクリニ〒254-0014 （歯援診）第398号         平成29年 4月 1日
     平歯3005 ック 平塚市四之宮１－３－５７ユーミ （歯ＣＡＤ）第1498号      平成26年12月 1日
     ーメディカルタウン湘南四之宮１ （補管）第7120号          平成26年12月 1日
     階Ｂ
     0463-20-4812  (0463-20-4813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699203,006.2 湘南つばめ歯科 〒254-0807 （歯ＣＡＤ）第2105号      平成27年 9月 1日
     平歯3006 平塚市代官町１０－２１浜ゴム不 （補管）第7256号          平成27年 9月 1日
     動産ビル２Ｆ
     0463-73-6720  (0463-73-6722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700203,007.0 湘南さくら歯科医院 〒254-0901 （歯訪診）第2533号        平成29年 3月 1日
     平歯3007 平塚市纒３６２－４　 （補管）第7358号          平成28年 3月 1日
     0463-37-3455  (0463-86-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701203,008.8 あいりす歯科医院 〒254-0903 （歯訪診）第3012号        平成29年 4月 1日
     平歯3008 平塚市河内３７４－１ （歯ＣＡＤ）第2353号      平成28年 3月 1日
     0463-73-6222  （補管）第7359号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702203,009.6 宮尾歯科医院 〒254-0018 （歯ＣＡＤ）第126200号    平成28年10月 1日
     平歯3009 平塚市東真土３－１１－５７ （補管）第7514号          平成28年10月 1日
     0463-55-4640  (0463-55-4640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703203,010.4 医療法人社団泰進会　〒254-8510 （外来環）第997号         平成28年11月 1日
     平歯3010 湘南平塚ファースト歯平塚市天沼１０－１　２Ｆ　２２ （歯訪診）第2909号        平成29年 4月 1日
     科 ０１０ （手顕微加）第171号       平成28年10月 1日
     0463-72-8814  (0463-72-8814) （歯ＣＡＤ）第126201号    平成28年10月 1日
     （根切顕微）第131号       平成28年10月 1日
     （補管）第7504号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704203,011.2 湘南歯科診療所 〒254-0018 （補管）第7505号          平成28年10月 1日
     平歯3011 平塚市東真土２－１－２４
     0463-71-6480  (0463-71-6480)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1705203,013.8 ごてん歯科クリニック〒254-0065 （外来環）第1119号        平成29年 3月 1日
     平歯3013 平塚市南原２－６－２５ （歯ＣＡＤ）第126232号    平成28年11月 1日
     0463-75-8902  (0463-75-8903) （補管）第7530号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706203,014.6 おかだ歯科医院 〒254-0077 （外来環）第1249号        平成29年 6月 1日
     平歯3014 平塚市東中原１－６－５ （か強診）第518号         平成29年 6月 1日
     0463-53-0989  (0463-63-0690) （歯訪診）第3330号        平成29年 4月 5日
     （手顕微加）第221号       平成29年 4月 5日
     （歯ＣＡＤ）第126470号    平成29年 4月 5日
     （根切顕微）第190号       平成29年 4月 5日
     （補管）第7644号          平成29年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707203,015.3 ライフ歯科クリニック〒254-0815 （外来環）第1371号        平成29年11月 1日
     平歯3015 平塚市桃浜町３１－４　レジデン （医管）第2183号          平成29年11月 1日
     ス平塚Ａ号室 （在歯管）第360号         平成29年11月 1日
     0463-35-1118  （歯訪診）第3432号        平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126665号    平成29年11月 1日
     （補管）第7733号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708203,016.1 きみしま歯科医院 〒254-0811 （歯訪診）第3426号        平成29年10月 5日
     平歯3016 平塚市八重咲町９－１５　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126672号    平成29年10月 5日
     0463-21-1355  （補管）第7738号          平成29年10月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709203,017.9 こんどう歯科医院 〒254-0915 （歯訪診）第3425号        平成29年11月 1日
     平歯3017 平塚市出縄２０５－１ （歯ＣＡＤ）第126666号    平成29年11月 1日
     0463-73-8880  (0463-73-8881) （補管）第7734号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710203,018.7 代官町なぎさ通り歯科〒254-0807 （外来環）第1448号        平成30年 3月 1日
     平歯3018 平塚市代官町１０－１８　ライオ （歯ＣＡＤ）第126837号    平成30年 2月 1日
     ンズマンション平塚代官町１Ｆ （補管）第7773号          平成30年 2月 1日
     0463-72-8197  (0463-72-8198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711204,244.8 医療法人　吉野歯科医〒254-0902 （外来環）第288号         平成20年11月 1日
     平歯244 院 平塚市徳延７５３－３ （医管）第1481号          平成20年 4月 1日
     0463-34-6464  (0463-34-6474) （歯援診）第698号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第3号           平成22年 4月 1日
     （歯地連）第291号         平成18年 4月 1日
     （補管）第1381号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1751号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712204,245.5 医療法人社団　亀井矯〒254-0046 （矯診）第123号           平成22年 4月 1日
     平歯245 正歯科医院 平塚市立野町３９－１２ （顎診）第83号            平成18年 4月 1日
     0463-35-8811  (0463-34-8711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1713204,247.1 医療法人　久保田歯科〒254-0052 （外来環）第92号          平成20年 4月 1日
     平歯247 医院 平塚市平塚４－３２－８ （歯援診）第52号          平成28年 4月 1日
     0463-33-5323  （補管）第3556号          平成 8年 8月 1日
     （１７５）第1752号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714204,248.9 戸田歯科医院 〒254-0042 （外来環）第761号         平成28年 4月 1日
     平歯248 平塚市明石町２６－６ （歯ＣＡＤ）第1444号      平成27年 1月 1日
     0463-21-1314  （補管）第4464号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715204,249.7 みね歯科医院 〒254-0054 （歯地連）第427号         平成20年10月27日
     平歯249 平塚市中里４７－３９ （歯訪診）第2183号        平成28年10月 1日
     0463-36-7377  (0463-36-7377) （歯ＣＡＤ）第1332号      平成26年12月 1日
     （補管）第5815号          平成20年10月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716204,250.5 杉山歯科医院 〒254-0073 （歯ＣＡＤ）第1084号      平成26年10月 1日
     平歯250 平塚市西八幡３－１１－２２ （補管）第4465号          平成 9年 4月10日
     0463-22-1627  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717204,252.1 たけい歯科医院 〒254-0026 （歯訪診）第1960号        平成28年 6月 1日
     平歯252 平塚市中堂１－９ （補管）第3782号          平成10年 1月 5日
     0463-24-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718204,255.4 平塚シティ歯科クリニ〒254-0807 （歯地連）第402号         平成18年 4月 1日
     平歯255 ック 平塚市代官町３３－１オリンピッ （歯リハ２）第42号        平成26年 4月 1日
     クシティ湘南　内 （歯ＣＡＤ）第2444号      平成28年 4月 1日
     0463-22-0808  （補管）第3988号          平成11年 4月15日
     （矯診）第117号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719204,257.0 まいか歯科医院 〒254-0013 （歯ＣＡＤ）第1333号      平成26年12月 1日
     平歯257 平塚市田村２－１１－１８ （補管）第3999号          平成11年 5月15日
     0463-51-2080  (0463-51-2080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720204,259.6 細谷歯科医院 〒254-0014 （歯訪診）第543号         平成28年 4月 1日
     平歯259 平塚市四之宮２－１８－１２ （歯リハ２）第43号        平成26年 4月 1日
     0463-23-2232  （補管）第4034号          平成11年 7月 1日
     （酸単）第40158号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721204,261.2 医療法人社団　健考会〒254-0906 （歯訪診）第1961号        平成28年 6月 1日
     平歯261 　草薙歯科医院 平塚市公所５５９－１０ （補管）第3799号          平成11年11月 1日
     0463-58-0719  (0463-58-0719) （１７５）第1754号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722204,262.0 すみれ歯科医院 〒254-0822 （補管）第4143号          平成12年 4月 1日
     平歯262 平塚市菫平８－７野崎ビル２０２
     0463-34-4750  (0463-34-4750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1723204,264.6 飯田歯科クリニック 〒259-1216 （補管）第4305号          平成12年12月 1日
     平歯264 平塚市入野１４３エンゼルビル２
     Ｆ
     0463-37-5051  (0463-37-5088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724204,265.3 医療法人　翔和会　ナ〒254-0012 （補管）第1376号          平成12年12月 1日
     平歯265 カヤマデンタルオフィ平塚市大神１９５８－５
     ス 0463-51-1888  (0463-51-1889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725204,267.9 杉崎歯科医院 〒254-0045 （歯訪診）第2126号        平成28年 9月 1日
     平歯267 平塚市見附町３１－３ （補管）第1374号          平成13年 1月 1日
     0463-31-2849  (0463-31-2849)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726204,268.7 小川歯科医院 〒259-1217 （補管）第1411号          平成13年 1月 1日
     平歯268 平塚市長持２８３－３
     0463-34-5500  (0463-34-7266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727204,272.9 なでしこ歯科クリニッ〒254-0825 （外来環）第998号         平成28年11月 1日
     平歯272 ク 平塚市撫子原５－２１ （か強診）第330号         平成28年11月 1日
     0463-37-5814  (0463-37-5815) （歯援診）第583号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第580号       平成26年 6月 1日
     （補管）第4367号          平成13年 4月 1日
     （酸単）第40159号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728204,279.4 芳賀デンタルクリニッ〒254-0811 （補管）第4632号          平成14年 4月 1日
     平歯279 ク湘南 平塚市八重咲町２４－５
     0463-27-1480  (0463-27-1480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729204,281.0 近藤歯科医院 〒254-0807 （歯訪診）第176号         平成28年 4月 1日
     平歯281 平塚市代官町１６－１デンタルハ （歯ＣＡＤ）第2106号      平成27年 9月 1日
     ウス’８０　１Ｆ （補管）第1373号          平成18年12月13日
     0463-21-1076  (0463-21-1076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730204,282.8 ホーエイ歯科クリニッ〒259-1212 （補管）第4861号          平成14年 8月 1日
     平歯282 ク 平塚市岡崎３１３７－１
     0463-59-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731204,283.6 医療法人社団　泰晴会〒254-0014 （歯訪診）第3013号        平成29年 4月 1日
     平歯283 　らいおん歯科クリニ平塚市四之宮５－２０－３ （歯ＣＡＤ）第163号       平成26年 4月 1日
     ック 0463-51-1182  （歯技工）第43号          平成22年 4月 1日
     （補管）第4564号          平成14年10月 7日
     （酸単）第40160号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732204,284.4 春藤歯科医院 〒254-0077 （歯ＣＡＤ）第2445号      平成28年 4月 1日
     平歯284 平塚市東中原２－１６－５ （補管）第4920号          平成14年12月 1日
     0463-35-5777  (0463-35-5777)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1733204,286.9 三恵歯科医院 〒254-0012 （補管）第5084号          平成15年12月15日
     平歯286 平塚市大神１７８４－３遠州建設
     ビル
     0463-51-2418  (0463-51-2419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734204,287.7 杉山デンタルクリニッ〒259-1215 （歯訪診）第2127号        平成28年 9月 1日
     平歯287 ク 平塚市寺田縄１０２９－１ （歯ＣＡＤ）第126156号    平成28年 9月 1日
     0463-58-4781  (0463-58-4700) （補管）第4466号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735204,288.5 ハートデンタルクリニ〒254-0043 （歯ＣＡＤ）第1531号      平成27年 2月 1日
     平歯288 ック 平塚市紅谷町１１－１５フクダヤ （歯技工）第209号         平成27年11月 1日
     店舗１Ｆ （ＧＴＲ）第292号         平成21年 8月 1日
     0463-25-1182  (0463-25-1182) （補管）第5940号          平成21年 6月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736204,289.3 ホワイト矯正歯科 〒254-0034
     平歯289 平塚市宝町２－１ホーメスト平塚
     共同ビル５Ｆ
     0463-23-6670  (0463-23-6670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737204,291.9 的野歯科クリニック 〒254-0013 （医管）第2041号          平成29年 2月 1日
     平歯291 平塚市田村１－７ （歯訪診）第2910号        平成29年 4月 1日
     0463-55-1015  (0163-55-1015) （歯ＣＡＤ）第1621号      平成27年 3月 1日
     （補管）第5132号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738204,292.7 医療法人社団日坂会　〒254-0043 （外来環）第1293号        平成29年 7月 1日
     平歯292 日坂歯科クリニック 平塚市紅谷町１４－２０ＦＴ共同 （か強診）第598号         平成29年12月 1日
     ビル２Ｆ （歯訪診）第3274号        平成29年 4月 1日
     0463-22-6480  （補管）第4633号          平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739204,294.3 宝町デンタルクリニッ〒254-0034 （補管）第3523号          平成16年12月 1日
     平歯294 ク 平塚市宝町１－１　３Ｆ
     0463-23-3953  (0463-23-4306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740204,295.0 金目歯科医院 〒259-1201 （歯ＣＡＤ）第1208号      平成26年11月 1日
     平歯295 平塚市南金目８８１－１ （補管）第5251号          平成17年 1月 1日
     0463-58-8241  (0463-58-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741204,296.8 なかやま歯科クリニッ〒254-0043 （歯援診）第22号          平成29年 4月 1日
     平歯296 ク 平塚市紅谷町１４－３ （歯地連）第293号         平成18年 4月 1日
     0463-21-4182  (0463-21-4182) （在推進）第22号          平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第257号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5262号          平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742204,300.8 水永歯科医院 〒254-0912 （歯訪診）第2911号        平成29年 4月 1日
     平歯300 平塚市高根１３ （補管）第4330号          平成17年11月 1日
     0463-35-4618  (0463-35-4619)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1743204,304.0 ナウ歯科おのせクリニ〒254-0043 （歯ＣＡＤ）第126821号    平成30年 2月 1日
     平歯304 ック 平塚市紅谷町９－１リーデンスタ （ＧＴＲ）第69号          平成20年 4月 1日
     ワー湘南平塚３Ｆ （補管）第5356号          平成18年 5月 1日
     0463-20-4182  (0463-20-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744204,306.5 大坪歯科 〒254-0811 （歯ＣＡＤ）第1209号      平成26年11月 1日
     平歯306 平塚市八重咲町７－２　トーマビ （補管）第1441号          平成18年10月 1日
     ル２Ｆ
     0463-23-9221  (0463-24-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745204,309.9 医療法人社団　菱成会〒254-0903 （歯訪診）第3430号        平成29年12月 1日
     平歯309 　くすのき歯科クリニ平塚市河内１３７－１ （歯ＣＡＤ）第1445号      平成27年 1月 1日
     ック 0463-34-4618  （補管）第5440号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746204,310.7 平塚駅シーサイド歯科〒254-0807 （歯ＣＡＤ）第126812号    平成30年 2月 1日
     平歯310 平塚市代官町１－５ （補管）第5552号          平成19年10月 1日
     0463-21-4618  (0463-21-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747204,311.5 むらた歯科クリニック〒254-0019 （医管）第1678号          平成28年 4月 1日
     平歯311 平塚市西真土３－１－３５ （歯訪診）第175号         平成28年 4月 1日
     0463-51-4618  (0463-51-4617) （歯ＣＡＤ）第1419号      平成26年12月 1日
     （補管）第5693号          平成19年12月 1日
     （酸単）第40156号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748204,312.3 平塚市休日急患障がい〒254-0082 （外来環）第87号          平成20年 4月 1日
     平歯312 者歯科診療所 平塚市東豊田４４８－３ （歯特連）第5号           平成22年 4月 1日
     0463-55-2176  (0463-55-2197) （歯ＣＡＤ）第1085号      平成26年10月 1日
     （補管）第5742号          平成20年 4月 1日
     （酸単）第40157号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749204,313.1 さくら歯科クリニック〒254-0034 （歯訪診）第2912号        平成29年 4月 1日
     平歯313 平塚市宝町４－１４　ハネサム平 （歯ＣＡＤ）第501号       平成26年 5月 1日
     塚１Ｆ・２Ｆ （補管）第5566号          平成20年 4月 1日
     0463-20-5155  (0463-20-5160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750204,315.6 大西歯科医院 〒259-1212 （歯地連）第342号         平成20年 7月14日
     平歯315 平塚市岡崎５９２９－１９ （補管）第3448号          平成20年 7月14日
     0463-59-2448  (0463-59-2449) （１７５）第1736号        平成20年 7月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751204,316.4 アクア歯科クリニック〒254-0034 （歯ＣＡＤ）第1532号      平成27年 2月 1日
     平歯316 平塚市宝町１１－２７－２ （補管）第5826号          平成20年12月 1日
     0463-24-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752204,323.0 あかの歯科医院 〒254-0073 （補管）第6023号          平成21年 7月 1日
     平歯323 平塚市西八幡１－１－３
     0463-22-0482  (0463-22-3324)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1753204,324.8 マウス歯科医院 〒259-1207 （医管）第1540号          平成22年 4月 1日
     平歯324 平塚市北金目１－６－１ （歯援診）第726号         平成29年 4月 1日
     0463-50-5055  (0463-50-5056) （う蝕無痛）第63号        平成21年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126813号    平成30年 2月 1日
     （補管）第6030号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754204,325.5 ふくろう歯科 〒254-0042 （歯ＣＡＤ）第126297号    平成29年 1月 1日
     平歯325 平塚市明石町２１－３１－１０１ （補管）第6079号          平成22年 3月 1日
     0463-20-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755204,327.1 服部歯科クリニック 〒254-0811 （補管）第6169号          平成22年 7月 1日
     平歯327 平塚市八重咲町２５－１２
     0463-22-5411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756204,328.9 みんなの歯科クリニッ〒254-0047 （歯ＣＡＤ）第1210号      平成26年11月 1日
     平歯328 ク・平塚 平塚市追分３－８　スペースＭ． （補管）第6201号          平成22年 8月 1日
     Ｓ．Ｈ　１Ｆ （酸単）第40553号         平成29年 4月 1日
     0463-37-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757204,329.7 はまな歯科クリニック〒254-0002 （補管）第6230号          平成22年11月 1日
     平歯329 平塚市横内３７７４－２　市川ビ
     ル１Ｆ
     0463-53-4618  (0463-74-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758204,332.1 医療法人泰輝会　らい〒254-0913 （歯ＣＡＤ）第325号       平成26年 4月 1日
     平歯332 おん歯科万田医院 平塚市万田１０９－１ （歯技工）第195号         平成26年 4月 1日
     0463-36-1182  (0463-36-2333) （補管）第6285号          平成23年 1月 1日
     （酸単）第40161号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759204,333.9 あけぼの歯科 〒254-0902 （外来環）第501号         平成25年12月 1日
     平歯333 平塚市徳延２０５　ＭＧコーポＢ （医管）第1878号          平成28年 7月 1日
     棟１Ｆ （か強診）第287号         平成28年 9月 1日
     0463-74-4184  (0463-74-4192) （歯援診）第556号         平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第2028号        平成28年 7月 1日
     （手顕微加）第37号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1004号      平成26年 9月 1日
     （根切顕微）第140号       平成28年11月 1日
     （補管）第6332号          平成23年 5月 1日
     （酸単）第40529号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760204,334.7 古城歯科クリニック 〒254-0807 （外来環）第440号         平成24年10月 1日
     平歯334 平塚市代官町３２－１７ （歯訪診）第3014号        平成29年 4月 1日
     0463-22-2288  （歯ＣＡＤ）第1334号      平成26年12月 1日
     （補管）第6333号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1761204,338.8 大貫歯科医院 〒254-0044 （補管）第6412号          平成23年 9月 1日
     平歯338 平塚市錦町６－２３
     0463-20-6033  (0463-20-6034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762204,341.2 おざわ歯科医院 〒259-1213 （外来環）第702号         平成27年12月 1日
     平歯341 平塚市片岡１２９２ （医管）第1555号          平成23年12月 1日
     0463-58-0230  (0463-59-4575) （歯地連）第449号         平成23年12月 1日
     （歯訪診）第3471号        平成30年 3月 1日
     （咀嚼機能）第19号        平成29年 2月 1日
     （手顕微加）第38号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第146号       平成27年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第52号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第80号        平成27年12月 1日
     （歯技工）第216号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第23号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6483号          平成23年12月 1日
     （酸単）第40162号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763204,344.6 白くま歯科 〒254-0034 （歯訪診）第3241号        平成29年 4月 1日
     平歯344 平塚市宝町５－２２　昭和ビル２ （歯ＣＡＤ）第126814号    平成30年 2月 1日
     Ｆ （補管）第6695号          平成24年10月24日
     0463-21-4118  (0463-21-4138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764204,345.3 マリンデンタルクリニ〒254-0912 （歯訪診）第3125号        平成29年 4月 1日
     平歯345 ック 平塚市高根１３－１ （歯ＣＡＤ）第1211号      平成26年11月 1日
     0463-37-3821  (0463-34-4373) （補管）第6710号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765204,346.1 南口デンタルクリニッ〒254-0811 （歯訪診）第3015号        平成29年 4月 1日
     平歯346 ク 平塚市八重咲町３－３３八重咲グ （歯ＣＡＤ）第581号       平成26年 6月 1日
     レンハウス２Ｆ （補管）第6740号          平成25年 3月 1日
     0463-23-1007  (0463-23-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766204,349.5 イトーデンタルクリニ〒254-0018 （歯訪診）第2800号        平成29年 4月 1日
     平歯349 ック 平塚市東真土４－１８－３ （歯ＣＡＤ）第1335号      平成26年12月 1日
     0463-55-6611  (0463-55-6750) （補管）第6822号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767204,350.3 北金目歯科医院 〒259-1207 （歯訪診）第2534号        平成29年 3月 1日
     平歯350 平塚市北金目３－９－２５ （歯ＣＡＤ）第1086号      平成26年10月 1日
     0463-72-7200  (0463-72-7200) （補管）第6849号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768210,075.8 箕田歯科医院 〒248-0012 （補管）第1522号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯75 鎌倉市御成町２－１９ （１７５）第1758号        平成14年 4月 1日
     0467-22-1710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1769210,081.6 島崎歯科医院 〒247-0061 （歯地連）第425号         平成20年 9月 1日
     鎌歯81 鎌倉市台２－１９－５ （歯訪診）第177号         平成28年 4月 1日
     0467-46-5589  （歯ＣＡＤ）第368号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第267号         平成20年 9月 1日
     （補管）第1530号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1760号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770210,103.8 伊藤歯科診療所 〒248-0022
     鎌歯103 鎌倉市常盤５０
     0467-44-4284  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771210,107.9 林歯科医院 〒247-0072 （歯ＣＡＤ）第126698号    平成29年12月 1日
     鎌歯107 鎌倉市岡本２－２－１－１１９ （補管）第1516号          平成 8年 4月 1日
     0467-45-1650  （１７５）第2653号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772210,130.1 川野邉歯科医院 〒248-0011 （歯訪診）第178号         平成28年 4月 1日
     鎌歯130 鎌倉市扇ケ谷１－９－１２ （補管）第1496号          平成 8年 4月 1日
     0467-22-1812  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773210,136.8 勝畑歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第3126号        平成29年 4月 1日
     鎌歯136 鎌倉市大船２－７－１２ （歯ＣＡＤ）第126233号    平成28年11月 1日
     0467-43-1690  （補管）第1489号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774210,144.2 岡戸歯科医院 〒248-0005 （補管）第1476号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯144 鎌倉市雪ノ下３－１０－３７ （１７５）第1769号        平成14年 4月 1日
     0467-24-8811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775210,146.7 けいこう歯科医院 〒247-0063 （歯訪診）第1880号        平成28年 5月 1日
     鎌歯146 鎌倉市梶原２－２４－１０上村内 （補管）第1543号          平成 8年 4月 1日
     科ビル２Ｆ
     0467-45-9108  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776210,147.5 氏家歯科医院 〒248-0035 （外来環）第334号         平成21年11月 1日
     鎌歯147 鎌倉市西鎌倉４－３－２９ （医管）第2042号          平成29年 2月 1日
     0467-31-6491  （か強診）第309号         平成28年10月 1日
     （歯援診）第571号         平成28年10月 1日
     （在歯管）第233号         平成28年10月 1日
     （補管）第1533号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777210,152.5 大船歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第3199号        平成29年 4月 1日
     鎌歯152 鎌倉市大船１－２２－２ （歯ＣＡＤ）第258号       平成26年 4月 1日
     0467-46-6741  （補管）第1475号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1770号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1778210,160.8 青木歯科医院 〒247-0072 （補管）第1520号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯160 鎌倉市岡本１－２－３５大船プラ （１７５）第1771号        平成14年 4月 1日
     ザ３Ｆ
     0467-45-7170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779210,166.5 肥後歯科医院 〒248-0022 （歯訪診）第179号         平成28年 4月 1日
     鎌歯166 鎌倉市常盤８９－２ （補管）第1519号          平成 8年 4月 1日
     0467-31-1760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780210,167.3 シマダ歯科クリニック〒247-0072 （歯訪診）第2640号        平成29年 3月 1日
     鎌歯167 鎌倉市岡本２－２１－２６山一ビ （歯ＣＡＤ）第126157号    平成28年 9月 1日
     ル２Ｆ （補管）第1506号          平成 8年 4月 1日
     0467-46-2133  （１７５）第1772号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781210,168.1 福村歯科 〒247-0056 （外来環）第894号         平成28年 8月 1日
     鎌歯168 鎌倉市大船１－２６－３３片岡ビ （歯訪診）第180号         平成28年 4月 1日
     ル２Ｆ （補管）第1540号          平成 8年 4月 1日
     0467-47-0232  （１７５）第1773号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782210,170.7 佐藤歯科医院 〒248-0032 （歯訪診）第1881号        平成28年 5月 1日
     鎌歯170 鎌倉市津１０３７－５６ （補管）第1478号          平成 8年 4月 1日
     0467-32-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783210,171.5 山本歯科 〒248-0006 （補管）第1485号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯171 鎌倉市小町１－５－３０　小松屋
     ビル４Ｆ
     0467-23-1102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784210,175.6 エゾエ歯科クリニック〒247-0056 （歯訪診）第2535号        平成29年 3月 1日
     鎌歯175 鎌倉市大船１７５６ （歯ＣＡＤ）第753号       平成26年 7月 1日
     0467-45-5670  （補管）第1523号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785210,176.4 岡部歯科医院 〒248-0006 （補管）第4708号          平成14年 4月 1日
     鎌歯176 鎌倉市小町２－８－３２ （１７５）第1775号        平成14年 4月 1日
     0467-22-0286  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786210,177.2 グリーン歯科 〒248-0022 （外来環）第946号         平成28年 9月 1日
     鎌歯177 鎌倉市常盤１２７－９ （か強診）第288号         平成28年 9月 1日
     0467-44-1070  (0467-39-6431) （歯援診）第325号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1705号      平成27年 4月 1日
     （補管）第6459号          平成23年10月20日
     （酸単）第40163号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787210,179.8 山内歯科医院 〒248-0014 （歯訪診）第2913号        平成29年 4月 1日
     鎌歯179 鎌倉市由比ガ浜１－２－１４ （歯リハ２）第319号       平成27年 7月 1日
     0467-22-3754  （補管）第1477号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1788210,181.4 Ｒ歯科医院 〒247-0061 （歯訪診）第3017号        平成29年 4月 1日
     鎌歯181 鎌倉市台３－３－１３富士大船ビ （補管）第1549号          平成 8年 4月 1日
     ル２０５号 （１７５）第1777号        平成14年 4月 1日
     0467-46-3131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789210,185.5 木村歯科医院 〒247-0072 （歯ＣＡＤ）第414号       平成26年 5月 1日
     鎌歯185 鎌倉市岡本１－７－１４ （補管）第1539号          平成19年 8月 1日
     0467-45-1321  (0467-45-1321) （１７５）第1778号        平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790210,186.3 目黒歯科医院 〒248-0035 （外来環）第762号         平成28年 4月 1日
     鎌歯186 鎌倉市西鎌倉２－４－６ （か強診）第20号          平成28年 4月 1日
     0467-32-6535  （歯援診）第455号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第85号        平成24年 2月 1日
     （手術歯根）第35号        平成24年 2月 1日
     （補管）第1512号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40164号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791210,191.3 なかひろ歯科医院 〒247-0056 （歯ＣＡＤ）第1212号      平成26年11月 1日
     鎌歯191 鎌倉市大船１－１０－１４　２Ｆ （ＧＴＲ）第330号         平成22年 7月 1日
     0467-47-3456  (0467-47-3980) （補管）第6190号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792210,193.9 林歯科クリニック 〒247-0063 （外来環）第1232号        平成29年 5月 1日
     鎌歯193 鎌倉市梶原１－５－２６ （歯訪診）第3018号        平成29年 4月 1日
     0467-43-4750  （歯ＣＡＤ）第1706号      平成27年 4月 1日
     （補管）第4202号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793210,194.7 渋谷歯科医院 〒248-0016 （か強診）第329号         平成28年11月 1日
     鎌歯194 鎌倉市長谷２－１４－１２ （歯訪診）第185号         平成28年 4月 1日
     0467-22-8249  （歯リハ２）第45号        平成26年 4月 1日
     （補管）第4618号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794210,201.0 なかしま歯科 〒247-0056 （外来環）第1100号        平成29年 3月 1日
     鎌歯201 鎌倉市大船２－６－１６禅ビル２ （か強診）第414号         平成29年 3月 1日
     Ｆ （歯援診）第638号         平成29年 3月 1日
     0467-43-1730  (0467-43-1730) （歯ＣＡＤ）第1336号      平成26年12月 1日
     （補管）第1483号          平成17年11月 1日
     （酸単）第40165号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795210,203.6 西鎌倉歯科 〒248-0035 （歯訪診）第2399号        平成29年 2月 1日
     鎌歯203 鎌倉市西鎌倉２－２－２ （歯ＣＡＤ）第1707号      平成27年 4月 1日
     0467-32-8681  （補管）第1502号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796210,206.9 たかごし歯科クリニッ〒248-0034 （補管）第1480号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯206 ク 鎌倉市津西１－４－２４ （１７５）第1780号        平成14年 4月 1日
     0467-32-8130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1797210,207.7 渡辺歯科医院 〒248-0013 （歯訪診）第3019号        平成29年 4月 1日
     鎌歯207 鎌倉市材木座１－１２－７ （歯ＣＡＤ）第126479号    平成29年 6月 1日
     0467-25-1946  （補管）第1529号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798210,208.5 大船中央病院附属歯科〒247-0056 （外来環）第449号         平成24年12月 1日
     鎌歯208 診療所 鎌倉市大船２－１３－５ （医管）第1571号          平成24年 9月 1日
     0467-45-2111  （か強診）第21号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第239号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第62号          平成24年 9月 1日
     （歯地連）第452号         平成24年12月 1日
     （歯リハ２）第324号       平成27年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2043号      平成27年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第363号         平成24年 9月 1日
     （補管）第1547号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799210,210.1 こばやし歯科 〒247-0056 （歯ＣＡＤ）第126669号    平成29年11月 1日
     鎌歯210 鎌倉市大船２－２１－３ （補管）第1498号          平成 8年 4月 1日
     0467-43-6960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800210,214.3 堀田歯科医院 〒248-0033 （歯訪診）第3440号        平成30年 1月 1日
     鎌歯214 鎌倉市腰越３－２３－２ （補管）第1500号          平成 8年 4月 1日
     0467-32-4561  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801210,215.0 井内歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第2289号        平成29年 1月 1日
     鎌歯215 鎌倉市大船１－２４－１９鶴ヶ岡 （補管）第1513号          平成 8年 4月 1日
     会館センタービル２階 （１７５）第1781号        平成14年 4月 1日
     0467-45-5819  (0467-45-5859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802210,219.2 雪ノ下泉歯科クリニッ〒248-0005 （歯ＣＡＤ）第1710号      平成27年 4月 1日
     鎌歯219 ク 鎌倉市雪ノ下３－３－２１旭屋ビ （補管）第1462号          平成 8年 4月 1日
     ル２Ｆ
     0467-23-8249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803210,220.0 齋藤歯科医院 〒247-0062 （補管）第3449号          平成 8年 5月 1日
     鎌歯220 鎌倉市山ノ内９５９
     0467-24-0900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804210,221.8 遠藤歯科医院 〒247-0055 （歯訪診）第2400号        平成29年 2月 1日
     鎌歯221 鎌倉市小袋谷１－９－１８高井医 （歯ＣＡＤ）第2553号      平成28年 5月 1日
     療ビル３階 （補管）第1488号          平成 8年 4月 1日
     0467-43-9677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805210,223.4 やまじ歯科医院 〒248-0024 （補管）第4729号          平成14年 4月 1日
     鎌歯223 鎌倉市稲村ヶ崎３－３－２８－２ （１７５）第2939号        平成15年 3月 1日
     ０１号
     0467-23-9147  
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1806210,225.9 医療法人社団　鎌倉会〒247-0055 （補管）第1544号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯225 　なまため歯科医院 鎌倉市小袋谷１－６－７ （酸単）第40488号         平成29年 4月 1日
     0467-46-6400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807210,226.7 てらお歯科クリニック〒247-0061 （補管）第1497号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯226 鎌倉市台１－１－８良産ビル２Ｆ （酸単）第40166号         平成29年 4月 1日
     0467-45-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808210,227.5 鶴岡明歯科医院 〒248-0006 （外来環）第12号          平成20年 4月 1日
     鎌歯227 鎌倉市小町１－２－１６早見プラ （か強診）第22号          平成28年 4月 1日
     ザ３Ｆ （歯援診）第143号         平成28年11月 1日
     0467-22-8222  （補管）第1464号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40167号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809210,228.3 加茂歯科 〒248-0005 （歯訪診）第3020号        平成29年 4月 1日
     鎌歯228 鎌倉市雪ノ下１－１６－２４ （歯ＣＡＤ）第1711号      平成27年 4月 1日
     0467-24-8022  （補管）第1479号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2655号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810213,000.3 くり歯科クリニック 〒247-0056 （歯訪診）第2914号        平成29年 4月 1日
     鎌歯3000 鎌倉市大船３－６－２６ルーデン （歯ＣＡＤ）第126745号    平成30年 1月 1日
     ス鎌倉　１Ｆ （補管）第6870号          平成25年11月 1日
     0467-46-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811213,001.1 野崎歯科医院 〒247-0063 （歯訪診）第3200号        平成29年 4月 1日
     鎌歯3001 鎌倉市梶原３－８－７ （補管）第6910号          平成26年 1月 1日
     0467-50-0918  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812213,002.9 医療法人社団　咲陽会〒247-0056 （矯診）第214号           平成26年 1月 1日
     鎌歯3002 　ふかわ矯正歯科 鎌倉市大船２－１８－２４　森ビ （顎診）第160号           平成26年 1月 1日
     ル２Ｆ
     0467-47-0771  (0467-46-9364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813213,003.7 鎌倉デンタルクリニッ〒248-0012 （歯訪診）第2641号        平成29年 3月 1日
     鎌歯3003 ク 鎌倉市御成町１１－２ヤノヤビル （手顕微加）第199号       平成29年 3月 1日
     ３Ｆ （根切顕微）第167号       平成29年 3月 1日
     0467-22-6480  (0467-22-6480) （補管）第6957号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814213,005.2 ＬＩＦＥ　鎌倉　ＤＥ〒248-0012 （外来環）第565号         平成26年 8月 1日
     鎌歯3005 ＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣ鎌倉市御成町４－１５桂ビル （医管）第1610号          平成26年 7月 1日
     Ｅ 0467-38-8241  (0467-38-8251) （咀嚼機能）第7号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1622号      平成27年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第406号         平成26年 7月 1日
     （補管）第7006号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1815213,007.8 又吉歯科医院 〒247-0055 （歯訪診）第2801号        平成29年 4月 1日
     鎌歯3007 鎌倉市小袋谷字谷耕地５５３－５ （歯ＣＡＤ）第126202号    平成28年10月 1日
     0467-43-2598  (0467-43-2598) （補管）第7121号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816213,008.6 いがらし歯科医院 〒247-0066 （外来環）第763号         平成28年 4月 1日
     鎌歯3008 鎌倉市山崎１２２２－２３　１Ｆ （医管）第1926号          平成28年 8月 1日
     、２Ｆ （か強診）第197号         平成28年 7月 1日
     0467-41-4182  (0467-41-4183) （歯援診）第515号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第197号         平成28年 7月 1日
     （う蝕無痛）第128号       平成27年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2657号      平成28年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第423号         平成27年 1月 1日
     （補管）第7144号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817213,009.4 鎌倉大町歯科 〒248-0007 （外来環）第720号         平成28年 1月 1日
     鎌歯3009 鎌倉市大町４－１－７ （医管）第2003号          平成28年12月 1日
     0467-81-4488  （か強診）第157号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第497号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1708号      平成27年 4月 1日
     （補管）第7169号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818213,010.2 斉藤歯科医院 〒247-0052 （歯訪診）第1962号        平成28年 6月 1日
     鎌歯3010 鎌倉市今泉２－２５－１２ （歯ＣＡＤ）第126853号    平成30年 3月 1日
     0467-44-8572  (0467-44-8572) （補管）第7198号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819213,012.8 鎌倉ハート歯科クリニ〒247-0056 （外来環）第818号         平成28年 6月 1日
     鎌歯3012 ック 鎌倉市大船２－２５－２セルアー （医管）第1775号          平成28年 4月 1日
     ジュ鎌倉大船１０５ （か強診）第158号         平成28年 6月 1日
     0467-47-4618  （歯援診）第498号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第145号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2127号      平成27年 8月 1日
     （補管）第7268号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820213,013.6 島村歯科 〒248-0033 （補管）第7283号          平成27年 8月17日
     鎌歯3013 鎌倉市腰越４－９－４ケイ湘南Ⅲ
     １Ｆ
     0467-31-0555  (0467-31-0555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821213,016.9 守田歯科医院 〒248-0022 （歯訪診）第1963号        平成28年 6月 1日
     鎌歯3016 鎌倉市常盤２１２－２ （歯ＣＡＤ）第2533号      平成28年 4月 3日
     0467-31-4749  (0467-31-4749) （補管）第7405号          平成28年 4月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1822213,017.7 湘南鎌倉歯科・矯正歯〒248-0027 （外来環）第801号         平成28年 5月 1日
     鎌歯3017 科 鎌倉市笛田５－４－２３ （医管）第1794号          平成28年 5月 1日
     0467-38-6010  (0467-38-5507) （か強診）第613号         平成30年 1月 1日
     （歯訪診）第2716号        平成29年 3月 1日
     （手顕微加）第123号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2554号      平成28年 5月 1日
     （根切顕微）第91号        平成28年 5月 1日
     （補管）第7420号          平成28年 5月 1日
     （酸単）第40335号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823213,018.5 医療法人社団徳誠会　〒247-0072 （補管）第7421号          平成28年 5月 1日
     鎌歯3018 鎌倉大船歯科 鎌倉市岡本１１８８－１　ホーム
     センターコーナン鎌倉大船店２Ｆ
     0467-42-7601  (0467-42-7602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824213,019.3 寺木歯科医院 〒247-0061 （補管）第7439号          平成28年 4月23日
     鎌歯3019 鎌倉市台１－３－１２
     0467-46-3025  (0467-46-3025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825213,020.1 医療法人社団道永会　〒248-0006 （歯ＣＡＤ）第126184号    平成28年 8月 2日
     鎌歯3020 田中歯科　鎌倉 鎌倉市小町１－２－７　東急スト （補管）第7495号          平成28年 8月 2日
     ア鎌倉店別館４Ｆ
     0467-38-8902  (0467-38-8903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826213,021.9 大船スマイル歯科 〒247-0072 （歯訪診）第2915号        平成29年 4月 1日
     鎌歯3021 鎌倉市岡本２－１９－１５　田中 （補管）第7506号          平成28年10月 1日
     ビル１０２
     0467-37-6077  (0467-37-6077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827213,022.7 マハロ歯科 〒248-0007 （歯訪診）第2916号        平成29年 4月 1日
     鎌歯3022 鎌倉市大町５－１０－５ （歯ＣＡＤ）第126158号    平成28年 9月 1日
     0467-38-7712  (0467-38-7712) （補管）第7483号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828213,023.5 医療法人瑛慶会　大船〒247-0056 （歯訪診）第3340号        平成29年 6月 1日
     鎌歯3023 駅前歯科 鎌倉市大船１－５－３ （歯ＣＡＤ）第126186号    平成28年 6月 1日
     0467-42-4140  （補管）第7496号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829213,024.3 西鎌倉デンタルオフィ〒248-0034 （歯訪診）第2536号        平成29年 3月 1日
     鎌歯3024 ス 鎌倉市津西１－１０－１０ （補管）第7531号          平成28年11月 1日
     0467-31-1155  (0467-31-1155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830213,025.0 かまくらサンライズ歯〒247-0056 （外来環）第1215号        平成29年 4月 1日
     鎌歯3025 科 鎌倉市大船４－２１－８　アミュ （医管）第2118号          平成29年 4月 1日
     レット鎌倉１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126386号    平成29年 3月 1日
     0467-39-5945  (0467-39-5823) （ＧＴＲ）第486号         平成29年 3月 1日
     （補管）第7594号          平成29年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1831213,026.8 白川歯科クリニック 〒247-0055 （歯ＣＡＤ）第126441号    平成29年 3月 6日
     鎌歯3026 鎌倉市小袋谷１－７－３４　アス （補管）第7624号          平成29年 3月 6日
     トラルメゾン大船１０２ （１７５）第3051号        平成29年 3月 6日
     0467-39-5418  (0467-39-5412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832213,027.6 医療法人社団福順会　〒247-0063 （外来環）第1404号        平成30年 2月 1日
     鎌歯3027 かじわら歯科クリニッ鎌倉市梶原２－３４－２３ （歯訪診）第3355号        平成29年 6月 1日
     ク 0467-38-5585  (0467-38-5586) （歯ＣＡＤ）第126457号    平成29年 5月 1日
     （補管）第7629号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833213,028.4 加藤歯科医院 〒248-0036 （歯援診）第768号         平成29年 7月 1日
     鎌歯3028 鎌倉市手広２－１９－１ （歯ＣＡＤ）第126571号    平成29年 7月 1日
     0467-31-6245  (0467-31-6245) （補管）第7695号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834213,029.2 カマタ歯科診療所 〒247-0056 （外来環）第1420号        平成30年 2月 1日
     鎌歯3029 鎌倉市大船２－６－２０　ＭＣＨ （歯訪診）第3420号        平成29年11月 1日
     大船１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126648号    平成29年11月 1日
     0467-39-5800  （補管）第7717号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835213,030.0 大船みんなの歯科クリ〒247-0056 （歯ＣＡＤ）第126701号    平成29年12月 1日
     鎌歯3030 ニック 鎌倉市大船２－１８－６ （補管）第7755号          平成29年12月 1日
     0467-45-8880  (0467-45-9368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836213,032.6 鎌倉市口腔保健センタ〒247-0061 （外来環）第1412号        平成30年 2月 1日
     鎌歯3032 ー 鎌倉市台２－８－１　 （医管）第2202号          平成30年 2月 1日
     0467-47-8119  （在歯管）第370号         平成30年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126788号    平成30年 2月 1日
     （補管）第7767号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837213,033.4 喜多デンタルクリニッ〒247-0056 （歯訪診）第3476号        平成30年 3月 1日
     鎌歯3033 ク 鎌倉市大船２－２１－１４　ＤＡ （歯ＣＡＤ）第126896号    平成30年 3月 1日
     ＩＩＣＨＩビル１０１ （補管）第7794号          平成30年 3月 1日
     0467-81-3181  (0467-81-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838213,034.2 大船デンタルクリニッ〒247-0056 （医管）第2215号          平成30年 3月 1日
     鎌歯3034 ク 鎌倉市大船１－２６－３　渡辺ビ （う蝕無痛）第195号       平成30年 3月 1日
     ル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126897号    平成30年 3月 1日
     0467-43-1860  （手術歯根）第128号       平成30年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第514号         平成30年 3月 1日
     （補管）第7795号          平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839214,230.5 医療法人社団　健歯会〒247-0056 （補管）第1524号          平成 8年 4月 1日
     鎌歯230 　おさらぎ歯科 鎌倉市大船６－１－１松竹ＳＣＢ
     棟２Ｆ
     0467-46-7136  (0467-46-7136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1840214,231.3 坂村歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第2537号        平成29年 3月 1日
     鎌歯231 鎌倉市大船１－６－５第４５東京 （歯ＣＡＤ）第2601号      平成28年 6月 1日
     ビルディング４階 （補管）第1536号          平成 8年 4月 1日
     0467-44-0788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841214,232.1 ささめ歯科 〒248-0015 （歯訪診）第2401号        平成29年 2月 1日
     鎌歯232 鎌倉市笹目町６－５ （歯ＣＡＤ）第755号       平成26年 7月 1日
     0467-22-5401  (0467-22-5401) （補管）第1526号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842214,234.7 だんじょう歯科医院 〒248-0035 （外来環）第1145号        平成29年 3月 1日
     鎌歯234 鎌倉市西鎌倉１－１９－９　福田 （医管）第1927号          平成28年 8月 1日
     ビル１階１０１号室 （か強診）第442号         平成29年 3月 1日
     0467-31-0999  （歯援診）第669号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第582号       平成26年 6月 1日
     （補管）第4467号          平成 8年 6月 1日
     （酸単）第40336号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843214,236.2 カマクラデントフェイ〒248-0006 （矯診）第98号            平成22年 4月 1日
     鎌歯236 シャルオーソピディク鎌倉市小町１－５－２１森ビル３ （顎診）第86号            平成18年 4月 1日
     ス山本歯科 Ｆ
     0467-22-6702  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844214,237.0 小町歯科医院 〒248-0006 （歯訪診）第2538号        平成29年 3月 1日
     鎌歯237 鎌倉市小町１－１０－３４ （歯ＣＡＤ）第259号       平成26年 4月 1日
     0467-25-3773  （補管）第4468号          平成10年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845214,238.8 材木座歯科クリニック〒248-0013 （補管）第3825号          平成10年 4月 1日
     鎌歯238 鎌倉市材木座４－４－３３
     0467-23-2257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846214,239.6 佐々木歯科クリニック〒247-0072 （歯訪診）第181号         平成28年 4月 1日
     鎌歯239 鎌倉市岡本１－１－３小島ビル２ （歯ＣＡＤ）第1087号      平成26年10月 1日
     Ｆ （補管）第3814号          平成10年 4月 1日
     0467-43-5454  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847214,240.4 大友歯科 〒247-0056 （歯訪診）第3201号        平成29年 4月 1日
     鎌歯240 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ （補管）第3855号          平成10年 7月 1日
     ィカルビル３Ｆ （１７５）第2910号        平成14年 8月 1日
     0467-46-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848214,241.2 野村歯科医院 〒248-0025 （補管）第3875号          平成10年 8月 1日
     鎌歯241 鎌倉市七里ガ浜東２－３５－８ （１７５）第1783号        平成14年 4月 1日
     0467-32-6714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849214,242.0 髙垣歯科医院 〒248-0025 （歯ＣＡＤ）第126828号    平成30年 2月 1日
     鎌歯242 鎌倉市七里ガ浜東５－９－８ （補管）第3912号          平成10年11月 3日
     0467-33-2330  (0467-33-2331) （１７５）第1784号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1850214,243.8 脇田歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第545号         平成28年 4月 1日
     鎌歯243 鎌倉市大船２－１７－２６ （歯ＣＡＤ）第326号       平成26年 4月 1日
     0467-46-8114  (0467-46-8114) （手術歯根）第39号        平成24年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第288号         平成21年 7月 1日
     （補管）第3917号          平成10年11月16日
     （酸単）第40575号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851214,244.6 宮本歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第2642号        平成29年 3月 1日
     鎌歯244 鎌倉市大船２－１－３３ （歯ＣＡＤ）第583号       平成26年 6月 1日
     0467-46-2972  (0467-48-3897) （補管）第3985号          平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852214,247.9 手広デンタルクリニッ〒248-0036 （外来環）第304号         平成21年 2月 1日
     鎌歯247 ク 鎌倉市手広３－８－１ （歯ＣＡＤ）第756号       平成26年 7月 1日
     0467-32-9990  (0467-32-9990) （ＧＴＲ）第276号         平成21年 2月 1日
     （補管）第4307号          平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853214,249.5 うえだ歯科 〒247-0051 （外来環）第1146号        平成29年 3月 1日
     鎌歯249 鎌倉市岩瀬１－１１－２４ （医管）第2107号          平成29年 4月 1日
     0467-47-1331  (0467-47-1331) （か強診）第443号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第670号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第319号         平成29年 4月 1日
     （在推進）第127号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第414号       平成29年 4月 1日
     （う蝕無痛）第148号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126360号    平成29年 3月 1日
     （手術歯根）第82号        平成28年 4月 1日
     （歯技工）第44号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第448号         平成28年 4月 1日
     （補管）第5961号          平成21年 6月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854214,250.3 回天デンタルクリニッ〒248-0003 （補管）第4528号          平成13年10月 1日
     鎌歯250 ク 鎌倉市浄明寺３－７－４１
     0467-61-1080  (0467-61-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855214,252.9 鎌倉わかお歯科クリニ〒248-0007 （歯ＣＡＤ）第1944号      平成27年 7月 1日
     鎌歯252 ック 鎌倉市大町２－７－４小沢ビル１ （補管）第4559号          平成13年12月 1日
     Ｆ
     0467-61-3061  (0467-61-3062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856214,253.7 村下歯科医院 〒247-0071 （歯訪診）第182号         平成28年 4月 1日
     鎌歯253 鎌倉市玉縄２－１０ （補管）第4634号          平成14年 4月 1日
     0467-42-4731  (0467-42-4731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857214,255.2 湘南深沢歯科クリニッ〒248-0027 （歯訪診）第2917号        平成29年 4月 1日
     鎌歯255 ク 鎌倉市笛田３－１－７ゴウハラビ （補管）第1507号          平成14年 6月 1日
     ル２０３
     0467-33-0208  (0467-33-0207)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1858214,256.0 ふくしま歯科医院 〒247-0056 （咀嚼機能）第4号         平成28年 4月 1日
     鎌歯256 鎌倉市大船３－６－２２米倉ビル （手顕微加）第39号        平成28年 4月 1日
     ２Ｆ （歯ＣＡＤ）第1945号      平成27年 7月 1日
     0467-42-6792  (0467-42-6793) （根切顕微）第18号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4846号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859214,257.8 柏木歯科クリニック 〒248-0036 （う蝕無痛）第53号        平成20年10月 1日
     鎌歯257 鎌倉市手広６－１－３ （歯ＣＡＤ）第2044号      平成27年 8月 1日
     0467-32-7887  (0467-32-7887) （補管）第4847号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860214,258.6 真央歯科クリニック 〒248-0013 （医管）第1542号          平成22年 5月 1日
     鎌歯258 鎌倉市材木座３－１４－１８ （在歯管）第48号          平成22年 5月 1日
     0467-24-2397  (0467-24-2397) （歯訪診）第2029号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第584号       平成26年 6月 1日
     （補管）第4865号          平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861214,261.0 鎌倉小野歯科クリニッ〒248-0027 （外来環）第331号         平成21年 9月 1日
     鎌歯261 ク 鎌倉市笛田３－１６－１そうてつ （医管）第1928号          平成28年 8月 1日
     ローゼン３Ｆ （歯訪診）第1964号        平成28年 6月 1日
     0467-33-1180  (0467-33-1180) （歯ＣＡＤ）第896号       平成26年 8月 1日
     （補管）第4170号          平成15年 1月 1日
     （１７５）第1785号        平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862214,262.8 木村歯科医院 〒248-0007 （外来環）第1013号        平成28年12月 1日
     鎌歯262 鎌倉市大町１－８－２３ （医管）第2004号          平成28年12月 1日
     0467-25-3980  (0467-25-3938) （か強診）第349号         平成28年12月 1日
     （歯援診）第375号         平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第279号       平成26年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1088号      平成26年10月 1日
     （補管）第1527号          平成15年 1月 1日
     （酸単）第40168号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863214,264.4 金子歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第2918号        平成29年 4月 1日
     鎌歯264 鎌倉市大船１－２７－２８Ｓ・Ｔ （歯ＣＡＤ）第757号       平成26年 7月 1日
     ・Ｋビル２０１ （補管）第4933号          平成15年 2月 1日
     0467-45-8217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864214,265.1 佐助デンタルクリニッ〒248-0017 （歯ＣＡＤ）第126203号    平成28年10月 1日
     鎌歯265 ク 鎌倉市佐助１－１６－１２ （補管）第4959号          平成15年 4月 1日
     0467-23-8041  (0467-23-8041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1865214,266.9 うえだ歯科植木診療所〒247-0073 （外来環）第1147号        平成29年 3月 1日
     鎌歯266 鎌倉市植木３６１－３ （医管）第2108号          平成29年 4月 1日
     0467-43-1551  (0467-43-1551) （か強診）第444号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第671号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第320号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第415号       平成29年 4月 1日
     （う蝕無痛）第149号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126361号    平成29年 3月 1日
     （手術歯根）第83号        平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第449号         平成28年 4月 1日
     （補管）第5008号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866214,267.7 あおば歯科 〒247-0056 （歯リハ２）第46号        平成26年 4月 1日
     鎌歯267 鎌倉市大船３－１５－２５離山ガ （歯ＣＡＤ）第260号       平成26年 4月 1日
     ーデンハウス１０２ （補管）第5039号          平成15年 9月 1日
     0467-46-1711  (0467-46-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867214,269.3 斎藤歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第546号         平成28年 4月 1日
     鎌歯269 鎌倉市大船１－２５－１１ＳＳビ （歯ＣＡＤ）第369号       平成26年 4月 1日
     ル２Ｆ （補管）第1504号          平成16年 2月 1日
     0467-46-4293  (0467-46-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868214,273.5 いずみ歯科医院 〒248-0022 （外来環）第1184号        平成29年 4月 1日
     鎌歯273 鎌倉市常盤字殿ノ入５３０－１ （歯訪診）第2184号        平成28年10月 1日
     0467-31-9001  (0467-31-3199) （歯ＣＡＤ）第1798号      平成27年 5月 1日
     （補管）第1528号          平成17年 1月 1日
     （１７５）第1779号        平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869214,276.8 さくら歯科クリニック〒248-0005 （補管）第5336号          平成17年 7月 1日
     鎌歯276 鎌倉市雪ノ下１－１０－５ファー
     ストアベニューカマクラ３Ｆ
     0467-22-6489  (0467-22-6489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870214,278.4 しろた歯科 〒247-0061 （外来環）第200号         平成20年 8月 1日
     鎌歯278 鎌倉市台３－９－２９トムグレー （医管）第1679号          平成28年 4月 1日
     ス鎌倉１Ｆ （か強診）第23号          平成28年 4月 1日
     0467-42-8882  （在歯管）第211号         平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第183号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第427号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第585号       平成26年 6月 1日
     （補管）第5380号          平成17年10月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871214,279.2 石田歯科クリニック 〒247-0056 （う蝕無痛）第176号       平成29年 4月 1日
     鎌歯279 鎌倉市大船１－２３－１０石田ビ （歯ＣＡＤ）第897号       平成26年 8月 1日
     ル２Ｆ （手術歯根）第110号       平成29年 4月 1日
     0467-47-3855  (0467-47-3729) （補管）第1541号          平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1872214,280.0 若宮大路歯科 〒248-0006 （か強診）第589号         平成29年12月 1日
     鎌歯280 鎌倉市小町１－１３－２ （歯訪診）第2185号        平成28年10月 1日
     0467-24-9990  (0467-24-9990) （補管）第5503号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873214,283.4 ミキプラザ歯科医院 〒247-0063 （外来環）第1120号        平成29年 3月 1日
     鎌歯283 鎌倉市梶原４－１－６助川ビル２ （か強診）第428号         平成29年 3月 1日
     ０３号 （歯援診）第653号         平成29年 3月 1日
     0467-47-5818  (0467-43-0267) （歯ＣＡＤ）第1799号      平成27年 5月 1日
     （補管）第1548号          平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874214,285.9 今泉台歯科医院 〒247-0053 （歯訪診）第2081号        平成28年 8月 1日
     鎌歯285 鎌倉市今泉台４－２０－６ （補管）第5588号          平成19年 3月15日
     0467-46-6780  (0467-46-6780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875214,286.7 根津矯正歯科 〒247-0056
     鎌歯286 鎌倉市大船１－２３－２６　ニュ
     ー大船ビル２Ｆ
     0467-47-1690  (0467-47-1696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876214,287.5 原歯科医院 〒248-0007 （歯ＣＡＤ）第126298号    平成29年 1月 1日
     鎌歯287 鎌倉市大町１－１８－１２ （補管）第5619号          平成19年 6月 1日
     0467-61-3430  (0467-61-3430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877214,288.3 菅井歯科医院　鎌倉 〒248-0017 （ＧＴＲ）第234号         平成20年 4月 1日
     鎌歯288 鎌倉市佐助１－８－１４ （補管）第5620号          平成19年 6月 1日
     0467-24-5558  (0467-61-2377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878214,289.1 あおぞら歯科 〒247-0056 （歯ＣＡＤ）第217号       平成26年 4月 1日
     鎌歯289 鎌倉市大船３－１－３　セイショ （補管）第5634号          平成19年 7月 1日
     ウナン１Ｆ
     0467-40-6840  (0467-40-6841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879214,290.9 打保歯科医院 〒247-0056 （歯訪診）第2082号        平成28年 8月 1日
     鎌歯290 鎌倉市大船１－２５－３８ （補管）第1486号          平成19年 8月24日
     0467-46-6791  (0467-46-6791) （１７５）第1766号        平成19年 8月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880214,291.7 あべ歯科クリニック 〒247-0072 （歯訪診）第2539号        平成29年 3月 1日
     鎌歯291 鎌倉市岡本２－５－１１　第二大 （歯ＣＡＤ）第898号       平成26年 8月 1日
     観ビル１階 （補管）第5662号          平成19年 9月15日
     0467-46-2300  (0467-46-4100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881214,292.5 ＫＡＺＵデンタルクリ〒248-0035 （外来環）第459号         平成25年 1月 1日
     鎌歯292 ニック 鎌倉市西鎌倉１－１９－１６アム （歯訪診）第2919号        平成29年 4月 1日
     ール西鎌倉１Ｆ１０１ （歯ＣＡＤ）第586号       平成26年 6月 1日
     0467-33-1186  (0467-33-1186) （補管）第5679号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1882214,294.1 にしむら歯科クリニッ〒247-0063 （歯訪診）第184号         平成28年 4月 1日
     鎌歯294 ク 鎌倉市梶原１－５－１２ピュア湘 （歯ＣＡＤ）第126746号    平成30年 1月 1日
     南２０１ （補管）第5863号          平成20年12月17日
     0467-42-6840  (0467-42-6840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883214,295.8 Ａｉデンタルクリニッ〒247-0056 （外来環）第521号         平成26年 4月 1日
     鎌歯295 ク 鎌倉市大船１－１１－２２アイビ （歯訪診）第3127号        平成29年 4月 1日
     ル３Ｆ （歯リハ２）第305号       平成27年 3月 1日
     0467-42-6788  (0467-42-6788) （う蝕無痛）第112号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第899号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第94号        平成28年 9月 1日
     （補管）第5864号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884214,296.6 跡部歯科クリニック 〒248-0014 （手顕微加）第40号        平成28年 4月 1日
     鎌歯296 鎌倉市由比ガ浜３－１１－２２ （歯ＣＡＤ）第758号       平成26年 7月 1日
     0467-33-4533  (0467-33-4534) （歯技工）第8号           平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第407号         平成26年 7月 1日
     （根切顕微）第132号       平成28年10月 1日
     （補管）第6012号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885214,297.4 医療法人社団　泰晴会〒248-0036 （歯訪診）第3021号        平成29年 4月 1日
     鎌歯297 　らいおん歯科クリニ鎌倉市手広４－８－１ （歯ＣＡＤ）第161号       平成26年 4月 1日
     ック　手広医院 0467-31-1182  （補管）第6117号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第40169号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886214,298.2 鶴井歯科クリニック 〒247-0055 （補管）第6178号          平成22年 7月 1日
     鎌歯298 鎌倉市小袋谷２－２３－３グリー
     ンビル北鎌倉１０１
     0467-42-1182  (0467-42-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887214,299.0 モモイ歯科医院 〒247-0072 （歯訪診）第2920号        平成29年 4月 1日
     鎌歯299 鎌倉市岡本２－１２－５ （歯ＣＡＤ）第759号       平成26年 7月 1日
     0467-45-6149  (0467-45-6149) （補管）第6288号          平成23年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888214,300.6 ドクタービーバー小児〒248-0012 （歯ＣＡＤ）第1713号      平成27年 4月 1日
     鎌歯300 歯科・矯正歯科 鎌倉市御成町１４－１　御成ビル （補管）第6313号          平成23年 4月 1日
     ２０２ （矯診）第196号           平成23年 4月 1日
     0467-84-9111  (0467-84-9111) （顎診）第173号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889214,301.4 わたなべ歯科医院 〒247-0073 （外来環）第1039号        平成29年 1月 1日
     鎌歯301 鎌倉市植木２５９－７ （医管）第1817号          平成28年 5月 1日
     0467-53-8646  (0467-53-8647) （補管）第6422号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890214,302.2 パシフィックデンタル〒248-0014 （歯ＣＡＤ）第114号       平成26年 4月 1日
     鎌歯302 クリニック 鎌倉市由比ガ浜２－１６－２サン （歯技工）第196号         平成26年 4月 1日
     フローラ２Ｆ （補管）第6449号          平成23年11月 1日
     0467-39-6707  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1891214,303.0 鎌倉小町通り歯科 〒248-0006 （歯ＣＡＤ）第1049号      平成26年 7月 1日
     鎌歯303 鎌倉市小町１－７－１小町銅ビル （補管）第6519号          平成24年 3月 1日
     ３Ｆ
     0467-53-9681  (0467-53-9682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892214,305.5 鎌倉雪ノ下伊藤歯科医〒248-0005 （補管）第6612号          平成24年 7月 1日
     鎌歯305 院 鎌倉市雪ノ下４－３－２０雪ノ下
     マンション１Ｄ
     0467-24-7339  (0467-24-7339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893214,306.3 医療法人社団　殿仁会〒248-0032 （歯ＣＡＤ）第1872号      平成27年 6月 1日
     鎌歯306 　おおとの歯科クリニ鎌倉市津６７５－１ （補管）第6698号          平成24年12月 1日
     ック 0467-31-0990  (0467-31-0990) （酸単）第40337号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894214,308.9 久和歯科医院 〒247-0062 （歯訪診）第2083号        平成28年 8月 1日
     鎌歯308 鎌倉市山ノ内１３６０ （補管）第6721号          平成24年12月29日
     0467-22-4670  (0467-22-1048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895214,309.7 鎌倉カイロス歯科 〒248-0012 （歯訪診）第3428号        平成29年12月 1日
     鎌歯309 鎌倉市御成町１３－３７－１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1873号      平成27年 6月 1日
     0467-33-5200  (0467-33-5270) （補管）第6823号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896220,075.6 飯泉歯科医院 〒251-0027 （補管）第2665号          平成 8年 4月 1日
     藤歯75 藤沢市鵠沼桜が岡２－３－１２
     0466-22-9420  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897220,097.0 富田歯科医院 〒252-0823 （補管）第2728号          平成 8年 4月 1日
     藤歯97 藤沢市菖蒲沢４７６ （１７５）第1794号        平成14年 4月 1日
     0466-48-0443  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898220,103.6 和田歯科診療所 〒252-0802 （歯訪診）第186号         平成28年 4月 1日
     藤歯103 藤沢市高倉６４５ （歯ＣＡＤ）第1533号      平成27年 2月 1日
     0466-44-0020  （補管）第2778号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899220,104.4 狩野歯科医院 〒251-0027 （補管）第2746号          平成 8年 4月 1日
     藤歯104 藤沢市鵠沼桜ケ岡４－１５－１７
     0466-23-1178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900220,108.5 藤巻歯科医院 〒251-0052 （補管）第2684号          平成 8年 4月 1日
     藤歯108 藤沢市藤沢１０１５　藤沢Ｆビル
     ４階
     0466-25-8024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1901220,124.2 片瀬山歯科医院 〒251-0033 （う蝕無痛）第57号        平成20年12月 1日
     藤歯124 藤沢市片瀬山３－１１－１０ （歯ＣＡＤ）第698号       平成26年 4月 1日
     0466-23-1320  （手術歯根）第27号        平成22年11月 1日
     （ＧＴＲ）第138号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2663号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1799号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40170号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902220,132.5 三宅歯科医院 〒252-0804 （補管）第2683号          平成 8年 4月 1日
     藤歯132 藤沢市湘南台２－２５－７ （１７５）第1800号        平成14年 4月 1日
     0466-44-8012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903220,146.5 秋本歯科医院 〒251-0871 （歯訪診）第2030号        平成28年 7月 1日
     藤歯146 藤沢市善行２－１３－１３ （歯ＣＡＤ）第1089号      平成26年10月 1日
     0466-81-7766  （補管）第2633号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2807号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904220,151.5 松岡歯科医院 〒251-0028 （補管）第2670号          平成 8年 4月 1日
     藤歯151 藤沢市本鵠沼２－１６－１９
     0466-34-0026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905220,155.6 仲瀬歯科医院 〒252-0804 （補管）第2794号          平成 8年 4月 1日
     藤歯155 藤沢市湘南台７－４７－５ （１７５）第2658号        平成14年 5月 1日
     0466-44-7115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906220,156.4 西口歯科医院 〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第126333号    平成29年 2月 1日
     藤歯156 藤沢市藤沢４３サクラシア　藤沢 （補管）第2788号          平成18年 6月 1日
     ビル１Ｆ
     0466-26-5595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907220,166.3 千葉歯科医院 〒252-0816 （歯訪診）第2290号        平成29年 1月 1日
     藤歯166 藤沢市遠藤３５９０－１６ （歯ＣＡＤ）第1946号      平成27年 7月 1日
     0466-48-5187  （補管）第2769号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1808号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908220,168.9 小池歯科医院 〒251-0024 （補管）第2729号          平成 8年 4月 1日
     藤歯168 藤沢市鵠沼橘１－３－１９－１０ （１７５）第2578号        平成14年 5月 1日
     １第一浅井ビル１Ｆ
     0466-26-7650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909220,169.7 トミタ歯科医院 〒252-0804 （医管）第2005号          平成28年12月 1日
     藤歯169 藤沢市湘南台２－４－１６３田中 （歯地連）第379号         平成18年 4月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第2734号          平成 8年 4月 1日
     0466-45-8296  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1910220,171.3 大谷歯科医院 〒251-0031 （補管）第2776号          平成 8年 4月 1日
     藤歯171 藤沢市鵠沼藤が谷３－１１－１９ （１７５）第1810号        平成14年 4月 1日
     0466-26-6677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911220,172.1 藤が岡デンタルクリニ〒251-0004 （歯ＣＡＤ）第126143号    平成28年 8月 1日
     藤歯172 ック 藤沢市藤が岡２－１３－１３ （補管）第2709号          平成 8年 4月 1日
     0466-25-6192  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912220,174.7 ユーセニア・デンタル〒251-0871 （補管）第2730号          平成 8年 4月 1日
     藤歯174 ・オフィス 藤沢市善行１－１５－８ （１７５）第1811号        平成14年 4月 1日
     0466-81-8064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913220,175.4 藤沢市南休日急患歯科〒251-0025 （歯特連）第41号          平成25年 3月17日
     藤歯175 診療所 藤沢市鵠沼石上２－１０－６藤沢 （補管）第7024号          平成26年 8月 1日
     市口腔保健センター内 （酸単）第40171号         平成29年 4月 1日
     0466-26-3310  (0466-24-5325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914220,183.8 上田歯科医院 〒251-0025 （歯ＣＡＤ）第587号       平成26年 6月 1日
     藤歯183 藤沢市鵠沼石上２－４－６ （補管）第2731号          平成 8年 4月 1日
     0466-25-1007  （１７５）第1813号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915220,189.5 首藤歯科クリニック 〒252-0804 （歯ＣＡＤ）第2265号      平成28年 1月 1日
     藤歯189 藤沢市湘南台５－１３－１３ （補管）第2706号          平成 8年 4月 1日
     0466-43-6316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916220,191.1 森歯科内科クリニック〒251-0023 （歯訪診）第2645号        平成29年 3月 1日
     (221,093.8) 藤沢市鵠沼花沢町２－１５ （補管）第2782号          平成 8年 4月 1日
     藤歯191 0466-26-6218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917220,192.9 カワノ歯科 〒251-0055 （補管）第2705号          平成 8年 4月 1日
     藤歯192 藤沢市南藤沢２２－７－４０１第
     一相沢ビル４Ｆ
     0466-27-2552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918220,193.7 青木歯科医院 〒251-0054 （歯ＣＡＤ）第2446号      平成28年 4月 1日
     藤歯193 藤沢市朝日町１０－６嶋田ビル１ （補管）第2768号          平成 8年 4月 1日
     Ｆ
     0466-27-2762  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919220,197.8 関口グリム歯科 〒251-0025 （補管）第3651号          平成 9年 4月 7日
     藤歯197 藤沢市鵠沼石上１－１－１７－２
     ０１
     0466-27-3456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1920220,204.2 高橋歯科医院 〒251-0047 （歯訪診）第3128号        平成29年 4月 1日
     藤歯204 藤沢市辻堂５－１０－１ （補管）第2687号          平成 8年 4月 1日
     0466-33-2227  （１７５）第2659号        平成14年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1921220,211.7 風間歯科医院 〒252-0816 （外来環）第1453号        平成30年 3月 1日
     藤歯211 藤沢市遠藤８８０－２ （か強診）第653号         平成30年 3月 1日
     0466-87-6665  （歯訪診）第2541号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1709号      平成27年 4月 1日
     （補管）第2645号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922220,213.3 大森歯科医院 〒251-0052 （医管）第1482号          平成20年 4月 1日
     藤歯213 藤沢市藤沢４６０ （歯援診）第23号          平成29年 4月 1日
     0466-22-3233  (0) （在歯管）第22号          平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126526号    平成29年 7月 1日
     （補管）第4730号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923220,221.6 高木歯科医院 〒251-0052 （歯訪診）第3022号        平成29年 4月 1日
     藤歯221 藤沢市藤沢１４３ （歯ＣＡＤ）第1005号      平成26年 9月 1日
     0466-22-2926  （補管）第2711号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1814号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924220,224.0 西部中央歯科医院 〒252-0815 （歯ＣＡＤ）第2447号      平成28年 4月 1日
     藤歯224 藤沢市石川６９３－６ （補管）第2695号          平成 8年 4月 1日
     0466-87-8211  （１７５）第2660号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925220,227.3 まこと歯科クリニック〒251-0871 （医管）第2006号          平成28年12月 1日
     藤歯227 藤沢市善行７－４－１斎ビル２０ （歯ＣＡＤ）第126601号    平成29年10月 1日
     ３ （補管）第2659号          平成 8年 4月 1日
     0466-81-8127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926220,233.1 小笠原歯科医院 〒251-0032 （歯訪診）第2717号        平成29年 3月 1日
     藤歯233 藤沢市片瀬３－１－３９ （補管）第2726号          平成 8年 4月 1日
     0466-25-2000  （１７５）第2661号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927220,234.9 アライ歯科医院 〒252-0807 （補管）第2664号          平成12年 4月 1日
     藤歯234 藤沢市下土棚４７１ （１７５）第1817号        平成14年 4月 1日
     0466-45-6101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928220,239.8 三橋歯科医院 〒251-0052 （医管）第1776号          平成28年 4月 1日
     藤歯239 藤沢市藤沢３－３－３小間ビル２ （在歯管）第146号         平成28年 4月 1日
     Ｆ （歯訪診）第1838号        平成28年 4月 1日
     0466-23-4018  （歯リハ２）第289号       平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第238号         平成20年 5月 1日
     （補管）第2721号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1818号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40172号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929220,244.8 村岡歯科医院 〒252-0804 （補管）第2655号          平成 8年 4月 1日
     藤歯244 藤沢市湘南台５－２１－１
     0466-45-5660  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1930220,254.7 正木矯正歯科 〒251-0055 （歯ＣＡＤ）第1948号      平成27年 7月 1日
     藤歯254 藤沢市南藤沢４－１６マサキビル （補管）第2777号          平成18年 8月11日
     ５Ｆ （矯診）第189号           平成22年 4月 1日
     0466-26-5366  (0466-26-5366) （１７５）第1822号        平成18年 8月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931220,256.2 伊藤歯科医院 〒251-0001 （外来環）第947号         平成28年 9月 1日
     藤歯256 藤沢市西富１－２－３ （医管）第1777号          平成28年 4月 1日
     0466-26-0709  （か強診）第310号         平成28年10月 1日
     （在歯管）第147号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第1839号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第261号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2773号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1823号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932220,258.8 南歯科医院 〒251-0871 （補管）第2752号          平成 8年 4月 1日
     藤歯258 藤沢市善行１－２５－２斉藤ビル （１７５）第1824号        平成14年 4月 1日
     ２Ｆ
     0466-82-4404  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933220,268.7 青木歯科医院 〒251-0045 （補管）第2725号          平成 8年 4月 1日
     藤歯268 藤沢市辻堂東海岸１－３－３
     0466-36-7835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934220,273.7 鈴木歯科医院 〒251-0033 （補管）第2781号          平成 8年 4月 1日
     藤歯273 藤沢市片瀬山１－１２－１
     0466-27-7227  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935220,277.8 永村歯科クリニック 〒251-0016 （歯援診）第233号         平成29年 3月 1日
     藤歯277 藤沢市弥勒寺１－２－１０ （歯ＣＡＤ）第2448号      平成28年 4月 1日
     0466-24-5776  （補管）第2690号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936220,278.6 穴山歯科医院 〒251-0038 （歯ＣＡＤ）第126728号    平成30年 1月 1日
     藤歯278 藤沢市鵠沼松が岡４－１８－１２ （補管）第2636号          平成 8年 4月 1日
     0466-22-3997  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937220,280.2 吉野歯科医院 〒251-0016 （補管）第4717号          平成14年 4月 1日
     藤歯280 藤沢市弥勒寺３－４－３ （１７５）第1825号        平成14年 4月 1日
     0466-24-1544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938220,282.8 むらおか歯科医院 〒251-0016 （歯訪診）第2542号        平成29年 3月 1日
     藤歯282 藤沢市弥勒寺２－３－２８ （補管）第2661号          平成 8年 4月 1日
     0466-24-1120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939220,284.4 遠見歯科医院 〒251-0037 （歯訪診）第3275号        平成29年 4月 1日
     藤歯284 藤沢市鵠沼海岸２－２－１３ （歯ＣＡＤ）第88号        平成26年 4月 1日
     0466-36-1181  (0466-36-1082) （補管）第2692号          平成19年 1月15日
     （１７５）第2808号        平成19年 1月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1940220,292.7 かやの歯科医院 〒251-0045 （補管）第3425号          平成 8年 4月 1日
     藤歯292 藤沢市辻堂東海岸１－９－２３ （１７５）第1826号        平成14年 4月 1日
     0466-34-6482  （酸単）第40173号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941220,293.5 清水歯科医院 〒251-0861 （歯訪診）第3242号        平成29年 4月 1日
     藤歯293 藤沢市大庭５４６４－１０ （補管）第2651号          平成 8年 4月 1日
     0466-88-1817  （１７５）第2662号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942220,296.8 鈴木デンタルクリニッ〒251-0052 （歯援診）第45号          平成29年 4月 1日
     藤歯296 ク 藤沢市藤沢４鈴木ビル１Ｆ，２Ｆ （補管）第2720号          平成 8年 4月 1日
     0466-24-4560  （酸単）第40587号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943220,298.4 江尻歯科 〒252-0813 （補管）第2698号          平成 8年 4月 1日
     藤歯298 藤沢市亀井野２－３－３ジャンボ （酸単）第40494号         平成29年 4月 1日
     リー六会２Ｆ
     0466-82-8282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944220,300.8 とりす歯科矯正 〒251-0052
     藤歯300 藤沢市藤沢９７１鈴木ビル６Ｆ
     0466-27-5050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945220,303.2 島田歯科クリニック 〒251-0037 （補管）第2716号          平成 8年 4月 1日
     藤歯303 藤沢市鵠沼海岸４－９－１ （１７５）第1827号        平成14年 4月 1日
     0466-33-6644  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946220,304.0 山崎歯科医院 〒252-0801 （歯訪診）第2128号        平成28年 9月 1日
     藤歯304 藤沢市長後６７９－１シャトル湘 （歯ＣＡＤ）第2045号      平成27年 8月 1日
     南２Ｆ （補管）第2739号          平成 8年 4月 1日
     0466-45-8356  （１７５）第1828号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947220,305.7 小原歯科医院 〒252-0804 （外来環）第1069号        平成29年 2月 1日
     藤歯305 藤沢市湘南台１－６－１西村ビル （歯訪診）第2291号        平成29年 1月 1日
     ２Ｆ （補管）第2807号          平成 8年 4月 1日
     0466-46-0150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948220,306.5 瓜生歯科医院 〒251-0025 （補管）第2723号          平成 8年 4月 1日
     藤歯306 藤沢市鵠沼石上２－２－５
     0466-24-6133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949220,308.1 大津歯科医院 〒252-0802 （補管）第2783号          平成 8年 4月 1日
     藤歯308 藤沢市高倉８７７ （１７５）第1829号        平成14年 4月 1日
     0466-44-0303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950220,310.7 歯科熱田医院 〒251-0055 （歯訪診）第3129号        平成29年 4月 1日
     藤歯310 藤沢市南藤沢２２－１４－６０１ （歯技工）第45号          平成22年 4月 1日
     0466-22-2386  （補管）第2745号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1951220,312.3 医療法人社団　加藤歯〒251-0016 （歯ＣＡＤ）第126535号    平成29年 7月 1日
     藤歯312 科クリニック 藤沢市弥勒寺３－１－７ （補管）第2784号          平成 8年 4月 1日
     0466-27-6475  (0466-27-6475) （酸単）第40174号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952220,316.4 田中歯科医院 〒252-0804 （歯訪診）第2084号        平成28年 8月 1日
     藤歯316 藤沢市湘南台２－２４－１９ （う蝕無痛）第51号        平成20年 9月 1日
     0466-46-1500  （補管）第2751号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40175号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953220,321.4 医療法人社団　北村歯〒251-0021 （う蝕無痛）第98号        平成25年 2月 1日
     藤歯321 科医院 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９森 （歯ＣＡＤ）第2186号      平成27年11月 1日
     谷ビル２Ｆ （補管）第2644号          平成 8年 4月 1日
     0466-23-7739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954220,322.2 東湘歯科 〒251-0055 （ＧＴＲ）第139号         平成20年 4月 1日
     藤歯322 藤沢市南藤沢１６－１０－３０２ （補管）第2770号          平成 8年 4月 1日
     0466-26-8561  （１７５）第1830号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955220,323.0 片山歯科クリニック 〒251-0871 （歯ＣＡＤ）第1947号      平成27年 7月 1日
     藤歯323 藤沢市善行１－２８－２　小田急 （補管）第2801号          平成 8年 4月 1日
     マルシェ善行２Ｆ （１７５）第1831号        平成14年 4月 1日
     0466-83-1182  （酸単）第40176号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956220,324.8 湘南歯科クリニック 〒251-0043 （歯訪診）第187号         平成28年 4月 1日
     藤歯324 藤沢市辻堂元町１－３－１８ （補管）第2743号          平成 8年 4月 1日
     0466-34-5115  （１７５）第1832号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957220,326.3 菅井歯科医院　藤沢 〒251-0052 （ＧＴＲ）第354号         平成24年 1月 4日
     藤歯326 藤沢市藤沢９７１－１リベール藤 （補管）第6507号          平成24年 1月 4日
     沢ビル　１０１
     0466-22-3890  (0466-27-0549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958220,331.3 ささき歯科医院 〒251-0038 （医管）第328号           平成18年 4月 1日
     藤歯331 藤沢市鵠沼松が岡４－１－１３ （か強診）第311号         平成28年10月 1日
     0466-28-8241  （歯援診）第639号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第44号        平成26年 4月 1日
     （補管）第2640号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40177号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959220,332.1 浜見山歯科医院 〒251-0045 （歯訪診）第2543号        平成29年 3月 1日
     藤歯332 藤沢市辻堂東海岸１－１１－２７ （補管）第2712号          平成19年10月 1日
     0466-33-8048  (0466-33-8048) （１７５）第1834号        平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1960220,335.4 川村歯科クリニック 〒251-0025 （外来環）第1285号        平成29年 7月 1日
     藤歯335 藤沢市鵠沼石上１－８－５フェリ （か強診）第626号         平成30年 2月 1日
     ーチェ　１Ｆ （歯援診）第609号         平成29年 1月 1日
     0466-25-4618  (0466-25-4618) （歯ＣＡＤ）第1006号      平成26年 9月 1日
     （補管）第6693号          平成24年10月26日
     （酸単）第40178号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961220,337.0 清水歯科医院 〒251-0051 （補管）第4713号          平成14年 4月 1日
     藤歯337 藤沢市白旗１－１－１コミー湘南
     １Ｆ
     0466-81-2050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962220,339.6 コモダ歯科医院 〒251-0037 （歯訪診）第3130号        平成29年 4月 1日
     藤歯339 藤沢市鵠沼海岸３－３－１ （歯ＣＡＤ）第2449号      平成28年 4月 1日
     0466-33-3982  （補管）第2676号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40179号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963220,341.2 児嶋歯科医院 〒251-0055 （歯ＣＡＤ）第588号       平成26年 6月 1日
     藤歯341 藤沢市南藤沢１７－１６ （補管）第2646号          平成 8年 4月 1日
     0466-28-9117  （１７５）第1835号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964220,342.0 藤沢駅南口歯科クリニ〒251-0025 （歯訪診）第2921号        平成29年 4月 1日
     藤歯342 ック 藤沢市鵠沼石上１－４－８　湘南 （補管）第2802号          平成20年 3月23日
     フレンズ３Ｆ
     0466-28-0675  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965220,343.8 山本歯科医院 〒252-0807 （歯訪診）第3378号        平成29年 7月 1日
     藤歯343 藤沢市下土棚５１０－１シコービ （歯ＣＡＤ）第900号       平成26年 8月 1日
     ル４階 （補管）第2749号          平成 8年 4月 1日
     0466-43-9018  （１７５）第1836号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966220,346.1 ペンギンデンタルクリ〒252-0813 （歯訪診）第3023号        平成29年 4月 1日
     藤歯346 ニック 藤沢市亀井野６３２－１ （補管）第6860号          平成25年 7月 1日
     0466-84-4618  (0466-83-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967220,347.9 くぼ歯科医院 〒252-0802 （歯訪診）第3024号        平成29年 4月 1日
     藤歯347 藤沢市高倉８７２　２Ｆ （補管）第2637号          平成 8年 4月 1日
     0466-43-8880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968220,349.5 工藤歯科医院 〒251-0056 （補管）第2673号          平成 8年 4月 1日
     藤歯349 藤沢市羽鳥２－１１－１５
     0466-33-4188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969220,350.3 東出歯科医院 〒252-0824 （補管）第2759号          平成 8年 4月 1日
     藤歯350 藤沢市打戻字上ノ原１８５９－６
     0466-48-5996  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1970220,352.9 馬嶋歯科医院 〒252-0802 （補管）第2787号          平成 8年 4月 1日
     藤歯352 藤沢市高倉上谷戸８６９－４ （１７５）第1837号        平成14年 4月 1日
     0466-45-8901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971220,353.7 あおば歯科医院 〒251-0861 （補管）第2774号          平成 8年 4月 1日
     藤歯353 藤沢市大庭５５２９－８
     0466-87-9222  (0466-87-9223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972220,354.5 医療法人社団　杉山歯〒251-0047 （歯ＣＡＤ）第2658号      平成28年 7月 1日
     藤歯354 科医院 藤沢市辻堂２－４－２９サンビュ （ＧＴＲ）第10号          平成20年 4月 1日
     ーハイツ２０１ （補管）第2754号          平成 8年 4月 1日
     0466-34-7567  (0466-34-7690) （酸単）第40180号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973220,356.0 医療法人社団　星谷歯〒252-0804 （外来環）第1270号        平成29年 6月 1日
     藤歯356 科医院 藤沢市湘南台４－１－１９ （医管）第1548号          平成23年 4月 1日
     0466-45-3400  (0466-46-7340) （か強診）第535号         平成29年 7月 1日
     （歯訪診）第1882号        平成28年 5月 1日
     （歯技工）第178号         平成23年 4月 1日
     （補管）第2669号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40468号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974220,358.6 黒川歯科医院 〒251-0055 （歯訪診）第3302号        平成29年 4月 1日
     藤歯358 藤沢市南藤沢２－８ （歯ＣＡＤ）第1090号      平成26年10月 1日
     0466-22-7022  (045-22-7022) （補管）第3783号          平成14年 2月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975220,363.6 湘南なかがわ歯科 〒252-0807 （歯ＣＡＤ）第2310号      平成28年 2月 1日
     藤歯363 藤沢市下土棚５１２－３ （補管）第2808号          平成 8年 4月 1日
     0466-45-7004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976220,364.4 加藤歯科 〒251-0045 （補管）第2657号          平成 8年 4月 1日
     藤歯364 藤沢市辻堂東海岸２－１２－１８
     0466-33-6142  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977220,365.1 たかぎ歯科医院 〒251-0876 （外来環）第139号         平成20年 6月 1日
     藤歯365 藤沢市善行坂１－５－２３ＨＡＳ （医管）第2007号          平成28年12月 1日
     ＥＧＡＷＡ　ＢＬＤ （歯訪診）第188号         平成28年 4月 1日
     0466-81-6489  （歯ＣＡＤ）第2450号      平成28年 4月 1日
     （補管）第3482号          平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978220,367.7 小山歯科医院 〒251-0032 （補管）第2681号          平成 8年 4月 1日
     藤歯367 藤沢市片瀬３９０－９１ （１７５）第1838号        平成14年 4月 1日
     0466-22-5662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979220,373.5 阿保歯科医院 〒251-0052 （補管）第2689号          平成 8年 4月 1日
     藤歯373 藤沢市藤沢３－２－４ （１７５）第1839号        平成14年 4月 1日
     0466-24-5488  
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 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考
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電話番号(ＦＡＸ番号)

 1980220,374.3 堀田歯科医院 〒251-0052 （歯訪診）第2802号        平成29年 4月 1日
     藤歯374 藤沢市藤沢１０２５ （補管）第2803号          平成 8年 4月 1日
     0466-22-2980  （１７５）第1840号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40181号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981220,375.0 山川歯科医院 〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第1091号      平成26年10月 1日
     藤歯375 藤沢市藤沢５４１ （補管）第2767号          平成 8年 4月 1日
     0466-26-5700  （１７５）第1841号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982220,380.0 本多歯科医院 〒251-0023 （歯ＣＡＤ）第126565号    平成29年 8月 1日
     藤歯380 藤沢市鵠沼花沢町１－９ （補管）第2649号          平成 8年 4月 1日
     0466-28-4181  （１７５）第1842号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983220,383.4 藤沢市北休日急患歯科〒251-0861 （歯特連）第7号           平成22年 4月 1日
     藤歯383 診療所 藤沢市大庭５５２７－１ （歯訪診）第2803号        平成29年 4月 1日
     0466-88-7315  (0466-88-7318) （歯技工）第46号          平成22年 4月 1日
     （補管）第5081号          平成15年12月 1日
     （酸単）第40500号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984220,384.2 松本デンタルクリニッ〒251-0871 （歯訪診）第547号         平成28年 4月 1日
     藤歯384 ク 藤沢市善行２－２５－１５ （補管）第2641号          平成 8年 4月 1日
     0466-83-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985220,391.7 本町歯科クリニック 〒251-0053 （外来環）第98号          平成20年 5月 1日
     藤歯391 藤沢市本町３－５－７ （医管）第1795号          平成28年 5月 1日
     0466-23-8250  （か強診）第139号         平成28年 5月 1日
     （歯援診）第54号          平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第250号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第760号       平成26年 7月 1日
     （歯技工）第9号           平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第231号         平成20年 5月 1日
     （補管）第2700号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1843号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986220,392.5 野中歯科 〒251-0028 （歯訪診）第1840号        平成28年 4月 1日
     藤歯392 藤沢市本鵠沼４－１４－６ （歯リハ２）第48号        平成26年 4月 1日
     0466-35-0118  （歯ＣＡＤ）第327号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2722号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987223,000.1 コンパスデンタルクリ〒252-0804 （歯援診）第321号         平成29年 4月 1日
     藤歯3000 ニック湘南台 藤沢市湘南台１－１５－２２ガー （歯地連）第458号         平成25年12月 1日
     デンパレス湘南台１０２ （歯ＣＡＤ）第126613号    平成29年10月 1日
     0466-86-7871  (0466-86-7872) （補管）第6871号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988223,002.7 小野田歯科医院 〒251-0052 （歯訪診）第2646号        平成29年 3月 1日
     藤歯3002 藤沢市藤沢５３７ （補管）第7098号          平成26年12月 1日
     0466-22-5760  (0466-22-5760)
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電話番号(ＦＡＸ番号)

 1989223,003.5 医療法人社団　ＡＢＥ〒251-0041 （補管）第6916号          平成25年12月 1日
     藤歯3003 　阿部歯科ＣＴクリニ藤沢市辻堂神台１－２－１２Ｌｕ
     ック ｚ湘南辻堂５Ｆ
     0466-36-1182  (0466-36-1044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990223,004.3 玉木歯科医院 〒251-0055 （歯ＣＡＤ）第1007号      平成26年 9月 1日
     藤歯3004 藤沢市南藤沢１８－１エバーズ第 （補管）第6921号          平成26年 2月 1日
     １０藤沢ビルⅡ
     0466-29-5007  (0466-29-5008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991223,005.0 湘南おおの歯科医院 〒251-0047 （歯訪診）第2804号        平成29年 4月 1日
     藤歯3005 藤沢市辻堂１－１－８ＲＩビル５ （歯ＣＡＤ）第589号       平成26年 4月 1日
     Ｆ （補管）第6924号          平成26年 1月 1日
     0466-33-9969  (0466-33-9969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992223,006.8 辻堂ステラ歯科 〒251-0047 （歯ＣＡＤ）第590号       平成26年 6月 1日
     藤歯3006 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘 （ＧＴＲ）第480号         平成28年10月 1日
     南４Ｆ （根切顕微）第133号       平成28年10月 1日
     0466-35-6480  (0466-35-6481) （補管）第6958号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993223,007.6 医療法人よつ葉会　ゆ〒251-0052 （外来環）第1362号        平成29年10月 1日
     藤歯3007 めの森歯科　ふじさわ藤沢市藤沢９６９－１グランドメ （医管）第2151号          平成29年 7月 1日
     ゾン藤沢弐番館１０４ （か強診）第596号         平成29年12月 1日
     0466-52-4566  (0466-52-4544) （歯訪診）第1883号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1337号      平成26年12月 1日
     （補管）第6973号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994223,008.4 くげぬま海岸歯科クリ〒251-0037 （外来環）第657号         平成27年 7月 1日
     藤歯3008 ニック 藤沢市鵠沼海岸６－１７－１２パ （手顕微加）第105号       平成28年 4月 1日
     ストラーレ鵠沼１Ｆ （歯ＣＡＤ）第10号        平成26年 4月 1日
     0466-54-7886  (0466-54-7917) （ＧＴＲ）第410号         平成26年 9月 1日
     （根切顕微）第72号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6974号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第40338号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995223,009.2 川田デンタルクリニッ〒252-0804 （歯リハ２）第175号       平成26年 5月 1日
     藤歯3009 ク 藤沢市湘南台２－２７－１５東永 （歯ＣＡＤ）第1447号      平成27年 1月 1日
     ビル３０２ （補管）第6975号          平成26年 4月 1日
     0466-47-6797  (0466-47-6757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996223,010.0 近藤歯科医院 〒252-0804 （外来環）第1101号        平成29年 3月 1日
     藤歯3010 藤沢市湘南台４－１６－２　西山 （医管）第2060号          平成29年 3月 1日
     ビル１Ｆ （か強診）第415号         平成29年 3月 1日
     0466-42-0418  (0466-42-0418) （歯援診）第640号         平成29年 3月 1日
     （補管）第7007号          平成26年 5月 1日
     （酸単）第40182号         平成29年 4月 1日
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 1997223,011.8 医療法人社団巧和会　〒251-0047 （咀嚼機能）第15号        平成28年 8月 1日
     藤歯3011 歯科おおやぎ 藤沢市辻堂２－１０－１ （手顕微加）第41号        平成28年 4月 1日
     0466-33-5233  (0466-53-3404) （歯ＣＡＤ）第2046号      平成27年 7月 1日
     （根切顕微）第24号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7026号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998223,012.6 竹澤歯科医院 〒251-0043 （補管）第7067号          平成26年 7月11日
     藤歯3012 藤沢市辻堂元町３－２－３
     0466-36-6408  (0466-35-0646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999223,013.4 井上歯科医院 〒251-0052 （医管）第1680号          平成28年 4月 1日
     藤歯3013 藤沢市藤沢１０４４－３６プリマ （手顕微加）第42号        平成28年 4月 1日
     ベーラ３Ｆ （歯ＣＡＤ）第1499号      平成26年12月 1日
     0466-29-2018  (0466-29-2017) （根切顕微）第134号       平成28年10月 1日
     （補管）第7122号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000223,015.9 湘南矯正歯科クリニッ〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第1659号      平成27年 3月 1日
     藤歯3015 ク 藤沢市藤沢４３８－１ルミネプラ （補管）第7422号          平成28年 5月 1日
     ザ８Ｆ （矯診）第227号           平成27年12月 1日
     0466-24-4082  (0466-24-4086) （顎診）第167号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001223,017.5 ＤＩＶＡ　ＤＥＮＴＡ〒251-0055 （補管）第7207号          平成27年 6月 1日
     藤歯3017 Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ　藤藤沢市南藤沢２２－２春日ビル中
     沢駅前歯科 ２Ｆ
     0466-20-5269  (0466-20-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002223,018.3 ちはる歯科 〒251-0042 （歯訪診）第3283号        平成29年 4月 1日
     藤歯3018 藤沢市辻堂新町３－２－６ （歯ＣＡＤ）第1949号      平成27年 7月 1日
     0466-54-8074  (0466-54-8075) （補管）第7208号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003223,019.1 あかり歯科クリニック〒252-0804 （歯ＣＡＤ）第2108号      平成27年 9月 1日
     藤歯3019 藤沢市湘南台５－５－９ステラビ （補管）第7257号          平成27年 9月 1日
     ル湘南台１・２Ｆ
     0466-54-8418  (0466-54-8481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004223,022.5 はじめ歯科 〒251-0042 （歯訪診）第2205号        平成28年11月 1日
     藤歯3022 藤沢市辻堂新町１－４－８ （歯ＣＡＤ）第2266号      平成28年 1月 1日
     0466-77-3359  （補管）第7275号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005223,023.3 こばやし歯科医院 〒252-0804 （外来環）第703号         平成27年12月 1日
     藤歯3023 藤沢市湘南台５－７－２ （医管）第2069号          平成29年 3月 1日
     0466-45-6848  (0466-45-6850) （か強診）第429号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第655号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第285号         平成29年 3月 1日
     （補管）第7276号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2006223,024.1 こじま歯科クリニック〒252-0807 （歯訪診）第2402号        平成29年 2月 1日
     藤歯3024 藤沢市下土棚４６５－５グランス （歯ＣＡＤ）第2187号      平成27年11月 1日
     クエア４６５　１Ｆ （補管）第7292号          平成27年11月 1日
     0466-52-5884  (0466-52-5894)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007223,028.2 うめ歯科クリニックう〒251-0052 （歯訪診）第2129号        平成28年 9月 1日
     藤歯3028 めこども歯科 藤沢市藤沢１００６－１藤沢パー （歯ＣＡＤ）第2451号      平成28年 4月 1日
     クホームズブロードマーク１０２ （補管）第7304号          平成27年12月 1日
     0466-52-6222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008223,029.0 小笠原歯科クリニック〒252-0821 （歯訪診）第2544号        平成29年 3月 1日
     藤歯3029 藤沢市用田６３７－１　西山ビル （補管）第7349号          平成28年 1月 1日
     ２Ｆ
     0466-47-1473  (0466-47-1473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009223,030.8 齊藤歯科クリニック 〒251-0056 （外来環）第1070号        平成29年 2月 1日
     藤歯3030 藤沢市羽鳥３－２０－５　１Ｆ （医管）第2030号          平成29年 1月 1日
     0466-35-8249  （歯訪診）第2292号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2331号      平成28年 1月 1日
     （補管）第7350号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010223,031.6 辻堂なぎさ歯科クリニ〒251-0046 （歯訪診）第2293号        平成29年 1月 1日
     藤歯3031 ック 藤沢市辻堂西海岸２－１１－３ （歯ＣＡＤ）第2354号      平成28年 3月 1日
     0466-36-1713  (0466-36-1713) （補管）第7360号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011223,032.4 片瀬藤田デンタルクリ〒251-0032 （歯訪診）第2922号        平成29年 4月 1日
     藤歯3032 ニック 藤沢市片瀬４－１０－１７ （歯ＣＡＤ）第2452号      平成28年 4月 1日
     0466-22-4880  （歯技工）第217号         平成28年 4月 1日
     （補管）第7384号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012223,034.0 御所見歯科医院 〒252-0825 （外来環）第794号         平成28年 4月 1日
     藤歯3034 藤沢市獺郷１８２－１ （歯訪診）第2403号        平成29年 2月 1日
     0466-48-7838  (0466-48-7838) （う蝕無痛）第157号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2659号      平成28年 7月 1日
     （補管）第7407号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第40183号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013223,035.7 さつき歯科 〒251-0002 （歯援診）第610号         平成29年 1月 1日
     藤歯3035 藤沢市大鋸３－１－３０ （歯訪診）第2186号        平成28年10月 1日
     0466-20-1020  (0466-20-5283) （歯ＣＡＤ）第2555号      平成28年 5月 1日
     （補管）第7423号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014223,036.5 なかむら歯科医院 〒251-0037 （歯訪診）第3243号        平成29年 4月 1日
     藤歯3036 藤沢市鵠沼海岸１－３－９ （補管）第7440号          平成28年 5月 1日
     0466-33-0100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2015223,037.3 グレースデンタルクリ〒252-0804 （歯援診）第491号         平成28年 5月 1日
     藤歯3037 ニック　湘南分院 藤沢市湘南台２－１７－１７　グ （歯ＣＡＤ）第2581号      平成28年 5月 1日
     ランドメゾン湘南１Ｆ－Ｃ （補管）第7442号          平成28年 5月 1日
     0466-44-4618  (0466-44-4185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016223,038.1 オハナ歯科 〒252-0815 （外来環）第1324号        平成29年 8月 1日
     藤歯3038 藤沢市石川５－３３－２６ （歯訪診）第3025号        平成29年 4月 1日
     0466-89-6480  (0466-89-6481) （歯ＣＡＤ）第2582号      平成28年 4月23日
     （補管）第7441号          平成28年 4月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017223,040.7 キッズデンタルパーク〒251-0876 （外来環）第1309号        平成29年 7月 1日
     藤歯3040 藤沢 藤沢市善行坂１－５－１８ （歯ＣＡＤ）第126614号    平成29年10月 1日
     0466-47-8984  (0466-47-8984) （補管）第7463号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018223,041.5 藤沢デンタルオフィス〒251-0025 （歯援診）第715号         平成29年 4月 1日
     藤歯3041 藤沢市鵠沼石上１－１－１　江ノ （歯ＣＡＤ）第126234号    平成28年11月 1日
     電第２ビル７Ｆ （補管）第7464号          平成28年 7月 1日
     0466-20-5184  (0466-20-5164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019223,042.3 辻堂太平台歯科 〒251-0044 （歯訪診）第2647号        平成29年 3月 1日
     藤歯3042 藤沢市辻堂太平台２－１－５ （歯ＣＡＤ）第126132号    平成28年 8月 1日
     0466-52-4888  （補管）第7474号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020223,043.1 ひかり歯科クリニック〒252-0802 （歯ＣＡＤ）第126204号    平成28年10月 1日
     藤歯3043 藤沢市高倉５２６－３ （補管）第7484号          平成28年 9月 1日
     0466-62-1180  (0466-62-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021223,044.9 藤沢松本歯科＆矯正歯〒251-0054 （歯訪診）第2404号        平成29年 2月 1日
     藤歯3044 科 藤沢市朝日町１４－３　第３榎本 （歯ＣＡＤ）第126159号    平成28年 9月 1日
     ビル　グレイス藤沢１Ｆ　Ａ室 （補管）第7485号          平成28年 9月 1日
     0466-47-7606  (0466-47-7604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022223,045.6 花こども歯科 〒252-0804 （補管）第7521号          平成28年 9月 1日
     藤歯3045 藤沢市湘南台１－５－１０　パテ
     ィオ湘南２０１
     0466-41-4618  (0466-41-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023223,046.4 湘南歯科口腔外科クリ〒251-0024 （歯ＣＡＤ）第126219号    平成28年 8月22日
     藤歯3046 ニック 藤沢市鵠沼橘１－１７－１３　Ｓ （補管）第7522号          平成28年 8月22日
     Ｋビル３Ｆ
     0466-21-9707  (0466-21-9708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024223,047.2 医療法人社団健由会　〒251-0011 （歯訪診）第3131号        平成29年 4月 1日
     藤歯3047 さくら歯科医院 藤沢市渡内４－５－１８　渡内ク （歯ＣＡＤ）第126426号    平成29年 4月 1日
     リニックビル１０１ （補管）第7555号          平成28年11月 1日
     0466-27-0118  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2025223,048.0 湘南食サポート歯科 〒251-0875 （歯援診）第602号         平成28年11月 1日
     藤歯3048 藤沢市本藤沢１－１０－１４　１ （在歯管）第254号         平成28年11月 1日
     Ｆ （補管）第7556号          平成28年11月 1日
     0466-84-2000  (0466-84-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026223,050.6 デンタルハート湘南 〒252-0801 （歯援診）第619号         平成28年12月 1日
     藤歯3050 藤沢市長後７０６　ゴールドエイ （歯ＣＡＤ）第126315号    平成28年12月 1日
     ジ藤沢１０６ （補管）第7565号          平成28年12月 1日
     0466-90-3264  (0466-90-3265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2027223,051.4 湘南台矯正歯科 〒252-0804 （矯診）第237号           平成29年 1月10日
     藤歯3051 藤沢市湘南台１－１０－１０　ソ
     レアード湘南１Ｆ
     0466-46-4182  (0466-46-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028223,052.2 清水歯科藤沢院 〒251-0023 （手顕微加）第214号       平成29年 4月 1日
     藤歯3052 藤沢市鵠沼花沢町２－３　ポケッ （歯技工）第251号         平成29年 1月23日
     トヤードホームズビル４Ｆ （根切顕微）第182号       平成29年 4月 1日
     0466-52-5537  (0466-52-5537) （補管）第7610号          平成29年 1月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029223,053.0 ピースフル歯科クリニ〒252-0804 （外来環）第1260号        平成29年 6月 1日
     藤歯3053 ック 藤沢市湘南台２－８－１５　アジ （医管）第2139号          平成29年 6月 1日
     ル湘南１Ｆ （か強診）第523号         平成29年 6月 1日
     0466-47-7727  （歯援診）第745号         平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126405号    平成29年 2月 1日
     （補管）第7604号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030223,054.8 湘南台デンタルクリニ〒252-0804 （歯訪診）第3474号        平成30年 3月 1日
     藤歯3054 ック 藤沢市湘南台７－１７－４　コニ （歯ＣＡＤ）第126433号    平成29年 4月 1日
     ーズシンビル３Ｆ （補管）第7614号          平成29年 4月 1日
     0466-53-7673  (0466-53-7674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031223,055.5 鶴田歯科医院 〒251-0875 （歯援診）第749号         平成29年 4月28日
     藤歯3055 藤沢市本藤沢６－１－９　 （歯ＣＡＤ）第126502号    平成29年 4月28日
     0466-81-7781  (0466-81-7781) （補管）第7668号          平成29年 4月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032223,056.3 花沢歯科医院 〒251-0052 （外来環）第1336号        平成29年 8月 1日
     藤歯3056 藤沢市藤沢５６７－２　中嶋ビル （歯訪診）第3394号        平成29年 8月 1日
     ３Ｆ （手顕微加）第225号       平成29年 7月 1日
     0466-53-8013  (0466-53-8013) （歯ＣＡＤ）第126536号    平成29年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第495号         平成29年 7月 1日
     （根切顕微）第194号       平成29年 7月 1日
     （補管）第7679号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2033223,057.1 小島歯科医院 〒251-0052 （外来環）第1337号        平成29年 8月 1日
     藤歯3057 藤沢市藤沢５５５－８Ｆ （か強診）第577号         平成29年10月 1日
     0466-47-4181  (0466-52-4184) （歯援診）第766号         平成29年 8月 1日
     （在推進）第132号         平成29年 8月 1日
     （補管）第7680号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034223,058.9 湘南ライフ歯科 〒251-0026 （歯訪診）第3441号        平成30年 1月 1日
     藤歯3058 藤沢市鵠沼東１－１　玉半ビル２ （歯ＣＡＤ）第126610号    平成29年10月 1日
     Ｆ （補管）第7715号          平成29年10月 1日
     0466-53-8417  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035223,059.7 髙倉歯科医院 〒251-0037 （補管）第7728号          平成29年 8月 1日
     藤歯3059 藤沢市鵠沼海岸１－１５－２９ （１７５）第3055号        平成29年 8月 1日
     0466-33-3018  (0466-36-3271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036223,060.5 やなぎさわ歯科 〒251-0028 （補管）第7729号          平成29年 9月 5日
     藤歯3060 藤沢市本鵠沼４－１３－１
     0466-21-8415  (0466-21-8416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037223,061.3 間宮歯科医院 〒251-0056 （歯訪診）第3427号        平成29年10月 1日
     藤歯3061 藤沢市羽鳥３－５－１ （在推進）第139号         平成29年10月 1日
     0466-36-1733  (0466-36-8290) （歯ＣＡＤ）第126673号    平成29年10月 1日
     （補管）第7741号          平成29年10月 1日
     （酸単）第40580号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038223,062.1 藤沢デンタルクリニッ〒251-0025 （歯ＣＡＤ）第126783号    平成29年12月 1日
     藤歯3062 ク 藤沢市鵠沼石上１－１０－１　イ （補管）第7763号          平成29年12月 1日
     トーヨーカドー藤沢店６Ｆ （酸単）第40599号         平成29年 4月 1日
     0466-90-4617  (0466-90-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039223,063.9 サニーサイド歯科クリ〒252-0804 （歯ＣＡＤ）第126838号    平成30年 2月 1日
     藤歯3063 ニック湘南台 藤沢市湘南台１－６－１８　湘南 （補管）第7774号          平成30年 2月 1日
     台川口ビル２０１
     0466-52-4486  (0466-52-4487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040223,064.7 江の島駅ビル歯科 〒251-0035 （歯訪診）第3482号        平成30年 1月16日
     藤歯3064 藤沢市片瀬海岸１－４－１１ （歯ＣＡＤ）第126905号    平成30年 1月16日
     0466-26-2662  (0466-26-2662) （補管）第7803号          平成30年 1月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041223,065.4 わかばデンタルクリニ〒252-0801
     藤歯3065 ック 藤沢市長後７４７－２６
     0466-90-4198  (050-3737-4719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042223,066.2 アズール歯科クリニッ〒251-0028
     藤歯3066 ク 藤沢市本鵠沼２－１５－１０
     0466-66-6475  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2043223,068.8 小野歯科医院 〒251-0035 （酸単）第42336号         平成29年 4月 1日
     藤歯3068 藤沢市片瀬海岸１－３－２０　１
     Ｆ
     0466-22-4777  (0466-22-3322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044224,394.7 柄沢橋歯科 〒251-0004 （外来環）第1号           平成20年 4月 1日
     藤歯394 藤沢市藤が岡３－９－１　 （医管）第1475号          平成20年 3月 1日
     0466-24-0777  (0466-24-0777) （在歯管）第185号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第189号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第377号       平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1092号      平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第140号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2758号          平成15年 8月18日
     （酸単）第40184号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045224,396.2 くずはら歯科医院 〒251-0861 （外来環）第1207号        平成29年 4月 1日
     藤歯396 藤沢市大庭５３４９－６サンアネ （医管）第2099号          平成29年 4月 1日
     ックスビル２０Ａ （歯訪診）第3026号        平成29年 4月 1日
     0466-86-0030  （歯ＣＡＤ）第1874号      平成27年 6月 1日
     （補管）第2736号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40490号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046224,397.0 オゼキ歯科医院 〒252-0804 （歯訪診）第3027号        平成29年 4月 1日
     藤歯397 藤沢市湘南台６－１－５５７田中 （歯ＣＡＤ）第2355号      平成28年 3月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第3781号          平成 9年12月 1日
     0466-43-1101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047224,399.6 小守デンタルオフィス〒251-0047 （歯訪診）第548号         平成28年 4月 1日
     藤歯399 藤沢市辻堂２－７－１４ （歯ＣＡＤ）第126482号    平成29年 6月 1日
     0466-33-8920  （歯技工）第162号         平成22年 6月 1日
     （補管）第3484号          平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2048224,400.2 医療法人　祐涼会　神〒251-0055 （外来環）第419号         平成24年 6月 1日
     藤歯400 谷デンタルオフィス 藤沢市南藤沢７－２　沢滝ビル１ （歯特連）第44号          平成26年 4月 1日
     階 （医管）第1582号          平成25年 3月 1日
     0466-50-4505  （か強診）第24号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第310号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第69号          平成25年 4月 1日
     （歯地連）第466号         平成27年12月 1日
     （外後発使）第226号       平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第49号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第43号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第120号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第416号       平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第47号        平成25年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第378号         平成25年 5月 1日
     （根切顕微）第135号       平成28年10月 1日
     （補管）第4779号          平成20年 4月 1日
     （酸単）第40185号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049224,401.0 ドルフィン矯正・小児〒251-0024 （補管）第5145号          平成16年 5月 1日
     藤歯401 歯科 藤沢市鵠沼橘１－１－２タチバナ
     ビル２階
     0466-28-4488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050224,402.8 医療法人社団　敬誉会〒252-0816 （補管）第2785号          平成 8年 7月 1日
     藤歯402 　関原歯科クリニック藤沢市遠藤８６３－５
     0466-88-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051224,404.4 医療法人社団　理僚会〒251-0871 （外来環）第100号         平成20年 5月 1日
     藤歯404 　藤原歯科クリニック藤沢市善行２－２０－４－１Ｆ　 （補管）第2798号          平成15年 3月26日
     0466-83-2468  (0466-81-5438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052224,407.7 石田歯科クリニック 〒251-0861 （補管）第3639号          平成 9年 3月 1日
     藤歯407 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ
     ル３階
     0466-87-8182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053224,408.5 つるしげ歯科医院 〒251-0056 （歯訪診）第3132号        平成29年 4月 1日
     藤歯408 藤沢市羽鳥３－１－８アエラス辻 （歯ＣＡＤ）第1801号      平成27年 5月 1日
     堂Ｗ１０５ （補管）第4469号          平成12年 4月 1日
     0466-35-6707  （１７５）第1844号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054224,410.1 むくなし歯科医院 〒251-0032 （歯ＣＡＤ）第1875号      平成27年 6月 1日
     藤歯410 藤沢市片瀬４－１７－１５ （補管）第3653号          平成11年12月13日
     0466-50-6974  (0466-50-6974)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2055224,411.9 三好歯科クリニック 〒252-0804 （補管）第5971号          平成21年 7月13日
     藤歯411 藤沢市湘南台３－３－５
     0466-46-6480  (0466-46-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056224,412.7 おおた歯科医院 〒252-0807 （歯ＣＡＤ）第2453号      平成28年 4月 1日
     藤歯412 藤沢市下土棚４６７－９　山口ビ （補管）第3659号          平成14年 1月22日
     ル４Ｆ
     0466-44-5559  (0466-44-5560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057224,414.3 サンタ歯科医院 〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第591号       平成26年 6月 1日
     藤歯414 藤沢市藤沢３８８－１富士ビル新 （補管）第3682号          平成 9年 6月 1日
     館１Ｆ
     0466-50-2511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058224,415.0 つばめデンタルクリニ〒251-0042 （歯援診）第305号         平成29年 3月 1日
     藤歯415 ック湘南 藤沢市辻堂新町１－１６－１ （補管）第2799号          平成 9年 5月 1日
     0466-33-8417  (0466-33-8418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059224,417.6 医療法人社団　皓歯会〒251-0047 （歯訪診）第3202号        平成29年 4月 1日
     藤歯417 　さがら歯科医院 藤沢市辻堂２－９－６国信ビル２ （歯ＣＡＤ）第126205号    平成28年10月 1日
     階 （補管）第2780号          平成 9年 7月 1日
     0466-33-7101  （矯診）第125号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060224,418.4 山崎歯科医院 〒251-0871 （歯訪診）第3244号        平成29年 4月 1日
     藤歯418 藤沢市善行６－１６－２１善行ク （歯ＣＡＤ）第126867号    平成30年 3月 1日
     リニック２Ｆ （補管）第3724号          平成 9年 8月 1日
     0466-83-1844  （酸単）第40186号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061224,419.2 平野歯科医院 〒251-0052 （歯訪診）第3245号        平成29年 4月 1日
     藤歯419 藤沢市藤沢２２２エクセルシオー （歯ＣＡＤ）第126206号    平成28年10月 1日
     ル藤沢１Ｆ （補管）第3749号          平成 9年 9月 1日
     0466-22-8418  （酸単）第40340号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062224,421.8 片瀬歯科医院 〒251-0035 （歯訪診）第3028号        平成29年 4月 1日
     藤歯421 藤沢市片瀬海岸１－１３－１５ラ （歯リハ２）第176号       平成26年 5月 1日
     イオンズマンション湘南江の島２ （歯ＣＡＤ）第417号       平成26年 5月 1日
     ０４ （補管）第3755号          平成 9年11月 1日
     0466-27-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063224,422.6 こいで歯科医院 〒252-0801 （補管）第4780号          平成14年 5月 1日
     藤歯422 藤沢市長後１２４９－３
     0466-46-5008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064224,425.9 渡辺歯科医院 〒252-0813 （補管）第3774号          平成 9年12月 9日
     藤歯425 藤沢市亀井野４－５－１１
     0466-80-1361  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2065224,426.7 小西歯科医院 〒251-0047 （歯訪診）第3133号        平成29年 4月 1日
     藤歯426 藤沢市辻堂３－３－８ （補管）第4800号          平成14年 6月 1日
     0466-33-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066224,427.5 城戸歯科クリニック 〒252-0807 （補管）第2791号          平成 9年12月 1日
     藤歯427 藤沢市下土棚５４０
     0466-45-0033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067224,428.3 パーク歯科クリニック〒251-0025 （外来環）第411号         平成24年 4月 1日
     藤歯428 藤沢市鵠沼石上１－２－１０Ｗｅ （医管）第331号           平成19年10月 6日
     ｌ－ＢＩＺ藤沢２Ｆ （か強診）第25号          平成28年 4月 1日
     0466-50-6480  (0466-50-6482) （歯援診）第208号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第171号         平成28年 6月 1日
     （歯地連）第297号         平成19年10月 6日
     （歯リハ２）第50号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第53号        平成26年 4月 1日
     （補管）第2804号          平成19年10月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068224,429.1 鎌田歯科矯正クリニッ〒251-0052 （矯診）第209号           平成25年 3月22日
     藤歯429 ク 藤沢市藤沢５７１ （顎診）第156号           平成25年 3月22日
     0466-25-8944  (0466-24-0861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069224,430.9 伊野歯科医院 〒251-0033 （歯地連）第383号         平成18年 4月 1日
     藤歯430 藤沢市片瀬山５－２３－５ （歯訪診）第190号         平成28年 4月 1日
     0466-26-8903  （在推進）第23号          平成26年 4月 1日
     （補管）第4241号          平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070224,431.7 浜名歯科医院 〒252-0801 （補管）第2766号          平成 9年12月27日
     藤歯431 藤沢市長後７４０
     0466-44-2589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071224,435.8 たちばな歯科医院 〒251-0024 （補管）第3930号          平成11年 1月 1日
     藤歯435 藤沢市鵠沼橘２－１２－２６
     0466-27-2593  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072224,437.4 飯島歯科医院 〒251-0045 （補管）第4404号          平成13年 7月 1日
     藤歯437 藤沢市辻堂東海岸２－１－３４
     0466-36-7014  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073224,438.2 こしば歯科医院 〒252-0815 （歯ＣＡＤ）第126207号    平成28年10月 1日
     藤歯438 藤沢市石川４－３５－１８ （補管）第3911号          平成10年11月 1日
     0466-88-8241  (0466-88-8241) （１７５）第1846号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2074224,441.6 永海歯科医院 〒251-0053 （外来環）第1167号        平成29年 4月 1日
     藤歯441 藤沢市本町４－５－２３ （歯訪診）第2648号        平成29年 3月 1日
     0466-22-5418  (0466-22-5787) （歯ＣＡＤ）第1093号      平成26年10月 1日
     （補管）第3939号          平成11年 1月 1日
     （酸単）第40187号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075224,442.4 大庭台歯科医院 〒251-0861 （歯訪診）第3203号        平成29年 4月 1日
     藤歯442 藤沢市大庭５０６９－１ （歯ＣＡＤ）第1535号      平成27年 2月 1日
     0466-87-3052  (0466-87-3052) （補管）第3958号          平成11年 2月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076224,445.7 大庭歯科医院 〒252-0804 （歯ＣＡＤ）第1008号      平成26年 8月 1日
     藤歯445 藤沢市湘南台２－１１－６ （補管）第7043号          平成26年 8月 1日
     0466-45-5337  (0466-45-5337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077224,448.1 きくち歯科クリニック〒251-0028 （歯ＣＡＤ）第126299号    平成29年 1月 1日
     藤歯448 藤沢市本鵠沼４－６－１４ （補管）第6237号          平成22年11月 1日
     0466-33-9297  (0466-33-9297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078224,449.9 竹下歯科医院 〒251-0053 （歯訪診）第2031号        平成28年 7月 1日
     藤歯449 藤沢市本町２－９－２０ （歯ＣＡＤ）第126552号    平成29年 8月 1日
     0466-55-1320  （補管）第4022号          平成11年 6月 1日
     （１７５）第1847号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079224,450.7 長後歯科クリニック 〒252-0802 （補管）第4781号          平成14年 5月 1日
     藤歯450 藤沢市高倉８５８－４リブラ１Ｆ
     0466-43-2036  (0466-42-6895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080224,451.5 神保デンタルクリニッ〒251-0015 （歯訪診）第191号         平成28年 4月 1日
     藤歯451 ク 藤沢市川名１－１０－２７ （補管）第4082号          平成11年10月15日
     0466-26-6481  (0466-26-6481) （１７５）第1848号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081224,454.9 いざき歯科クリニック〒251-0861 （外来環）第552号         平成26年 6月 1日
     藤歯454 藤沢市大庭５０６１－２イオン藤 （歯訪診）第192号         平成28年 4月 1日
     沢店３Ｆ （歯リハ２）第210号       平成26年 6月 1日
     0466-88-8148  (0466-88-8148) （歯ＣＡＤ）第1536号      平成27年 2月 1日
     （補管）第4160号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082224,456.4 坂本歯科 〒251-0055 （歯ＣＡＤ）第1009号      平成26年 9月 1日
     藤歯456 藤沢市南藤沢２０－１５第一興産 （補管）第4126号          平成12年 2月15日
     １８号館３Ｆ
     0466-55-4618  (0466-55-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083224,457.2 榎本歯科医院 〒251-0031 （歯訪診）第2649号        平成29年 3月 1日
     藤歯457 藤沢市鵠沼藤が谷２－９－２１ （補管）第4138号          平成12年 3月15日
     0466-23-9162  (0466-23-9162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2084224,459.8 リーフデンタルクリニ〒251-0054 （補管）第4220号          平成12年 5月 1日
     藤歯459 ック 藤沢市朝日町１５－８ （酸単）第42347号         平成29年 4月 1日
     0466-55-5855  (0466-55-5856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085224,460.6 柳田歯科医院 〒252-0815 （歯訪診）第3134号        平成29年 4月 1日
     藤歯460 藤沢市石川１－１－２０ （補管）第4186号          平成12年 5月 1日
     0466-89-6766  (0466-89-6766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086224,462.2 トミー歯科医院 〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第1714号      平成27年 4月 1日
     藤歯462 藤沢市藤沢４８４－２５第２吉田 （補管）第4249号          平成12年 7月 1日
     ビル５Ｆ （１７５）第1850号        平成14年 4月 1日
     0466-26-8418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087224,464.8 つのだ歯科クリニック〒252-0804 （外来環）第374号         平成22年 8月17日
     藤歯464 藤沢市湘南台７－３－１０ （医管）第1544号          平成22年 8月17日
     0466-41-0418  （か強診）第266号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第49号          平成22年 8月17日
     （歯訪診）第2085号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1010号      平成26年 9月 1日
     （補管）第6216号          平成22年 8月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088224,465.5 岩屋歯科医院 〒251-0043 （歯訪診）第2650号        平成29年 3月 1日
     藤歯465 藤沢市辻堂元町１－６－２１ （歯ＣＡＤ）第1803号      平成27年 5月 1日
     0466-34-6638  (0466-36-8949) （補管）第2635号          平成12年 6月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089224,467.1 辻堂手塚歯科クリニッ〒251-0042 （歯訪診）第3029号        平成29年 4月 1日
     藤歯467 ク 藤沢市辻堂新町１－１－１５山上 （歯ＣＡＤ）第38号        平成26年 4月 1日
     ビル３Ｆ （補管）第4286号          平成12年11月 1日
     0466-36-3338  (0466-36-3809) （酸単）第40342号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090224,469.7 みやもり歯科医院 〒252-0802 （補管）第3957号          平成12年11月 1日
     藤歯469 藤沢市高倉２３０６
     0466-42-5888  (0466-42-5881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091224,475.4 望月デンタルクリニッ〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第21号        平成26年 4月 1日
     藤歯475 ク 藤沢市藤沢１０６１－３ （ＧＴＲ）第141号         平成20年 4月 1日
     0466-24-4185  (0466-24-4185) （補管）第4540号          平成13年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092224,476.2 ケイズデンタルオフィ〒251-0025 （ＧＴＲ）第177号         平成20年 4月 1日
     藤歯476 ス 藤沢市鵠沼石上１－２－２ＡＳＣ （補管）第4748号          平成14年 5月 1日
     Ａビル３０１
     0466-29-8345  (0466-29-8345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093224,477.0 野沢歯科医院 〒251-0047 （補管）第2634号          平成15年10月27日
     藤歯477 藤沢市辻堂新町１－８－２６
     0466-34-0950  (0466-34-0950)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2094224,478.8 ひまわり歯科クリニッ〒251-0047 （歯ＣＡＤ）第418号       平成26年 5月 1日
     藤歯478 ク 藤沢市辻堂６－１３－３ （補管）第4563号          平成13年12月 1日
     0466-36-8484  (0466-36-8484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2095224,479.6 元町歯科 〒251-0043 （歯援診）第58号          平成29年 4月 1日
     藤歯479 藤沢市辻堂元町５－４－１１ （歯ＣＡＤ）第901号       平成26年 8月 1日
     0466-33-7876  (0466-33-7876) （補管）第2667号          平成13年12月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096224,480.4 茂木信道歯科医院 〒251-0033 （歯訪診）第2545号        平成29年 3月 1日
     藤歯480 藤沢市片瀬山３－７－３ （歯ＣＡＤ）第2454号      平成28年 4月 1日
     0466-28-1374  (0466-28-1374) （補管）第4406号          平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097224,481.2 さとうデンタルクリニ〒251-0861 （歯ＣＡＤ）第2311号      平成28年 2月 1日
     藤歯481 ック 藤沢市大庭５２５４－６湘南スカ （補管）第4589号          平成14年 2月15日
     イビラ１Ｆ
     0466-88-8048  (0466-88-8048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098224,485.3 コタケ歯科医院 〒251-0032 （外来環）第104号         平成20年 4月 1日
     藤歯485 藤沢市片瀬３－１７－２２ （歯訪診）第193号         平成28年 4月 1日
     0466-29-8029  （歯ＣＡＤ）第1214号      平成26年11月 1日
     （補管）第4765号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099224,486.1 佐藤歯科 〒251-0012 （歯ＣＡＤ）第126397号    平成29年 4月 1日
     藤歯486 藤沢市村岡東１－１７－１２ （補管）第2701号          平成14年 4月 1日
     0466-22-2852  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100224,487.9 三丁目歯科医院 〒252-0804 （外来環）第930号         平成28年 8月 1日
     藤歯487 藤沢市湘南台３－２１－２ （か強診）第265号         平成28年 8月 1日
     0466-45-0051  (0466-45-0051) （歯訪診）第3135号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第832号       平成26年 5月 1日
     （補管）第4801号          平成14年 5月15日
     （酸単）第40504号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101224,488.7 青木歯科医院 〒252-0816 （咀嚼機能）第10号        平成28年 6月 1日
     藤歯488 藤沢市遠藤５９４５－１０ （歯リハ２）第371号       平成28年 6月 1日
     0466-49-6180  (0466-49-6190) （補管）第4839号          平成14年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102224,495.2 わかすぎ歯科 〒252-0804 （歯訪診）第2805号        平成29年 4月 1日
     藤歯495 藤沢市湘南台１－１０－６ （歯ＣＡＤ）第126208号    平成28年10月 1日
     0466-45-8249  (0466-45-8249) （補管）第4850号          平成14年 7月 1日
     （１７５）第2896号        平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103224,496.0 せき歯科医院 〒252-0807 （外来環）第895号         平成28年 8月 1日
     藤歯496 藤沢市下土棚１７４４ （歯訪診）第3030号        平成29年 4月 1日
     0466-44-8888  (0466-44-8839) （歯ＣＡＤ）第592号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6041号          平成21年12月 7日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2104224,497.8 鵠沼海岸駅前歯科医院〒251-0037 （補管）第4892号          平成14年10月 1日
     藤歯497 藤沢市鵠沼海岸２－３－１４－２
     Ｆ
     0466-36-2600  (0466-36-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105224,500.9 医療法人社団　善光会〒252-0815 （歯訪診）第3031号        平成29年 4月 1日
     藤歯500 　湘南石川歯科クリニ藤沢市石川６－２－１イトーヨー （補管）第4912号          平成14年11月15日
     ック カ堂湘南台店２Ｆ
     0466-86-6480  (0466-86-6380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106224,505.8 医療法人　博良会　湘〒251-0042 （歯訪診）第2405号        平成29年 2月 1日
     藤歯505 南ファミリー歯科 藤沢市辻堂新町４－１－１湘南モ （歯ＣＡＤ）第1950号      平成27年 7月 1日
     ールＦＩＬＬ１階 （補管）第4961号          平成15年 4月 1日
     0466-31-6395  (0466-31-6396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107224,506.6 カリス歯科クリニック〒251-0003 （歯ＣＡＤ）第902号       平成26年 8月 1日
     藤歯506 藤沢市柄沢４１４－４ （補管）第4985号          平成15年 5月 1日
     0466-24-0959  (0466-24-0959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108224,507.4 本鵠沼歯科医院 〒251-0027 （歯訪診）第3389号        平成29年 8月 1日
     藤歯507 藤沢市鵠沼桜が岡４－１２－１１ （補管）第5009号          平成15年 6月 1日
     0466-26-0418  (0466-26-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109224,508.2 さの歯科 〒252-0804 （歯訪診）第3032号        平成29年 4月 1日
     藤歯508 藤沢市湘南台２－２－１１－２０ （歯ＣＡＤ）第1537号      平成27年 2月 1日
     １ （補管）第5006号          平成15年 6月 1日
     0466-44-4182  (0466-44-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110224,509.0 まなぶ歯科クリニック〒252-0804 （補管）第5004号          平成15年 6月 1日
     藤歯509 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台
     クリニックビル２０１
     0466-41-0501  (0466-41-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111224,510.8 辻堂デンタルクリニッ〒251-0042 （歯訪診）第2406号        平成29年 2月 1日
     藤歯510 ク 藤沢市辻堂新町１－１７－２４豊 （歯ＣＡＤ）第2312号      平成28年 2月 1日
     信ビル１Ｆ （補管）第5027号          平成15年 8月 1日
     0466-33-8477  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112224,515.7 ふかがわ歯科クリニッ〒252-0813 （歯ＣＡＤ）第419号       平成26年 5月 1日
     藤歯515 ク 藤沢市亀井野２－３９－８堀ビル （補管）第5038号          平成15年 9月 1日
     １０２・２０１
     0466-84-5333  (0466-84-5333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113224,516.5 わだ歯科クリニック 〒252-0804 （歯訪診）第2407号        平成29年 2月 1日
     藤歯516 藤沢市湘南台４－５－１プレジャ （歯ＣＡＤ）第1011号      平成26年 9月 1日
     湘南台２Ｆ （補管）第5054号          平成15年10月15日
     0466-45-0648  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2114224,519.9 伊藤歯科医院 〒251-0055 （歯援診）第24号          平成28年 5月 1日
     藤歯519 藤沢市南藤沢３－５－３０１ （補管）第5094号          平成16年 1月 1日
     0466-22-8779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115224,521.5 ミント歯科 〒251-0055 （歯訪診）第2806号        平成29年 4月 1日
     藤歯521 藤沢市南藤沢２０－２３アシビシ （歯ＣＡＤ）第1012号      平成26年 9月 1日
     ティービル６Ｆ （補管）第6559号          平成24年 3月16日
     0466-23-1277  (0466-23-1277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116224,522.3 はま歯科クリニック 〒252-0804 （歯訪診）第2925号        平成29年 4月 1日
     藤歯522 藤沢市湘南台２－１－１－２０４ （歯ＣＡＤ）第55号        平成26年 4月 1日
     ５３田中ビル （補管）第5141号          平成16年 4月15日
     0466-45-8841  (0466-45-8841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117224,527.2 医療法人社団角理会　〒251-0025 （外来環）第924号         平成28年 8月 1日
     藤歯527 鵠沼アルカディア歯科藤沢市鵠沼石上１－１－１５藤沢 （歯訪診）第2178号        平成28年10月 1日
     リラ１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1338号      平成26年12月 1日
     0466-29-5755  (0466-25-2866) （歯技工）第48号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第314号         平成22年 4月 1日
     （補管）第5181号          平成16年 7月 1日
     （矯診）第126号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第40343号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118224,528.0 髙橋歯科医院 〒251-0055 （外来環）第668号         平成27年 8月 1日
     藤歯528 藤沢市南藤沢８－３　プレジデン （歯訪診）第2926号        平成29年 4月 1日
     ト藤沢１１２ （歯リハ２）第325号       平成27年 8月 1日
     0466-26-1398  (0466-26-1398) （歯ＣＡＤ）第125号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2750号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119224,529.8 みやた歯科クリニック〒251-0053 （歯ＣＡＤ）第126268号    平成28年12月 1日
     藤歯529 藤沢市本町４－８－３８サンハイ （補管）第5193号          平成16年 8月 1日
     ツ湘南１Ｆ
     0466-55-1809  (0466-55-1682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120224,530.6 木村歯科医院 〒251-0042 （歯ＣＡＤ）第126656号    平成29年11月 1日
     藤歯530 藤沢市辻堂新町２－５－１５ （補管）第2688号          平成16年 8月 1日
     0466-34-6663  (0466-34-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121224,532.2 かいどう歯科 〒251-0032 （歯ＣＡＤ）第1804号      平成27年 5月 1日
     藤歯532 藤沢市片瀬３７５－２ （補管）第5209号          平成16年 9月15日
     0466-28-1122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122224,536.3 湘南歯科たかはし 〒251-0002 （手顕微加）第257号       平成30年 2月 1日
     藤歯536 藤沢市大鋸１－２－１８藤沢ホス （歯ＣＡＤ）第699号       平成26年 4月 1日
     ピタリティーパーク４Ｆ （根切顕微）第229号       平成30年 2月 1日
     0466-27-2317  (0466-27-2317) （補管）第5228号          平成16年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2123224,537.1 みぎた歯科医院 〒252-0804 （補管）第5239号          平成16年12月 1日
     藤歯537 藤沢市湘南台１－２３－１９　６
     ８田中ビル１階Ｂ
     0466-43-6476  (0466-43-6476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124224,540.5 小野歯科医院 〒251-0871 （歯訪診）第2807号        平成29年 4月 1日
     藤歯540 藤沢市善行１－２５－１２ （歯ＣＡＤ）第126757号    平成30年 1月 1日
     0466-81-0116  (0466-81-0116) （補管）第2648号          平成17年 3月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125224,541.3 正木歯科クリニック 〒251-0871 （医管）第2008号          平成28年12月 1日
     藤歯541 藤沢市善行１－５－１０田野井ビ （歯訪診）第2546号        平成29年 3月 1日
     ル１Ｆ （補管）第5287号          平成17年 4月 1日
     0466-82-2070  (0466-82-2070) （酸単）第40188号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126224,545.4 医療法人社団藤栄会　〒252-0804 （歯援診）第348号         平成29年 4月 1日
     藤歯545 湘南台中央デンタルク藤沢市湘南台１－６－７小宮ビル （歯ＣＡＤ）第126811号    平成30年 2月 1日
     リニック １階Ａ室 （補管）第5034号          平成17年 4月 1日
     0466-42-1182  (0466-42-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127224,546.2 おがた歯科医院 〒251-0015 （歯ＣＡＤ）第1876号      平成27年 6月 1日
     藤歯546 藤沢市川名１－７－２５湘南Ｖｉ （補管）第5337号          平成17年 7月 1日
     ｅｗ１Ｆ
     0466-27-7399  (0466-27-3977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128224,548.8 アートデンタルクリニ〒251-0025 （歯ＣＡＤ）第903号       平成26年 8月 1日
     藤歯548 ック 藤沢市鵠沼石上１－８－１４藤沢 （補管）第6042号          平成21年12月 9日
     ワンオービル１Ｆ
     0466-25-8900  (0466-25-8905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129224,549.6 藤沢まごころ歯科 〒252-0804 （医管）第1619号          平成27年 1月 1日
     藤歯549 藤沢市湘南台５－６－２４ （歯援診）第399号         平成28年 5月 1日
     0466-44-6480  (0466-44-1550) （在歯管）第83号          平成27年 1月 1日
     （歯地連）第463号         平成27年 1月 1日
     （歯リハ２）第301号       平成27年 1月 1日
     （補管）第7145号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130224,550.4 ぜん歯科クリニック 〒251-0871 （歯訪診）第2408号        平成29年 2月 1日
     藤歯550 藤沢市善行７－３３９５ （補管）第5268号          平成17年10月 1日
     0466-80-6482  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131224,551.2 医療法人社団　厚生会〒251-0052 （歯訪診）第2294号        平成29年 1月 1日
     藤歯551 　ルミネ藤沢歯科 藤沢市藤沢４３８－１藤沢ルミネ （歯ＣＡＤ）第498号       平成26年 5月 1日
     プラザ７Ｆ （補管）第4884号          平成17年11月 1日
     0466-50-4182  (0466-50-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2132224,552.0 医療法人社団　海琉会〒252-0813 （歯ＣＡＤ）第1094号      平成26年 9月 1日
     藤歯552 　のぼり歯科医院 藤沢市亀井野２－１－１１　２Ｆ （補管）第2744号          平成17年11月 1日
     0466-81-8210  (0466-81-8210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133224,555.3 善行団地ファミリー歯〒251-0877 （歯援診）第122号         平成29年 3月 1日
     藤歯555 科 藤沢市善行団地３－１６－２号 （歯地連）第418号         平成20年 1月 1日
     0466-82-1100  (0466-82-1100) （歯ＣＡＤ）第762号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第142号         平成20年 4月 1日
     （補管）第5471号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134224,557.9 みんなの歯科クリニッ〒251-0042 （歯ＣＡＤ）第126500号    平成29年 6月 1日
     藤歯557 ク 藤沢市辻堂新町１－６－３５大正 （補管）第6976号          平成26年 4月 1日
     堂辻堂店１Ｆ
     0466-35-3521  (0466-35-3521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135224,559.5 くげぬま歯科室 〒251-0031 （歯ＣＡＤ）第1538号      平成27年 2月 1日
     藤歯559 藤沢市鵠沼藤が谷２－７－２１ （補管）第5542号          平成18年12月15日
     0466-27-8998  (0466-27-8998) （酸単）第40189号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136224,560.3 さとう歯科 〒252-0816 （歯訪診）第201号         平成28年 4月 1日
     藤歯560 藤沢市遠藤７０１－７ （歯ＣＡＤ）第126714号    平成30年 1月 1日
     0466-87-7377  (0466-87-7377) （補管）第2796号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137224,562.9 ひらの歯科医院 〒252-0823 （外来環）第409号         平成24年 4月 1日
     藤歯562 藤沢市菖蒲沢６１１－１ （医管）第1472号          平成19年 5月 1日
     0466-49-1382  (0466-49-1381) （か強診）第331号         平成28年11月 1日
     （歯訪診）第2130号        平成28年 9月 1日
     （手顕微加）第44号        平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第141号       平成28年11月 1日
     （補管）第3809号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138224,565.2 かのお歯科医院 〒251-0024 （歯ＣＡＤ）第2556号      平成28年 5月 1日
     藤歯565 藤沢市鵠沼橘１－１７－１飯田屋 （補管）第5665号          平成19年10月 1日
     ビル３階
     0466-26-6480  (0466-26-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139224,566.0 医療法人社団　江ノ島〒251-0035 （補管）第5659号          平成19年 9月15日
     藤歯566 歯科クリニック 藤沢市片瀬海岸２－８－２１
     0466-23-8868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140224,575.1 つぼみ歯科 〒251-0861 （歯訪診）第3033号        平成29年 4月 1日
     藤歯575 藤沢市大庭５５６０－１ （歯ＣＡＤ）第1877号      平成27年 6月 1日
     0466-89-0554  (0466-89-0562) （補管）第5730号          平成20年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141224,576.9 しらかば歯科クリニッ〒251-0002 （歯ＣＡＤ）第1805号      平成27年 5月 1日
     藤歯576 ク 藤沢市大鋸１００１－１６ （補管）第5743号          平成20年 4月 1日
     0466-24-2408  (0466-27-7408)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2142224,577.7 ともき歯科クリニック〒251-0052 （歯訪診）第2808号        平成29年 4月 1日
     藤歯577 藤沢市藤沢９７－２　Ｗｉｓｔｅ （補管）第5747号          平成20年 4月15日
     ｒｉａ湘南１Ｆ
     0466-23-8148  (0466-23-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143224,578.5 デンタルケア藤沢歯科〒251-0052 （歯訪診）第3204号        平成29年 4月 1日
     藤歯578 藤沢市藤沢５１８スミノ藤沢２Ｆ （歯ＣＡＤ）第40号        平成26年 4月 1日
     0466-47-2233  (0466-47-2232) （補管）第5775号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144224,579.3 西口デンタルクリニッ〒251-0052 （補管）第5706号          平成20年 8月 1日
     藤歯579 ク 藤沢市藤沢５４１－４５
     0466-27-2284  (0466-27-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2145224,580.1 ひろちかデンタルクリ〒251-0031 （外来環）第931号         平成28年 8月 1日
     藤歯580 ニック 藤沢市鵠沼藤が谷２－１２－８ （医管）第2201号          平成30年 1月 1日
     0466-54-0808  (0466-54-0807) （か強診）第619号         平成30年 1月 1日
     （歯援診）第376号         平成29年 1月 1日
     （補管）第5788号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146224,581.9 西山歯科医院 〒251-0027 （補管）第2727号          平成20年 9月25日
     藤歯581 藤沢市鵠沼桜が岡４－１２－３
     0466-25-1185  (0466-50-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147224,585.0 ティー　アンド　エス〒251-0042 （歯訪診）第2409号        平成29年 2月 1日
     藤歯585 　デンタルクリニック藤沢市辻堂新町１－１－１７プレ （歯ＣＡＤ）第328号       平成26年 4月 1日
     ール湘南辻堂ステーションタワー （補管）第5838号          平成21年 1月 1日
     ２Ｆ
     0466-37-4175  (0466-47-3693)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148224,589.2 ＴＡＣデンタルクリニ〒251-0056 （歯ＣＡＤ）第126657号    平成29年11月 1日
     藤歯589 ック 藤沢市羽鳥３－１－３８ハックド （ＧＴＲ）第392号         平成26年 4月 1日
     ラッグ羽鳥店２Ｆ （補管）第5950号          平成21年 6月 1日
     0466-36-4955  (0466-36-4956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149224,591.8 西山歯科医院 〒252-0804 （歯ＣＡＤ）第763号       平成26年 7月 1日
     藤歯591 藤沢市湘南台１－１４－３ （歯技工）第47号          平成22年 4月 1日
     0466-45-8282  (0466-45-8282) （補管）第5962号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150224,596.7 スマイル歯科医院 〒251-0052 （補管）第6006号          平成21年11月 1日
     藤歯596 藤沢市藤沢２－３－１３トレアー
     ジュ白旗医療モール２Ｆ
     0466-54-1182  (0466-54-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151224,598.3 つちや歯科医院 〒251-0052 （歯訪診）第3136号        平成29年 4月 1日
     藤歯598 藤沢市藤沢２－１－１８山本ビル （歯ＣＡＤ）第593号       平成26年 6月 1日
     ２Ｆ （補管）第6014号          平成21年11月 1日
     0466-47-8141  (0466-47-8141)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  256

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2152224,599.1 歯科室近藤 〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第1448号      平成27年 1月 1日
     藤歯599 藤沢市藤沢３－１－１７近藤ビル （補管）第6064号          平成22年 1月 1日
     ２Ｆ
     0466-52-1818  (0466-52-1819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153224,601.5 高橋歯科クリニック 〒251-0037 （歯ＣＡＤ）第594号       平成26年 6月 1日
     藤歯601 藤沢市鵠沼海岸３－６－８ （ＧＴＲ）第326号         平成22年 6月 1日
     0466-34-7733  (0466-35-0707) （補管）第6162号          平成22年 6月 1日
     （酸単）第40489号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154224,602.3 Ｋｅｎ歯科 〒251-0037 （外来環）第598号         平成26年12月 1日
     藤歯602 藤沢市鵠沼海岸２－５－５メル鵠 （医管）第1837号          平成28年 6月 1日
     沼１Ｆ （か強診）第231号         平成28年 8月 1日
     0466-37-4618  (0466-37-4618) （歯援診）第427号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第212号         平成28年 8月 1日
     （在推進）第108号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2602号      平成28年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第466号         平成28年 6月 1日
     （補管）第6171号          平成22年 6月 1日
     （酸単）第40190号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2155224,604.9 青木デンタルクリニッ〒251-0055 （歯ＣＡＤ）第2110号      平成27年 9月 1日
     藤歯604 ク 藤沢市南藤沢１１－１４ （補管）第6246号          平成22年11月 1日
     0466-27-3227  (0466-27-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156224,606.4 阿南歯科医院 〒252-0813 （外来環）第392号         平成23年 6月 1日
     藤歯606 藤沢市亀井野１－２－１　安藤ビ （医管）第1552号          平成23年 6月 1日
     ル１Ｆ （か強診）第129号         平成28年 5月 1日
     0466-83-5227  (0466-84-0170) （歯援診）第611号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第259号         平成29年 1月 1日
     （歯地連）第446号         平成23年 6月 1日
     （歯訪診）第202号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第351号       平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第103号       平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第171号       平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1806号      平成27年 5月 1日
     （手術歯根）第105号       平成29年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第450号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第73号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6390号          平成23年 6月 1日
     （酸単）第40191号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  257

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2157224,607.2 カバサワデンタルオフ〒251-0047 （外来環）第819号         平成28年 6月 1日
     藤歯607 ィス 藤沢市辻堂１－２－２　リストレ （か強診）第232号         平成28年 8月 1日
     ジデンス辻堂タワー１Ｆ　Ａ－２ （手顕微加）第247号       平成29年11月 1日
     　 （歯ＣＡＤ）第23号        平成26年 4月 1日
     0466-34-3555  (0466-34-1555) （ＧＴＲ）第393号         平成26年 4月 1日
     （補管）第6302号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158224,608.0 医療法人　玉井会　湘〒251-0041 （歯ＣＡＤ）第764号       平成26年 7月 1日
     藤歯608 南Ｃ―Ｘデンタルクリ藤沢市辻堂神台１－３－３９オザ （補管）第6371号          平成23年 6月 1日
     ニック ワビル４Ｆ　４０１
     0466-54-8241  (0466-54-8249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159224,609.8 高木歯科医院 〒251-0052 （外来環）第1263号        平成29年 6月 1日
     藤歯609 藤沢市藤沢９６８－１－１０１ （歯訪診）第3353号        平成29年 6月 1日
     0466-25-7123  (0466-25-7123) （歯ＣＡＤ）第1951号      平成27年 7月 1日
     （補管）第6359号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160224,610.6 のむら歯科医院 〒251-0871 （外来環）第389号         平成23年 5月 1日
     藤歯610 藤沢市善行１－４－５　ＫＵパレ （医管）第2009号          平成28年12月 1日
     ス善行１Ｆ （歯リハ２）第52号        平成26年 4月 1日
     0466-84-2333  (0466-84-2344) （う蝕無痛）第77号        平成23年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126334号    平成29年 2月 1日
     （手術歯根）第56号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第394号         平成26年 4月 1日
     （補管）第6360号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161224,611.4 ヨシダ歯科クリニック〒252-0815 （歯訪診）第3360号        平成29年 6月 1日
     藤歯611 藤沢市石川３－３０－８　コスモ （補管）第6372号          平成23年 6月 1日
     ヒルズ壱番館Ａ号
     0466-54-8214  (0466-88-8502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162224,612.2 すぎもと歯科クリニッ〒251-0052 （歯ＣＡＤ）第126235号    平成28年11月 1日
     藤歯612 ク 藤沢市藤沢１１５　ＦＴビル７Ｆ （補管）第6378号          平成23年 6月 1日
     0466-24-6290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163224,615.5 医療法人社団　日坂会〒251-0041 （外来環）第1294号        平成29年 7月 1日
     藤歯615 　テラスモール歯科ク藤沢市辻堂神台１－３－１Ｔｅｒ （歯訪診）第3473号        平成30年 3月 1日
     リニック ｒａｃｅ　Ｍａｌｌ　３Ｆ （補管）第6450号          平成23年12月 1日
     0466-90-4618  (0466-90-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164224,616.3 あい歯科医院 〒251-0016 （補管）第6460号          平成23年11月 1日
     藤歯616 藤沢市弥勒寺３－１２－１５ナガ
     イマート第１ビル　１Ｆ
     0466-23-0999  (0466-21-9544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  258

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2165224,617.1 佐藤歯科医院 〒251-0042 （歯訪診）第2295号        平成29年 1月 1日
     藤歯617 藤沢市辻堂新町１－４－１６ （歯ＣＡＤ）第126886号    平成30年 3月 1日
     0466-36-6460  (0466-36-6459) （補管）第6472号          平成23年10月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166224,618.9 関根歯科医院 〒251-0047 （外来環）第399号         平成23年10月28日
     藤歯618 藤沢市辻堂元町１－２－１２ （医管）第1778号          平成28年 4月 1日
     0466-36-6444  (0466-36-1192) （か強診）第597号         平成29年12月 1日
     （歯援診）第789号         平成29年12月 1日
     （在歯管）第148号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第450号         平成23年10月28日
     （手顕微加）第104号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2526号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第75号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6487号          平成23年10月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167224,619.7 医療法人社団　凛湘会〒252-0804 （矯診）第223号           平成27年 1月 1日
     藤歯619 　さいとう矯正歯科医藤沢市湘南台２－３－１アルテミ （顎診）第164号           平成27年 1月 1日
     院 ス湘南４Ｆ
     0466-44-2524  (0466-44-2547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168224,621.3 サム小児歯科クリニッ〒252-0804 （歯ＣＡＤ）第700号       平成26年 6月 1日
     藤歯621 ク 藤沢市湘南台５－４－４ソナーレ （補管）第6509号          平成24年 1月 1日
     湘南台１Ｆ
     0466-45-5716  (0466-45-5984)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169224,622.1 勝俣歯科クリニック 〒251-0037 （補管）第6501号          平成24年 1月 1日
     藤歯622 藤沢市鵠沼海岸６－８－１３
     0466-35-4184  (0466-33-5847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170224,625.4 医療法人社団　泰晴会〒252-0805 （歯訪診）第3034号        平成29年 4月 1日
     藤歯625 　らいおん歯科クリニ藤沢市円行２－２７－１ （歯ＣＡＤ）第158号       平成26年 4月 1日
     ック　湘南台 0466-44-1182  (0466-44-1141) （補管）第6549号          平成24年 3月 1日
     （酸単）第40192号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171224,626.2 医療法人社団　明敬会〒251-0042 （外来環）第522号         平成26年 4月 1日
     藤歯626 　湘南藤沢歯科 藤沢市辻堂新町４－３－５ミスタ （医管）第1602号          平成26年 4月 1日
     ーマックス湘南藤沢ショッピング （歯訪診）第2809号        平成29年 4月 1日
     センター２Ｆ （補管）第6544号          平成24年 3月 1日
     0466-37-3090  (0466-37-3091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172224,627.0 りゅう歯科医院 〒252-0813 （歯ＣＡＤ）第2397号      平成28年 4月 1日
     藤歯627 藤沢市亀井野３－２－７ （補管）第6646号          平成24年 9月 1日
     0466-83-4618  (0466-83-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173224,628.8 あらやしき歯科医院 〒251-0032 （歯ＣＡＤ）第1095号      平成26年10月 1日
     藤歯628 藤沢市片瀬５－５－３ （補管）第6639号          平成24年 9月 1日
     0466-51-3622  (0466-51-3622)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  259

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2174224,629.6 ヒロ歯科 〒252-0804 （歯訪診）第3401号        平成29年 9月 1日
     藤歯629 藤沢市湘南台１－２０－１ （歯ＣＡＤ）第1096号      平成26年10月 1日
     0466-43-6466  (0466-46-1887) （歯技工）第186号         平成24年 9月 1日
     （補管）第6667号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175224,632.0 ももこ歯科 〒252-0813 （歯ＣＡＤ）第1449号      平成26年12月 1日
     藤歯632 藤沢市亀井野１７７０－２モトハ （補管）第6772号          平成25年 5月 1日
     ウス２－Ｂ
     0466-52-5351  (0466-52-5351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176224,633.8 医療法人社団徳誠会　〒252-0804 （補管）第6824号          平成25年 8月 1日
     藤歯633 湘南台駅前歯科 藤沢市湘南台１－４－１小田急マ
     ルシェ湘南台Ⅰ－２Ｆ
     0466-86-7941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177224,634.6 医療法人社団湘洋　グ〒251-0002 （補管）第6861号          平成25年 9月 1日
     藤歯634 リーン歯科 藤沢市大鋸１０８５－１１ （酸単）第40495号         平成29年 4月 1日
     0466-23-8282  (0466-24-1800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178230,044.0 医療法人恵聖会　天野〒250-0011 （歯訪診）第3314号        平成29年 5月 1日
     小歯44 歯科医院 小田原市栄町１－３－１０ （歯ＣＡＤ）第1541号      平成27年 2月 1日
     0465-22-8111  (0465-22-8114) （補管）第1631号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1855号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179230,045.7 医療法人成美会　髙橋〒250-0011 （歯ＣＡＤ）第1097号      平成26年10月 1日
     小歯45 歯科医院 小田原市栄町２－１－１３ （補管）第1634号          平成 8年 4月 1日
     0465-22-2981  (0465-22-1822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180230,047.3 津川歯科医院 〒250-0001 （補管）第1551号          平成11年10月 1日
     小歯47 小田原市扇町３－１３－１０
     0465-34-6064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181230,054.9 渡辺歯科医院 〒250-0853 （歯ＣＡＤ）第2144号      平成27年10月 1日
     小歯54 小田原市堀ノ内２００－１３ （補管）第3372号          平成 8年 4月 1日
     0465-43-9481  (0465-43-9482) （１７５）第1856号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182230,070.5 鵜塚歯科医院 〒250-0005 （歯訪診）第3137号        平成29年 4月 1日
     小歯70 小田原市中町１－４－２６ （補管）第1553号          平成 8年 4月 1日
     0465-23-0709  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183230,081.2 吉田歯科医院 〒250-0865 （補管）第1568号          平成 8年 4月 1日
     小歯81 小田原市蓮正寺３７０－１７
     0465-36-2080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  260

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2184230,091.1 杉崎歯科医院 〒250-0011 （歯訪診）第204号         平成28年 4月 1日
     小歯91 小田原市栄町１－１４－５４込山 （補管）第1626号          平成 8年 4月 1日
     ビル４Ｆ
     0465-24-1388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185230,092.9 鈴木歯科医院 〒256-0812 （歯訪診）第205号         平成28年 4月 1日
     小歯92 小田原市国府津２－３－２１ （歯技工）第109号         平成22年 4月 1日
     0465-48-4648  （補管）第1591号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1860号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186230,093.7 和田歯科医院 〒250-0042 （歯訪診）第206号         平成28年 4月 1日
     小歯93 小田原市荻窪５８８ （補管）第1597号          平成 8年 4月 1日
     0465-34-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187230,101.8 池田歯科医院 〒250-0875 （歯訪診）第550号         平成28年 4月 1日
     小歯101 小田原市南鴨宮２－４０－１４－ （歯ＣＡＤ）第1216号      平成26年11月 1日
     １０６ （補管）第1594号          平成 8年 4月 1日
     0465-48-5600  （１７５）第1861号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188230,103.4 銀座通り歯科 〒250-0012 （歯訪診）第207号         平成28年 4月 1日
     小歯103 小田原市本町２－２－１６－２０ （補管）第1618号          平成 8年 4月 1日
     １
     0465-22-3717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189230,108.3 洲脇歯科医院 〒250-0001 （歯訪診）第3348号        平成29年 6月 1日
     小歯108 小田原市扇町２－２３－１ （歯ＣＡＤ）第1450号      平成27年 1月 1日
     0465-35-0303  (0465-35-0303) （補管）第1608号          平成13年10月 1日
     （１７５）第1863号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190230,115.8 伊東歯科医院 〒256-0812 （補管）第1635号          平成 8年 4月 1日
     小歯115 小田原市国府津１－６－１４
     0465-47-2446  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191230,116.6 さとう歯科医院 〒250-0874 （歯訪診）第208号         平成28年 4月 1日
     小歯116 小田原市鴨宮６４３鴨宮グランド （歯ＣＡＤ）第1098号      平成26年10月 1日
     コート１Ｆ （補管）第5894号          平成21年 4月 1日
     0465-48-8920  (0465-48-8941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192230,118.2 たかはし歯科医院 〒250-0853 （歯援診）第234号         平成28年 7月 1日
     小歯118 小田原市堀之内２４４ （歯ＣＡＤ）第765号       平成26年 7月 1日
     0465-36-0339  （補管）第1603号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  261

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2193230,123.2 片山歯科医院 〒250-0851 （外来環）第745号         平成28年 4月 1日
     小歯123 小田原市曽比１７４８ （医管）第1785号          平成28年 4月 1日
     0465-36-0033  （か強診）第257号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第424号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第198号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1716号      平成27年 4月 1日
     （補管）第1610号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40193号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194230,124.0 加藤歯科医院 〒250-0013 （歯訪診）第2927号        平成29年 4月 1日
     小歯124 小田原市南町３－１－４２ （補管）第1560号          平成 8年 4月 1日
     0465-22-4049  （１７５）第1865号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195230,133.1 国原歯科医院 〒250-0854 （歯訪診）第210号         平成28年 4月 1日
     小歯133 小田原市飯田岡１３７ （歯ＣＡＤ）第2145号      平成27年10月 1日
     0465-36-7124  （補管）第1562号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196230,137.2 村山歯科医院 〒250-0011 （補管）第1583号          平成 8年 4月 1日
     小歯137 小田原市栄町４－１１－６
     0465-24-1146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197230,138.0 石井歯科クリニック 〒256-0811 （歯訪診）第211号         平成28年 4月 1日
     小歯138 小田原市田島１１６２－１０ （歯ＣＡＤ）第1718号      平成27年 4月 1日
     0465-42-3883  （補管）第1575号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198230,140.6 板橋歯科医院 〒250-0034 （補管）第3485号          平成10年 3月18日
     小歯140 小田原市板橋１５８－１０ （１７５）第1868号        平成14年 4月 1日
     0465-22-0250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199230,141.4 サイトウ歯科医院 〒250-0011 （歯訪診）第3035号        平成29年 4月 1日
     小歯141 小田原市栄町４－２－３０ （補管）第1607号          平成 8年 4月 1日
     0465-22-7382  （１７５）第1869号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200230,142.2 中川矯正歯科 〒250-0215 （補管）第4827号          平成14年 6月 1日
     小歯142 小田原市千代６５４－１
     0465-42-4477  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201230,149.7 小田原市休日急患歯科〒256-0816
     小歯149 診療所 小田原市酒匂２－３２－１６
     0465-47-0825  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202230,150.5 新村歯科分院 〒256-0812 （歯地連）第345号         平成18年 4月 1日
     小歯150 小田原市国府津４－２－１ （歯訪診）第212号         平成28年 4月 1日
     0465-47-8210  （補管）第1619号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1870号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  262

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2203230,152.1 新井歯科医院 〒250-0875 （歯訪診）第213号         平成28年 4月 1日
     小歯152 小田原市南鴨宮３－４０－３２ （歯ＣＡＤ）第2603号      平成28年 6月 1日
     0465-47-4182  （補管）第1565号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204230,155.4 医療法人社団河正会　〒250-0874 （外来環）第476号         平成25年 4月 1日
     小歯155 こうの歯科診療所 小田原市鴨宮６０１－５ （歯特連）第38号          平成24年 5月 1日
     0465-48-5455  (0465-48-2644) （歯訪診）第214号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1808号      平成27年 5月 1日
     （補管）第1576号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第99号            平成22年 4月 1日
     （顎診）第128号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205230,157.0 医療法人社団　西山歯〒250-0011 （歯訪診）第215号         平成28年 4月 1日
     小歯157 科医院 小田原市栄町１－２－２５茂原ビ （補管）第1561号          平成 8年 4月 1日
     ル２Ｆ
     0465-23-1331  (0465-23-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206230,158.8 医療法人社団　椎野歯〒250-0862 （歯訪診）第216号         平成28年 4月 1日
     小歯158 科医院 小田原市成田２８８ （歯ＣＡＤ）第1451号      平成27年 1月 1日
     0465-37-3055  (0465-37-7100) （補管）第1616号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2810号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207230,159.6 医療法人社団　難波歯〒250-0852 （外来環）第140号         平成20年 6月 1日
     小歯159 科 小田原市栢山２３４０ （医管）第385号           平成18年 4月 1日
     0465-36-9639  (0465-36-9787) （か強診）第26号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第419号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第74号          平成26年 4月 1日
     （歯地連）第346号         平成18年 4月 1日
     （う蝕無痛）第108号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第766号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第53号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第143号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4470号          平成10年10月14日
     （酸単）第40194号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208230,165.3 松尾歯科医院 〒256-0816 （歯訪診）第217号         平成28年 4月 1日
     小歯165 小田原市酒匂２－１５－１２ （補管）第1567号          平成 8年 4月 1日
     0465-47-4228  （１７５）第1872号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209230,166.1 小林歯科医院 〒256-0805 （外来環）第932号         平成28年 7月 1日
     小歯166 小田原市上町２９ （医管）第2128号          平成29年 5月 1日
     0465-43-3780  （歯訪診）第218号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1579号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40195号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  263

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2210230,168.7 廣井歯科医院 〒250-0865 （外来環）第1359号        平成29年10月 1日
     小歯168 小田原市蓮正寺４８－２９ （医管）第453号           平成18年11月 1日
     0465-37-6010  (0645-37-6011) （歯ＣＡＤ）第1099号      平成26年10月 1日
     （補管）第1581号          平成18年11月 1日
     （１７５）第1873号        平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211230,169.5 ワタナベ歯科医院 〒256-0812 （医管）第301号           平成18年 4月 1日
     小歯169 小田原市国府津２７８０－１ （歯訪診）第3206号        平成29年 4月 1日
     0465-47-1811  （補管）第1613号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1874号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212230,170.3 いちかわ歯科医院 〒250-0875 （外来環）第516号         平成25年12月12日
     小歯170 小田原市南鴨宮２－２７－１１ （か強診）第260号         平成28年 7月 1日
     0465-47-0550  （歯援診）第326号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第595号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6925号          平成25年12月12日
     （酸単）第40196号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213230,171.1 さくら歯科医院 〒250-0851 （医管）第1838号          平成28年 6月 1日
     小歯171 小田原市曽比２１５９－１ＭＹＵ （歯援診）第209号         平成28年 7月 1日
     ２Ｆ （在推進）第24号          平成26年 4月 1日
     0465-36-8866  （補管）第1563号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40197号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214230,173.7 瀧本歯科医院 〒250-0875 （歯技工）第121号         平成22年 4月 1日
     小歯173 小田原市南鴨宮３－４４－４０湘 （補管）第1601号          平成 8年 4月 1日
     風ビル　５Ｆ
     0465-47-8551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215230,178.6 堀歯科医院 〒250-0011 （歯訪診）第2132号        平成28年 9月 1日
     小歯178 小田原市栄町２－１５－１０ （補管）第4180号          平成12年 4月 1日
     0465-24-4430  （１７５）第2811号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216230,179.4 川瀬歯科医院 〒256-0816 （外来環）第765号         平成28年 4月 1日
     小歯179 小田原市酒匂３－１２－１７シャ （歯訪診）第219号         平成28年 4月 1日
     ンロックマンション１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1542号      平成27年 2月 1日
     0465-49-3181  （補管）第1592号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217230,182.8 医療法人社団　中野歯〒250-0011 （補管）第4167号          平成12年 5月 1日
     小歯182 科医院 小田原市栄町２－７－３９重の井
     ビル３Ｆ
     0465-24-2307  (0465-24-2308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  264

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2218230,184.4 おおき歯科医院 〒250-0852 （外来環）第1102号        平成29年 3月 1日
     小歯184 小田原市栢山２６３６－１城北ビ （医管）第304号           平成18年 4月 1日
     ル２Ｆ （歯地連）第389号         平成18年 4月 1日
     0465-37-0015  （歯訪診）第220号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第56号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1582号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1876号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219230,186.9 医療法人社団　高木歯〒250-0011 （歯訪診）第221号         平成28年 4月 1日
     小歯186 科 小田原市栄町２－８－３７長谷川 （歯ＣＡＤ）第1452号      平成26年12月 1日
     建材ビル４Ｆ （歯技工）第26号          平成22年 4月 1日
     0465-23-4823  （補管）第1622号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220230,188.5 なつめ歯科医院 〒250-0011 （歯訪診）第222号         平成28年 4月 1日
     小歯188 小田原市栄町２－１０－１ （歯ＣＡＤ）第767号       平成26年 7月 1日
     0465-24-2486  （歯技工）第198号         平成26年 7月 1日
     （補管）第1572号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221230,189.3 森井歯科医院 〒250-0005 （外来環）第845号         平成28年 7月 1日
     小歯189 小田原市中町１－７－１０ （医管）第1879号          平成28年 7月 1日
     0465-22-5969  (0465-22-5969) （歯訪診）第223号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1217号      平成26年11月 1日
     （補管）第6679号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222230,191.9 あさだ歯科医院 〒250-0862 （補管）第1624号          平成 8年 4月 1日
     小歯191 小田原市成田４７６－１ （１７５）第2898号        平成14年 7月 1日
     0465-37-9488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223230,192.7 柏木歯科医院 〒250-0012 （外来環）第426号         平成24年 6月 1日
     小歯192 小田原市本町１－１－１２ （医管）第1566号          平成24年 6月 1日
     0465-24-2352  (0465-23-6623) （か強診）第233号         平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第224号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第596号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1602号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224230,193.5 新村歯科医院 〒250-0854 （補管）第1617号          平成 8年 4月 1日
     小歯193 小田原市飯田岡７６－１２
     0465-36-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225230,194.3 中山歯科医院 〒250-0215 （歯ＣＡＤ）第57号        平成26年 4月 1日
     小歯194 小田原市千代２０８－１２ （補管）第3486号          平成 8年 6月 1日
     0465-42-7866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226230,195.0 古藤歯科医院 〒256-0815 （外来環）第377号         平成22年11月 1日
     小歯195 小田原市小八幡７６８－４ （医管）第305号           平成18年 4月 1日
     0465-47-1221  （歯ＣＡＤ）第126519号    平成29年 7月 1日
     （補管）第1636号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  265

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2227230,196.8 医療法人社団　安西歯〒250-0002 （外来環）第896号         平成28年 8月 1日
     小歯196 科医院 小田原市寿町３－１０－１８ （か強診）第234号         平成28年 8月 1日
     0465-35-0221  （歯援診）第214号         平成28年 8月 1日
     （在推進）第113号         平成28年 8月 1日
     （補管）第1623号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228230,199.2 医療法人社団　健孝仁〒250-0042 （外来環）第267号         平成20年10月 1日
     小歯199 会　ドリーム歯科西山小田原市荻窪３０７　 （医管）第307号           平成18年 4月 1日
     0465-35-8211  （か強診）第160号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第332号         平成28年 7月 1日
     （歯地連）第459号         平成26年 4月 1日
     （歯リハ２）第309号       平成27年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第597号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1577号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40198号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229230,200.8 杉﨑歯科クリニック 〒250-0055 （医管）第1779号          平成28年 4月 1日
     小歯200 小田原市久野４５１ （歯援診）第90号          平成28年 4月 1日
     0465-34-7353  (0465-34-7353) （在歯管）第149号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第598号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1611号          平成13年 9月26日
     （酸単）第40199号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230230,201.6 慶歯科医院 〒250-0863 （外来環）第1415号        平成30年 2月 1日
     小歯201 小田原市飯泉９６３－３ （医管）第308号           平成18年 4月 1日
     0465-47-1688  （歯訪診）第2206号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1339号      平成26年12月 1日
     （補管）第1585号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231233,000.9 久崎歯科医院 〒250-0045 （外来環）第507号         平成25年11月 1日
     小歯3000 小田原市城山１－６－３７ （か強診）第27号          平成28年 4月 1日
     0465-34-7009  (0465-34-7772) （歯訪診）第225号         平成28年 4月 1日
     （咀嚼機能）第16号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2455号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6895号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232233,001.7 山王歯科医院 〒250-0003 （歯ＣＡＤ）第1100号      平成26年10月 1日
     小歯3001 小田原市東町３－１１－１１ （補管）第6911号          平成26年 1月 1日
     0465-35-8241  (0465-35-8214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233233,002.5 白山歯科クリニック 〒250-0001 （外来環）第513号         平成25年12月 1日
     小歯3002 小田原市扇町３－２７－２０ （医管）第2109号          平成29年 4月 1日
     0465-35-8110  (0465-35-8110) （歯訪診）第2086号        平成28年 8月 1日
     （補管）第6917号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  266

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2234233,003.3 ア歯科亀井診療所 〒250-0042 （歯ＣＡＤ）第905号       平成26年 8月 1日
     小歯3003 小田原市荻窪２６２－５ （補管）第6935号          平成26年 1月 1日
     0465-34-3366  (0465-35-9060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235233,004.1 医療法人社団詠光会　〒256-0813 （歯訪診）第2928号        平成29年 4月 1日
     小歯3004 フレスポ・オレンジ歯小田原市前川１２０フレスポ小田 （歯ＣＡＤ）第126269号    平成28年12月 1日
     科 原シティ－モール２Ｆ （補管）第6933号          平成26年 1月 1日
     0465-46-0633  (0465-46-0633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236233,005.8 小田原きづな歯科クリ〒250-0863 （歯訪診）第3138号        平成29年 4月 1日
     小歯3005 ニック 小田原市飯泉５４４－８ （歯ＣＡＤ）第1101号      平成26年10月 1日
     0465-49-4618  (0465-49-4618) （補管）第7044号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237233,007.4 すだ歯科クリニック 〒250-0002 （歯訪診）第2187号        平成28年10月 1日
     小歯3007 小田原市寿町５－１２－２９　１ （歯ＣＡＤ）第1500号      平成26年12月 1日
     Ｆ （補管）第7125号          平成26年12月 1日
     0465-20-6266  (0465-20-6267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238233,009.0 西湘歯科医院 〒250-0872 （歯訪診）第226号         平成28年 4月 1日
     小歯3009 小田原市中里４０４－３　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1924号      平成27年 5月 1日
     0465-41-4100  (0465-41-4101) （補管）第7216号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239233,010.8 ＬＩＮＯ歯科＆矯正歯〒250-0872 （外来環）第1040号        平成29年 1月 1日
     小歯3010 科 小田原市中里２０８ダイナシティ （補管）第7251号          平成27年 7月 1日
     ウエスト内４Ｆ
     0465-49-0241  (0465-49-0241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240233,011.6 ＤＯ歯科クリニック 〒250-0011 （歯訪診）第227号         平成28年 4月 1日
     小歯3011 小田原市栄町２－９－４３アーバ （歯ＣＡＤ）第126511号    平成29年 7月 1日
     ンコーポ１Ｆ （補管）第7259号          平成27年 9月 1日
     0465-44-4581  (0465-44-4582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241233,012.4 サンフラワー小田原歯〒250-0002 （歯援診）第627号         平成29年 2月 1日
     小歯3012 科 小田原市寿町５－１２－２０ （歯ＣＡＤ）第2170号      平成27年 8月28日
     0465-35-9440  (0465-35-9441) （補管）第7284号          平成27年 8月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242233,015.7 デンタルクリニック箱〒250-0034 （歯訪診）第1966号        平成28年 6月 1日
     小歯3015 根板橋 小田原市板橋７６３－３０ （歯ＣＡＤ）第2456号      平成28年 4月 1日
     0465-23-8887  (0465-20-9962) （補管）第7385号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243233,016.5 伊藤デンタルクリニッ〒250-0011 （外来環）第1226号        平成29年 5月 1日
     小歯3016 ク 小田原市栄町１－１０－１８ （歯訪診）第3413号        平成29年10月 1日
     0465-22-4050  (0465-43-8251) （歯ＣＡＤ）第2417号      平成28年 3月 1日
     （歯技工）第210号         平成28年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第493号         平成29年 6月 1日
     （補管）第7374号          平成28年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  267

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2244233,017.3 鴨宮歯科医院 〒250-0872 （外来環）第988号         平成28年 8月29日
     小歯3017 小田原市中里１３３ （医管）第1972号          平成28年 8月29日
     0465-47-8044  (0465-47-5575) （か強診）第304号         平成28年 8月29日
     （歯訪診）第2159号        平成28年 8月29日
     （歯ＣＡＤ）第126224号    平成28年 8月29日
     （補管）第7523号          平成28年 8月29日
     （酸単）第40200号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245233,018.1 大田尾歯科医院 〒250-0011 （外来環）第1288号        平成29年 7月 1日
     小歯3018 小田原市栄町２－１２－３　２Ｆ （歯訪診）第3331号        平成29年 4月 1日
     0465-22-3883  (0465-23-6515) （歯ＣＡＤ）第126477号    平成29年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第502号         平成29年 9月 1日
     （補管）第7645号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246233,019.9 サザンクロス歯科クリ〒250-0011 （歯ＣＡＤ）第126517号    平成29年 7月 1日
     小歯3019 ニック 小田原市栄町１－５－１７－４Ｆ （補管）第7656号          平成29年 6月 1日
     0465-23-1550  (0465-23-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247233,020.7 髙橋歯科医院 〒250-0011 （歯訪診）第3332号        平成29年 6月 1日
     小歯3020 小田原市栄町１－１５－５ （歯ＣＡＤ）第126739号    平成30年 1月 1日
     0465-22-4266  （補管）第7646号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248233,021.5 ナオキ歯科 〒250-0853 （歯訪診）第3462号        平成30年 1月 1日
     小歯3021 小田原市堀之内２０１－４ （歯ＣＡＤ）第126844号    平成30年 1月 1日
     0465-39-3332  (0465-39-3335) （補管）第7791号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249233,022.3 あおばデンタルクリニ〒250-0874 （歯援診）第803号         平成30年 1月 1日
     小歯3022 ック 小田原市鴨宮１５５－１１ （歯ＣＡＤ）第126845号    平成30年 1月 1日
     050-3558-8148 (050-3737-3318) （補管）第7783号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250233,023.1 医療法人社団ＴＫＧ会〒250-0874 （歯訪診）第3477号        平成30年 3月 1日
     小歯3023 　鴨宮北口歯科 小田原市鴨宮６６４－１　堀口店 （補管）第7809号          平成30年 3月 1日
     舗１Ｆ
     0465-43-9948  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251234,203.8 普川歯科医院 〒250-0012 （歯訪診）第3036号        平成29年 4月 1日
     小歯203 小田原市本町２－６－５ （補管）第1632号          平成 8年 4月 1日
     0465-23-4028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252234,204.6 小田原市歯科二次診療〒250-0875 （歯特連）第24号          平成22年 4月 1日
     小歯204 所 小田原市南鴨宮２－２７－１９ （歯訪診）第1885号        平成28年 5月 1日
     0465-48-6775  (0465-48-6776) （補管）第4803号          平成14年 6月 1日
     （酸単）第40201号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253234,207.9 椿矯正歯科クリニック〒250-0875 （歯訪診）第1967号        平成28年 6月 1日
     小歯207 小田原市南鴨宮３－２７－７ （歯ＣＡＤ）第1878号      平成27年 6月 1日
     0465-49-1180  (0465-49-1195) （補管）第4471号          平成18年 7月19日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  268

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2254234,208.7 安藤歯科医院 〒250-0212 （補管）第3688号          平成 9年 6月 1日
     小歯208 小田原市西大友１３０
     0465-36-8104  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255234,209.5 医療法人社団　聖広会〒250-0872 （歯ＣＡＤ）第1543号      平成27年 2月 1日
     小歯209 　福井歯科クリニック小田原市中里１９０－３ （補管）第1596号          平成13年 4月 1日
     0465-47-0606  (0465-47-0996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256234,210.3 青柳歯科医院 〒250-0011 （外来環）第1121号        平成29年 3月 1日
     小歯210 小田原市栄町２－８－２０ （医管）第309号           平成20年 2月13日
     0465-22-9823  (0465-22-3253) （か強診）第430号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第457号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第286号         平成29年 3月 1日
     （歯地連）第485号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第407号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第906号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3719号          平成20年 2月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257234,212.9 武田歯科医院 〒250-0055 （外来環）第263号         平成20年10月 1日
     小歯212 小田原市久野１０８０－６ （医管）第311号           平成18年 4月 1日
     0465-34-0088  (0465-35-7227) （歯訪診）第228号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2268号      平成28年 1月 1日
     （補管）第1629号          平成 9年11月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2258234,213.7 杉山歯科医院 〒250-0042 （外来環）第271号         平成20年11月 1日
     小歯213 小田原市荻窪４３３ （歯地連）第280号         平成18年 4月 1日
     0465-35-5820  (0465-35-5822) （歯訪診）第229号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1218号      平成26年11月 1日
     （補管）第1600号          平成10年11月 1日
     （１７５）第1879号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40202号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259234,214.5 村上矯正歯科クリニッ〒250-0011 （矯診）第100号           平成22年 4月 1日
     小歯214 ク 小田原市栄町２－１５－２１ （顎診）第81号            平成18年 4月 1日
     0465-23-0704  (0465-23-0705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260234,215.2 渋谷歯科医院 〒250-0012 （歯訪診）第230号         平成28年 4月 1日
     小歯215 小田原市本町１－１－８ （歯ＣＡＤ）第1544号      平成27年 2月 1日
     0465-22-0418  (0465-24-0873) （補管）第3941号          平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  269

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2261234,216.0 ノア　デンタル　クリ〒256-0815 （外来環）第345号         平成21年11月16日
     小歯216 ニック 小田原市小八幡７６６－１ （医管）第1516号          平成22年 4月 1日
     0465-49-0099  (0465-27-0008) （か強診）第161号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第499号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第4号           平成22年 4月 1日
     （う蝕無痛）第64号        平成21年11月16日
     （歯ＣＡＤ）第329号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第3号         平成22年 4月 1日
     （補管）第6043号          平成21年11月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262234,217.8 日比野歯科医院 〒250-0011 （外来環）第553号         平成26年 6月 1日
     小歯217 小田原市栄町２－１３－１１　西 （医管）第2186号          平成29年12月 1日
     部ビル３Ｆ （か強診）第312号         平成28年10月 1日
     0465-22-3515  (0465-22-1419) （歯援診）第357号         平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1102号      平成26年10月 1日
     （補管）第1571号          平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263234,218.6 桑原歯科医院 〒250-0004 （補管）第1588号          平成12年 1月 1日
     小歯218 小田原市浜町１－１－２９ （１７５）第1880号        平成14年 4月 1日
     0465-22-5565  (0465-22-0159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264234,222.8 まつした歯科医院 〒250-0862 （外来環）第897号         平成28年 8月 1日
     小歯222 小田原市成田１６８ （医管）第1929号          平成28年 8月 1日
     0465-37-8119  （補管）第4268号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265234,224.4 川野歯科 〒250-0045 （歯ＣＡＤ）第126785号    平成30年 2月 1日
     小歯224 小田原市城山１－６－２７ （補管）第4313号          平成13年 1月 1日
     0465-35-7812  (0465-35-7812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266234,225.1 愛歯科クリニック 〒250-0854 （歯ＣＡＤ）第1340号      平成26年12月 1日
     小歯225 小田原市飯田岡５５０－１ （補管）第4509号          平成13年 9月 1日
     0465-32-3547  (0465-32-3547) （１７５）第2899号        平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267234,226.9 医療法人　重原歯科医〒256-0803 （医管）第313号           平成18年 4月 1日
     小歯226 院 小田原市中村原５ （補管）第1640号          平成13年 7月 1日
     0465-43-0704  (0465-43-4175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268234,227.7 あいび歯科・矯正歯科〒250-0854 （補管）第4427号          平成18年12月26日
     小歯227 小田原市飯田岡３８２－６ （矯診）第210号           平成25年 6月 1日
     0465-37-1182  （顎診）第111号           平成18年12月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269234,230.1 ひまわり歯科医院 〒250-0853 （歯ＣＡＤ）第420号       平成26年 5月 1日
     小歯230 小田原市堀之内１９３－５ （補管）第4893号          平成14年10月 1日
     0465-39-4618  (0465-39-4618) （酸単）第40203号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  270

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2270234,231.9 ゆたか歯科医院 〒250-0874 （歯訪診）第3037号        平成29年 4月 1日
     小歯231 小田原市鴨宮１４－７早野店舗１ （補管）第4902号          平成14年11月 1日
     Ｆ
     0465-48-3718  (0465-48-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271234,233.5 西本歯科医院 〒250-0872 （外来環）第338号         平成21年12月 1日
     小歯233 小田原市中里２８５－１０ （医管）第386号           平成18年 4月 1日
     0465-48-8103  （か強診）第28号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第173号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第56号          平成24年 4月 1日
     （在推進）第66号          平成26年10月 1日
     （手顕微加）第45号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第907号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第305号         平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第25号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4945号          平成15年 3月15日
     （酸単）第40204号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272234,235.0 中村歯科医院 〒250-0206 （歯ＣＡＤ）第1625号      平成27年 3月 1日
     小歯235 小田原市曽我原１２７ （補管）第5051号          平成15年10月 1日
     0465-42-8188  (0465-42-8188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273234,239.2 橋本歯科医院 〒250-0011 （歯訪診）第2247号        平成28年12月 1日
     小歯239 小田原市栄町２－５－２２ （歯ＣＡＤ）第1719号      平成27年 4月 1日
     0465-23-3336  (0465-23-3336) （補管）第1599号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274234,245.9 青山デンタルクリニッ〒250-0875 （外来環）第270号         平成20年10月 1日
     小歯245 ク 小田原市南鴨宮２－３３－３ （歯リハ２）第212号       平成26年 6月 1日
     0465-47-0070  (0465-47-0074) （補管）第5567号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275234,246.7 松本歯科　小田原医院〒250-0001 （歯ＣＡＤ）第2146号      平成27年10月 1日
     小歯246 小田原市扇町３－２８－６　足柄 （補管）第5589号          平成19年 3月15日
     ハイツ１Ｆ
     0465-34-0700  (0465-34-1148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276234,248.3 さかわ歯科クリニック〒256-0816 （外来環）第948号         平成28年 9月 1日
     小歯248 小田原市酒匂５－５－１７ （か強診）第313号         平成28年10月 1日
     0465-49-1234  (0465-49-1234) （歯援診）第557号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126160号    平成28年 9月 1日
     （補管）第5594号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277234,249.1 デンタルクリニック　〒250-0034 （補管）第5695号          平成19年12月 1日
     小歯249 箱根板橋 小田原市板橋７６３－３０
     0465-23-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  271

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2278234,250.9 オリーブ歯科 〒250-0001 （歯訪診）第232号         平成28年 4月 1日
     小歯250 小田原市扇町３－２２－１ （歯ＣＡＤ）第1720号      平成27年 4月 1日
     0465-66-1855  （補管）第5680号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279234,251.7 吉井歯科医院 〒250-0011 （歯ＣＡＤ）第1952号      平成27年 7月 1日
     小歯251 小田原市栄町２－１５－１６ （補管）第5696号          平成19年12月 1日
     0465-24-8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280234,254.1 石井歯科医院 〒250-0011 （歯ＣＡＤ）第203号       平成26年 4月 1日
     小歯254 小田原市栄町１－５－１　サーパ （補管）第5748号          平成20年 4月15日
     スシティ小田原１０２
     0465-24-0260  (0465-24-0260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281234,255.8 アクアデンタルクリニ〒250-0872 （外来環）第1345号        平成29年 9月 1日
     小歯255 ック 小田原市中里４８－２ルーデンス （歯訪診）第2718号        平成29年 3月 1日
     １Ｆ （歯ＣＡＤ）第599号       平成26年 6月 1日
     0465-41-1100  (0465-41-1101) （ＧＴＲ）第274号         平成20年10月 1日
     （補管）第5795号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282234,258.2 いけだ歯科 〒250-0011 （補管）第5817号          平成20年12月 1日
     小歯258 小田原市栄町１－１４－１実正堂
     ビル２階
     0465-24-4477  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283234,259.0 早野歯科医院 〒250-0013 （外来環）第847号         平成28年 7月 1日
     小歯259 小田原市南町４－１－１ （医管）第1903号          平成28年 7月 1日
     0465-24-6201  (0465-24-6201) （か強診）第198号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第517号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1879号      平成27年 6月 1日
     （補管）第5865号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284234,261.6 和穂歯科医院 〒250-0012 （歯援診）第282号         平成29年 3月 1日
     小歯261 小田原市本町２－９－６　中田屋 （う蝕無痛）第74号        平成22年12月 1日
     ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第263号       平成26年 4月 1日
     0465-22-6480  (0465-22-6477) （手術歯根）第8号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第291号         平成21年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第316号         平成22年 4月 1日
     （補管）第5930号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285234,264.0 よしだデンタルクリニ〒256-0806 （外来環）第974号         平成28年10月 1日
     小歯264 ック 小田原市小船１７２－１２ （か強診）第575号         平成29年10月 1日
     0465-43-4182  (0465-43-4182) （歯援診）第238号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1104号      平成26年10月 1日
     （補管）第6065号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  272

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2286234,265.7 かつまた歯科クリニッ〒250-0004 （補管）第6107号          平成22年 4月 1日
     小歯265 ク 小田原市浜町１－３－２２
     0465-22-3831  (0465-22-3831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287234,266.5 タキ歯科クリニック 〒250-0005 （外来環）第658号         平成27年 7月 1日
     小歯266 小田原市中町３－１１－２６ （歯ＣＡＤ）第2660号      平成28年 7月 1日
     0465-43-8505  (0465-43-8505) （補管）第6131号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288234,268.1 そらまめ歯科医院 〒250-0001 （補管）第6172号          平成22年 6月 1日
     小歯268 小田原市扇町５－１４－２
     0465-32-4430  (0465-32-4430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289234,269.9 町田診療所歯科 〒250-0005 （外来環）第1202号        平成29年 4月 1日
     小歯269 小田原市中町２－９－２ （歯ＣＡＤ）第1219号      平成26年11月 1日
     0465-24-4526  (0465-22-9490) （補管）第1554号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2666号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290234,271.5 曽根歯科医院 〒250-0012 （外来環）第479号         平成25年 5月 1日
     小歯271 小田原市本町２－１３－２８ （歯援診）第235号         平成29年 3月 1日
     0465-22-3251  (0465-22-2537) （在歯管）第80号          平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1013号      平成26年 9月 1日
     （補管）第6418号          平成23年 7月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291234,273.1 難波歯科医院 〒250-0012 （外来環）第473号         平成25年 4月 1日
     小歯273 小田原市本町１－１－３　１Ｆ （医管）第1554号          平成23年11月 1日
     0465-22-2758  (0465-22-2729) （在歯管）第54号          平成23年11月 1日
     （歯地連）第448号         平成23年11月 1日
     （歯訪診）第1968号        平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第181号       平成28年11月 1日
     （う蝕無痛）第174号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1626号      平成27年 3月 1日
     （手術歯根）第108号       平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第97号        平成28年 6月 1日
     （補管）第6461号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292234,276.4 医療法人　泰輝会　北〒250-0051 （歯ＣＡＤ）第421号       平成26年 5月 1日
     小歯276 ノ窪歯科医院 小田原市北ノ窪３９５－１ （補管）第6622号          平成24年 6月 1日
     0465-35-6671  （酸単）第40205号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  273

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2293234,277.2 ほたるだ歯科医院 〒250-0865 （外来環）第481号         平成25年 4月 1日
     小歯277 小田原市蓮正寺４７０－１０９ （医管）第1839号          平成28年 6月 1日
     0465-37-2185  (0465-37-6125) （か強診）第29号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第295号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第248号         平成28年12月 1日
     （手顕微加）第46号        平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第126号       平成28年 9月 1日
     （補管）第6773号          平成25年 4月 1日
     （酸単）第40206号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294234,278.0 中西歯科 〒256-0811 （歯訪診）第234号         平成28年 4月 1日
     小歯278 小田原市田島１４－１ （歯ＣＡＤ）第126741号    平成30年 1月 1日
     0465-41-1216  (0465-41-1175) （補管）第6774号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295234,281.4 医療法人社団藤栄会　〒250-0004 （歯援診）第407号         平成29年 4月 1日
     小歯281 小田原歯科診療所 小田原市浜町１－１－４９後藤ビ （歯ＣＡＤ）第126335号    平成29年 2月 1日
     ル１Ｆ （補管）第6837号          平成25年 9月 1日
     0465-24-6225  (0465-24-6225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296240,032.3 高橋歯科医院 〒253-0082 （補管）第4660号          平成14年 4月 1日
     茅歯32 茅ヶ崎市香川６－５－６ （１７５）第1882号        平成14年 4月 1日
     0467-52-6676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297240,038.0 河北歯科医院 〒253-0062 （補管）第2479号          平成 8年 4月 1日
     茅歯38 茅ヶ崎市浜見平１０－３－１
     0467-83-1088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298240,059.6 宮歯科医院 〒253-0054 （外来環）第1206号        平成29年 4月 1日
     茅歯59 茅ヶ崎市東海岸南２－６－２８ （医管）第1961号          平成28年 9月 1日
     0467-83-3246  （在歯管）第222号         平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第3207号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第156号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1341号      平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第71号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2480号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299240,068.7 アトム歯科医院 〒253-0052 （歯訪診）第2547号        平成29年 3月 1日
     茅歯68 茅ヶ崎市幸町２２－２５八洲ビル （歯ＣＡＤ）第2398号      平成28年 4月 1日
     ２Ｆ （補管）第2516号          平成 8年 4月 1日
     0467-82-8241  （１７５）第1888号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300240,072.9 村田歯科医院 〒253-0036 （歯援診）第48号          平成29年 4月 1日
     茅歯72 茅ヶ崎市白浜町２－８ （補管）第2500号          平成 8年 4月 1日
     0467-87-2086  （１７５）第2668号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  274

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2301240,073.7 一瀬歯科医院 〒253-0053 （補管）第2496号          平成 8年 4月 1日
     茅歯73 茅ヶ崎市東海岸北３－５－２７
     0467-83-0323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302240,077.8 美原歯科医院 〒253-0035 （歯訪診）第2929号        平成29年 4月 1日
     茅歯77 茅ヶ崎市浜須賀２－１６ （歯ＣＡＤ）第422号       平成26年 5月 1日
     0467-82-6521  （補管）第2491号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303240,080.2 佐々木歯科医院 〒253-0053 （歯訪診）第235号         平成28年 4月 1日
     茅歯80 茅ヶ崎市東海岸北４－２－２１ （補管）第2523号          平成 8年 4月 1日
     0467-85-7767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304240,083.6 松田歯科医院 〒253-0045 （歯ＣＡＤ）第1454号      平成27年 1月 1日
     茅歯83 茅ヶ崎市十間坂１－３－５富田ビ （補管）第2545号          平成 8年 4月 1日
     ル２Ｆ （１７５）第1891号        平成14年 4月 1日
     0467-87-1808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305240,085.1 北村歯科医院 〒253-0061 （医管）第1681号          平成28年 4月 1日
     茅歯85 茅ヶ崎市南湖２－１３－４２ （在歯管）第102号         平成28年 4月 1日
     0467-86-0037  （歯訪診）第1841号        平成28年 4月 1日
     （歯技工）第29号          平成22年 4月 1日
     （歯技工）第91号          平成22年 4月 1日
     （補管）第2494号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306240,088.5 吉野歯科医院 〒253-0045 （補管）第2532号          平成 8年 4月 1日
     茅歯88 茅ヶ崎市十間坂１－５－５０ （１７５）第1892号        平成14年 4月 1日
     0467-86-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307240,089.3 宮坂歯科医院 〒253-0061 （歯訪診）第2087号        平成28年 8月 1日
     茅歯89 茅ヶ崎市南湖４－５－３ （歯ＣＡＤ）第910号       平成26年 8月 1日
     0467-87-3311  (0467-86-0243) （補管）第2507号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2669号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308240,091.9 佐藤歯科医院 〒253-0053 （歯訪診）第2810号        平成29年 4月 1日
     茅歯91 茅ヶ崎市東海岸北２－７－２３ （補管）第2542号          平成 8年 4月 1日
     0467-85-7575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309240,094.3 アリス歯科 〒253-0002 （歯訪診）第236号         平成28年 4月 1日
     茅歯94 茅ヶ崎市高田４－４－５稲岡ビル （補管）第2518号          平成 8年 4月 1日
     ２Ｆ
     0467-53-3210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310240,096.8 木村歯科診療所 〒253-0056 （外来環）第274号         平成20年11月 1日
     茅歯96 茅ヶ崎市共恵１－４－１３ （医管）第1503号          平成20年 9月 1日
     0467-87-2234  （補管）第2513号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1893号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  275

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2311240,100.8 高田歯科クリニック 〒253-0042 （補管）第2478号          平成 8年 4月 1日
     茅歯100 茅ヶ崎市本村３－１５－１６ （１７５）第1894号        平成14年 4月 1日
     0467-52-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312240,101.6 医療法人社団啓裕会　〒253-0021 （外来環）第925号         平成28年 7月 1日
     茅歯101 浜竹歯科クリニック 茅ヶ崎市浜竹２－２－９ （歯訪診）第2651号        平成29年 3月 1日
     0467-86-6304  (0467-86-3399) （歯ＣＡＤ）第770号       平成26年 7月 1日
     （補管）第3379号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40207号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313240,102.4 健光歯科 〒253-0018 （補管）第2490号          平成 8年 4月 1日
     茅歯102 茅ヶ崎市室田２－４－１２
     0467-53-3508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314240,103.2 外池歯科医院 〒253-0082 （歯訪診）第2296号        平成29年 1月 1日
     茅歯103 茅ヶ崎市香川１－４１－３ （補管）第2495号          平成 8年 4月 1日
     0467-53-1114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315240,104.0 山田歯科 〒253-0024 （補管）第2514号          平成 8年 4月 1日
     茅歯104 茅ヶ崎市平和町５－１６ （１７５）第1896号        平成14年 4月 1日
     0467-83-4944  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316240,105.7 アルタ歯科クリニック〒253-0002 （歯援診）第485号         平成28年 5月 1日
     茅歯105 茅ヶ崎市高田３－２２－３２ （補管）第2546号          平成 8年 4月 1日
     0467-52-6483  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317240,107.3 藤村歯科医院 〒253-0026 （外来環）第201号         平成20年 8月 1日
     茅歯107 茅ヶ崎市旭が丘４－２ （医管）第2061号          平成29年 3月 1日
     0467-83-5988  （か強診）第483号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第642号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第277号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1220号      平成26年11月 1日
     （ＧＴＲ）第144号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2482号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40208号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318240,108.1 塩田歯科医院 〒253-0026 （補管）第2492号          平成19年 7月31日
     茅歯108 茅ケ崎市旭が丘７－３３
     0467-86-8545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319240,112.3 南湖歯科クリニック 〒253-0061 （補管）第2505号          平成 8年 4月 1日
     茅歯112 茅ヶ崎市南湖４－４－５ルードシ （１７５）第1895号        平成14年 4月 1日
     スメゾン１０３ （酸単）第40209号         平成29年 4月 1日
     0467-82-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  276

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2320240,115.6 ハマミ歯科医院 〒253-0061 （歯訪診）第237号         平成28年 4月 1日
     茅歯115 茅ヶ崎市南湖５－１８－２０守家 （補管）第2519号          平成 8年 4月 1日
     ビル２Ｆ
     0467-87-8181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321240,117.2 平田歯科医院 〒253-0052 （医管）第1976号          平成28年10月 1日
     茅歯117 茅ヶ崎市幸町２０－１５ （在歯管）第235号         平成28年10月 1日
     0467-83-3902  （歯ＣＡＤ）第126209号    平成28年10月 1日
     （補管）第2512号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322240,118.0 浜田歯科クリニック 〒253-0082 （歯訪診）第1886号        平成28年 5月 1日
     茅歯118 茅ヶ崎市香川４－４１－１５ （歯ＣＡＤ）第423号       平成26年 5月 1日
     0467-57-6474  (0467-57-6474) （補管）第2486号          平成16年 9月21日
     （１７５）第2812号        平成16年 9月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323240,120.6 ひろし歯科 〒253-0072 （外来環）第1071号        平成29年 2月 1日
     茅歯120 茅ヶ崎市今宿２８５－１ （歯援診）第573号         平成28年10月 1日
     0467-82-0901  （歯ＣＡＤ）第1953号      平成27年 7月 1日
     （補管）第2537号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324240,124.8 荒井歯科医院 〒253-0071 （外来環）第1264号        平成29年 6月 1日
     茅歯124 茅ヶ崎市萩園２３３６－３ （医管）第1930号          平成28年 8月 1日
     0467-58-3633  （か強診）第524号         平成29年 6月 1日
     （歯援診）第439号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第213号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第771号       平成26年 7月 1日
     （補管）第2498号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1897号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325240,126.3 たいら歯科医院 〒253-0053 （歯ＣＡＤ）第2048号      平成27年 8月 1日
     茅歯126 茅ヶ崎市東海岸北４－５－６２ （補管）第2509号          平成 8年 4月 1日
     0467-87-1881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326240,128.9 ひょうきん山歯科医院〒253-0021 （歯ＣＡＤ）第126868号    平成30年 3月 1日
     茅歯128 茅ヶ崎市浜竹４－９－５ （歯技工）第218号         平成28年 4月 1日
     0467-58-0822  （補管）第2481号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2900号        平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327240,130.5 医療法人社団　マリン〒253-0052 （補管）第2526号          平成 8年 4月 1日
     茅歯130 歯科クリニック 茅ヶ崎市幸町２－１８
     0467-86-2334  (0467-86-4000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328240,131.3 三村歯科医院 〒253-0085 （補管）第2531号          平成 8年 4月 1日
     茅歯131 茅ヶ崎市矢畑１０－７
     0467-85-5858  (0467-85-5855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  277

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2329240,133.9 和田歯科医院 〒253-0002 （歯訪診）第238号         平成28年 4月 1日
     茅歯133 茅ヶ崎市高田５－１－１９ （補管）第2543号          平成 8年 4月 1日
     0467-51-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330240,134.7 内藤歯科医院 〒253-0042 （歯訪診）第239号         平成28年 4月 1日
     茅歯134 茅ヶ崎市本村２－１－３７ （補管）第2517号          平成 8年 4月 1日
     0467-54-4554  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331240,136.2 井形歯科医院 〒253-0085 （外来環）第168号         平成20年 7月 1日
     茅歯136 茅ヶ崎市矢畑２６２－６ニシノミ （医管）第489号           平成19年 1月 1日
     ヤビル１Ｆ （歯援診）第365号         平成29年 2月 1日
     0467-58-2228  （歯ＣＡＤ）第772号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第72号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2504号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40210号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332240,139.6 元町しもざと歯科医院〒253-0043 （歯訪診）第1849号        平成28年 4月 1日
     茅歯139 茅ヶ崎市元町１８－１柴田ビル３ （手顕微加）第106号       平成28年 4月 1日
     Ｆ （歯ＣＡＤ）第1222号      平成26年11月 1日
     0467-58-9595  （根切顕微）第76号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2520号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2671号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333240,140.4 にし歯科医院 〒253-0013 （歯援診）第683号         平成29年 4月 1日
     茅歯140 茅ヶ崎市赤松町５－４５ （歯ＣＡＤ）第1223号      平成26年11月 1日
     0467-53-1181  （補管）第2544号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334240,142.0 ちがさき歯科医院 〒253-0044 （歯ＣＡＤ）第1455号      平成27年 1月 1日
     茅歯142 茅ヶ崎市新栄町５－８ （補管）第3374号          平成 8年 4月 1日
     0467-85-1821  （１７５）第1900号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335240,143.8 笹田歯科医院 〒253-0052 （補管）第2484号          平成 8年 4月 1日
     茅歯143 茅ヶ崎市幸町６－１湘南医療ビル
     ３Ｆ
     0467-57-1020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336240,145.3 加藤歯科医院 〒253-0053 （外来環）第1192号        平成29年 4月 1日
     茅歯145 茅ヶ崎市東海岸北２－１－９ （医管）第1881号          平成28年 7月 1日
     0467-86-0525  (0467-86-8640) （か強診）第484号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第433号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第199号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1342号      平成26年12月 1日
     （補管）第2527号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  278

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2337240,146.1 米山歯科医院 〒253-0042 （歯援診）第349号         平成28年 4月 1日
     茅歯146 茅ケ崎市本村１－２－１４医療モ （歯地連）第461号         平成26年 5月 1日
     ール湘南５Ｆ （在推進）第46号          平成26年 5月 1日
     0467-54-5321  (0467-54-5328) （う蝕無痛）第45号        平成20年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第424号       平成26年 5月 1日
     （補管）第2508号          平成17年 7月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338240,147.9 鶴が台歯科 〒253-0084 （歯訪診）第3139号        平成29年 4月 1日
     茅歯147 茅ヶ崎市円蔵１３７６－１ （歯ＣＡＤ）第2313号      平成28年 2月 1日
     0467-54-8808  （補管）第2521号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339240,148.7 稲川歯科医院 〒253-0086 （歯援診）第91号          平成29年 4月 1日
     茅歯148 茅ケ崎市浜之郷６１３－１ （歯ＣＡＤ）第126398号    平成29年 4月 1日
     0467-88-3133  （補管）第2499号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340240,149.5 山田歯科クリニック 〒253-0045 （外来環）第412号         平成24年 4月 1日
     茅歯149 茅ヶ崎市十間坂２－１－４６ （医管）第1962号          平成28年 9月 1日
     0467-82-1180  （か強診）第105号         平成28年 4月 1日
     （歯援診）第458号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第223号         平成28年 9月 1日
     （手顕微加）第210号       平成29年 4月 1日
     （う蝕無痛）第138号       平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第73号        平成27年 8月 1日
     （歯技工）第247号         平成29年 1月 1日
     （根切顕微）第26号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2497号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341240,152.9 共恵歯科診療所 〒253-0056 （歯訪診）第241号         平成28年 4月 1日
     茅歯152 茅ケ崎市共恵１－７－２３ （う蝕無痛）第150号       平成28年 4月 1日
     0467-88-5221  （歯ＣＡＤ）第2458号      平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第84号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2511号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342240,153.7 あまの歯科 〒253-0053 （歯ＣＡＤ）第126736号    平成30年 1月 1日
     茅歯153 茅ヶ崎市東海岸北１－１－１０ （補管）第3381号          平成 8年 4月 1日
     0467-82-2960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343240,154.5 まつお歯科医院 〒253-0055 （外来環）第1441号        平成30年 3月 1日
     茅歯154 茅ケ崎市中海岸１－１－３６ （医管）第1682号          平成28年 4月 1日
     0467-58-8119  （歯援診）第459号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第103号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1105号      平成26年10月 1日
     （補管）第2476号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1901号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  279

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2344240,157.8 茅ケ崎中央歯科 〒253-0084 （歯訪診）第3246号        平成29年 4月 1日
     茅歯157 茅ケ崎市円蔵２５１２－６　コン （補管）第2487号          平成 8年 4月 1日
     フォ－ルタツミ２０２
     0467-86-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345243,000.7 医療法人よつ葉会　ゆ〒253-0071 （外来環）第1261号        平成29年 6月 1日
     茅歯3000 めの森歯科　ちがさき茅ヶ崎市萩園１２７０－１ （医管）第2152号          平成29年 7月 1日
     0467-38-6645  (0467-38-6648) （か強診）第587号         平成29年12月 1日
     （歯訪診）第1887号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1343号      平成26年12月 1日
     （補管）第6896号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346243,001.5 ざくろ歯科 〒253-0088 （外来環）第1148号        平成29年 3月 1日
     茅歯3001 茅ヶ崎市みずき３－１－１０，１ （医管）第1931号          平成28年 8月 1日
     －２５サンミズキビル３Ｆ （か強診）第445号         平成29年 3月 1日
     0467-54-3963  (0467-54-3963) （歯援診）第440号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第214号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2049号      平成27年 8月 1日
     （補管）第6939号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347243,002.3 茅ヶ崎スクエア歯科ク〒253-0043 （外来環）第1014号        平成28年12月 1日
     茅歯3002 リニック 茅ヶ崎市元町１６－５スクエア湘 （歯訪診）第2930号        平成29年 4月 1日
     南１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126267号    平成28年12月 1日
     0467-82-1459  (0467-38-6450) （補管）第7008号          平成26年 7月 1日
     （酸単）第40341号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348243,003.1 医療法人社団進歯会　〒253-0085 （外来環）第848号         平成28年 7月 1日
     茅歯3003 フレンズ歯科医院 茅ヶ崎市矢畑６２０－１フレスポ （医管）第2196号          平成30年 1月 1日
     茅ヶ崎１Ｆ　Ｃ棟－２ （歯訪診）第2033号        平成28年 7月 1日
     0467-82-4618  (0467-82-4618) （歯ＣＡＤ）第1657号      平成27年 2月 2日
     （補管）第7161号          平成27年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349243,004.9 海老原歯科 〒253-0062 （歯ＣＡＤ）第1721号      平成27年 4月 1日
     茅歯3004 茅ヶ崎市浜見平１１－１ＢＲＡＮ （補管）第7170号          平成27年 4月 1日
     ＣＨ茅ヶ崎２Ｆ
     0467-40-4826  (0467-40-4827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350243,005.6 クリア・デンタルクリ〒253-0043 （歯ＣＡＤ）第2018号      平成27年 5月22日
     茅歯3005 ニック 茅ヶ崎市元町１－１ラスカ茅ヶ崎 （補管）第7237号          平成27年 5月22日
     店６Ｆ
     0467-84-1122  (0467-84-1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351243,006.4 井出ファミリー歯科医〒253-0002 （歯訪診）第242号         平成28年 4月 1日
     茅歯3006 院 茅ヶ崎市高田５－５－２ （補管）第7285号          平成27年 8月31日
     0467-50-5918  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  280

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2352243,007.2 やまぐち歯科医院 〒253-0072 （外来環）第1041号        平成29年 1月 1日
     茅歯3007 茅ヶ崎市今宿８５５ （歯訪診）第2297号        平成29年 1月 1日
     0467-81-3023  (0467-40-5376) （歯ＣＡＤ）第2147号      平成27年10月 1日
     （補管）第7277号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353243,008.0 しらゆり歯科 〒253-0056 （歯訪診）第2548号        平成29年 3月 1日
     茅歯3008 茅ケ崎市共恵１－２－２１　アク （歯ＣＡＤ）第2314号      平成28年 2月 1日
     エリアリゾート２Ｂ （補管）第7330号          平成27年12月 1日
     0467-85-0488  (0467-85-0487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354243,009.8 タニモト歯科クリニッ〒253-0053 （外来環）第724号         平成27年12月 1日
     茅歯3009 ク 茅ケ崎市東海岸北４－７－２０　 （医管）第1631号          平成27年12月 1日
     １Ｆ （手顕微加）第165号       平成28年 9月 1日
     0467-81-4681  (0467-81-4682) （歯ＣＡＤ）第2287号      平成27年12月 1日
     （根切顕微）第214号       平成29年10月 1日
     （補管）第7331号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355243,010.6 あみの矯正歯科 〒253-0056 （矯診）第228号           平成27年11月20日
     茅歯3010 茅ヶ崎市共恵１－８－２０　ル・ （顎診）第168号           平成27年11月20日
     ベルソー３Ｆ
     0467-57-8711  (0467-57-8714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356243,011.4 三宅歯科医院 〒253-0041 （う蝕無痛）第161号       平成28年 5月16日
     茅歯3011 茅ヶ崎市茅ケ崎２－５－２７　大 （歯ＣＡＤ）第2681号      平成28年 5月16日
     芝ビル１Ｆ （ＧＴＲ）第477号         平成28年 9月 1日
     0467-57-7000  （補管）第7478号          平成28年 5月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357243,013.0 湘南めぐみ歯科 〒253-0032 （外来環）第1273号        平成29年 6月 1日
     茅歯3013 茅ヶ崎市常盤町６－３６　グリー （歯ＣＡＤ）第126387号    平成29年 3月 1日
     ンハイツアカシ１Ｆ （補管）第7595号          平成29年 3月 1日
     0467-50-0846  (0467-89-3648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358243,014.8 歯科エメラルド茅ケ崎〒253-0044 （外来環）第1243号        平成29年 5月 1日
     茅歯3014 茅ヶ崎市新栄町６－１４ （歯訪診）第3319号        平成29年 5月 1日
     0467-88-5722  (0467-88-5722) （歯ＣＡＤ）第126434号    平成29年 4月 1日
     （補管）第7615号          平成29年 4月 1日
     （酸単）第40428号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359243,016.3 おくつ歯科医院 〒253-0053 （外来環）第1245号        平成29年 6月 1日
     茅歯3016 茅ヶ崎市東海岸北１－６－２６ （医管）第2132号          平成29年 6月 1日
     0467-85-1753  (0467-85-1753) （歯訪診）第3333号        平成29年 6月 1日
     （う蝕無痛）第179号       平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126471号    平成29年 4月 1日
     （手術歯根）第113号       平成29年 6月 1日
     （補管）第7647号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  281

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2360243,017.1 きむら歯科医院 〒253-0086 （外来環）第1280号        平成29年 5月 1日
     茅歯3017 茅ケ崎市浜之郷８４１－５　 （医管）第2143号          平成29年 5月 1日
     0467-86-6315  (0467-86-6315) （在歯管）第337号         平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第3370号        平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126503号    平成29年 5月 1日
     （補管）第7669号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361243,018.9 飯田デンタルオフィス〒253-0021 （外来環）第1341号        平成29年 7月 1日
     茅歯3018 茅ヶ崎市浜竹４－７－６４ （医管）第2163号          平成29年 7月 1日
     0467-84-1030  (0467-84-1031) （か強診）第559号         平成29年 7月 1日
     （歯援診）第769号         平成29年 7月 1日
     （在歯管）第353号         平成29年 8月 1日
     （手顕微加）第234号       平成29年 7月 1日
     （う蝕無痛）第186号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126572号    平成29年 7月 1日
     （手術歯根）第119号       平成29年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第501号         平成29年 7月 1日
     （根切顕微）第204号       平成29年 7月 1日
     （補管）第7696号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362243,019.7 ３２１　Ｄｅｎｔａｌ〒253-0044 （歯ＣＡＤ）第126577号    平成29年 9月 1日
     茅歯3019 　Ｏｆｆｉｃｅ 茅ヶ崎市新栄町１３－４８　ワラ （補管）第7691号          平成29年 8月 1日
     シナビル２Ｆ
     0467-57-8839  (0467-84-8804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363243,020.5 なぎさデンタル 〒253-0012 （歯援診）第798号         平成30年 2月 1日
     茅歯3020 茅ヶ崎市小和田３－５－１６　佐 （歯訪診）第3408号        平成29年 8月 1日
     藤ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126587号    平成29年 8月 1日
     0467-40-4180  (0467-40-4185) （補管）第7704号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364243,021.3 有馬歯科クリニック 〒253-0011 （歯ＣＡＤ）第126906号    平成30年 1月28日
     茅歯3021 茅ヶ崎市菱沼２－１７－６ （補管）第7804号          平成30年 1月28日
     0467-53-4192  (0467-53-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365244,159.0 こごう歯科医院 〒253-0063 （補管）第3488号          平成 8年 6月 1日
     茅歯159 茅ヶ崎市柳島海岸１１１７－１ソ
     レイユ湘南ビル１階
     0467-58-8008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366244,160.8 エメロード歯科クリニ〒253-0044 （外来環）第749号         平成28年 4月 1日
     茅歯160 ック 茅ケ崎市新栄町８－８小島ビル２ （医管）第1840号          平成28年 6月 1日
     Ｆ （歯訪診）第243号         平成28年 4月 1日
     0467-58-9924  (0467-58-9921) （う蝕無痛）第151号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2399号      平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第85号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3575号          平成16年 2月10日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  282

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2367244,161.6 藤森歯科医院 〒253-0054 （補管）第3637号          平成10年11月20日
     茅歯161 茅ヶ崎市東海岸南６－３－１６ （１７５）第1904号        平成14年 4月 1日
     0467-88-6480  (0467-58-7662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368244,162.4 福田歯科 〒253-0065 （補管）第6799号          平成25年 5月 2日
     茅歯162 茅ヶ崎市松尾３－１１－２
     0467-88-4140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369244,163.2 茅ケ崎市休日急患歯科〒253-0042
     茅歯163 診療所 茅ケ崎市本村５－９－５
     0467-54-0991  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370244,165.7 谷口歯科医院 〒253-0025 （歯訪診）第2298号        平成29年 1月 1日
     茅歯165 茅ケ崎市松が丘２－１０－３８ （歯ＣＡＤ）第425号       平成26年 5月 1日
     0467-58-8020  （補管）第3735号          平成 9年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371244,166.5 遠藤歯科医院 〒253-0056 （外来環）第202号         平成20年 8月 1日
     茅歯166 茅ケ崎市共恵１－１－５Ｂ．Ｌ． （医管）第1683号          平成28年 4月 1日
     Ｄ．ＮＡＧＡＳＨＩＭＡ　４Ｆ （か強診）第162号         平成28年 6月 1日
     0467-86-2777  (0467-82-7716) （歯援診）第500号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第104号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第244号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第352号       平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第152号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2459号      平成28年 4月 1日
     （補管）第3365号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372244,167.3 茅ヶ崎デンタルケア　〒253-0028 （歯訪診）第2549号        平成29年 3月 1日
     茅歯167 沢田歯科 茅ケ崎市出口町７－８５ （歯ＣＡＤ）第126887号    平成30年 3月 1日
     0467-59-4710  (0467-59-4710) （補管）第4472号          平成15年 2月 1日
     （酸単）第40211号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373244,168.1 下島歯科医院 〒253-0014 （歯ＣＡＤ）第126560号    平成29年 8月 1日
     茅歯168 茅ケ崎市本宿町３－３ （補管）第4974号          平成15年 4月 1日
     0467-53-1018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374244,169.9 中央歯科医院 〒253-0012 （歯訪診）第2719号        平成29年 3月 1日
     茅歯169 茅ケ崎市小和田２－１１－４８マ （補管）第3826号          平成10年 5月 1日
     イキャッスル湘南辻堂１０１号室 （酸単）第40344号         平成29年 4月 1日
     0467-52-9919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375244,170.7 医療法人社団　角理会〒253-0041 （外来環）第1042号        平成29年 1月 1日
     茅歯170 　茅ヶ崎アルカディア茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１イオ （歯訪診）第2179号        平成28年10月 1日
     歯科 ン茅ヶ崎店１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1344号      平成26年12月 1日
     0467-83-2343  (0467-83-2343) （ＧＴＲ）第317号         平成22年 4月 1日
     （補管）第3905号          平成10年10月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  283

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2376244,171.5 マツデンタルクリニッ〒253-0043 （歯ＣＡＤ）第1880号      平成27年 6月 1日
     茅歯171 ク 茅ケ崎市元町２－４今井ビル６Ｆ （補管）第4017号          平成11年 6月 1日
     0467-57-8560  (0467-57-8560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377244,172.3 今井歯科医院 〒253-0082 （歯訪診）第1969号        平成28年 6月 1日
     茅歯172 茅ケ崎市香川６－３－２７ （歯ＣＡＤ）第2356号      平成28年 3月 1日
     0467-53-0887  (0467-53-0887) （補管）第4042号          平成11年 7月15日
     （１７５）第1903号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378244,173.1 すまいる歯科クリニッ〒253-0016 （補管）第4067号          平成11年10月 1日
     茅歯173 ク 茅ケ崎市小桜町２－４プレステー
     ジ小桜１Ｆ
     0467-52-4970  (0467-52-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379244,174.9 永海歯科医院 〒253-0021 （外来環）第1433号        平成30年 3月 1日
     茅歯174 茅ケ崎市浜竹３－３－３０エクレ （歯訪診）第2088号        平成28年 8月 1日
     ール湘南辻御堂１Ｆ （う蝕無痛）第193号       平成30年 3月 1日
     0467-82-8803  （歯ＣＡＤ）第2315号      平成28年 2月 1日
     （手術歯根）第126号       平成30年 3月 1日
     （歯技工）第253号         平成29年 4月 1日
     （補管）第4098号          平成11年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380244,175.6 松永歯科医院 〒253-0041 （歯訪診）第2089号        平成28年 8月 1日
     茅歯175 茅ケ崎市茅ケ崎１－２－６２フジ （歯ＣＡＤ）第2050号      平成27年 8月 1日
     ケンビル２Ｆ （補管）第4106号          平成12年 1月 1日
     0467-59-6230  (0467-59-6130) （１７５）第1905号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381244,176.4 医療法人社団　新田歯〒253-0082 （外来環）第169号         平成20年 7月 1日
     茅歯176 科医院 茅ヶ崎市香川１－１－３８マルエ （歯リハ２）第299号       平成27年 1月 1日
     ツ１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1545号      平成27年 1月 1日
     0467-54-0849  (0467-54-0849) （ＧＴＲ）第179号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2522号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382244,178.0 ライオン歯科クリニッ〒253-0043 （歯訪診）第2652号        平成29年 3月 1日
     茅歯178 ク 茅ヶ崎市元町２－３Ｇ．Ｃ．ＣＨ （ＧＴＲ）第73号          平成20年 4月 1日
     ＩＧＡＳＡＫＩ５Ｆ－４ （補管）第4253号          平成12年 7月15日
     0467-88-6162  (0467-88-6162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383244,180.6 医療法人社団　湘南誠〒253-0041 （外来環）第820号         平成28年 6月 1日
     茅歯180 心会　茅ヶ崎パーク歯茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６イオ （医管）第325号           平成18年 4月 1日
     科クリニック ン茅ヶ崎中央ＳＣ　３Ｆ （か強診）第375号         平成29年 1月 1日
     0467-59-0461  （歯援診）第612号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第260号         平成29年 1月 1日
     （歯地連）第294号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第54号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第59号        平成26年 4月 1日
     （補管）第4600号          平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  284

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2384244,183.0 下里歯科医院 〒253-0053 （歯訪診）第2550号        平成29年 3月 1日
     茅歯183 茅ヶ崎市東海岸北４－１５－３２ （補管）第2477号          平成13年 1月 1日
     0467-82-9315  (0467-82-9315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385244,185.5 かえで歯科 〒253-0071 （外来環）第721号         平成28年 1月 1日
     茅歯185 茅ケ崎市萩園１６９０－１４ （歯ＣＡＤ）第2357号      平成28年 3月 1日
     0467-58-2828  (0467-58-2828) （補管）第4529号          平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386244,188.9 うえだ歯科 〒253-0072 （歯訪診）第3208号        平成29年 4月 1日
     茅歯188 茅ヶ崎市今宿６４５ （補管）第2540号          平成14年 1月 1日
     0467-85-8864  (0467-85-8864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387244,189.7 朝倉歯科矯正 〒253-0055 （補管）第7731号          平成29年11月 1日
     茅歯189 茅ケ崎市中海岸１－１－５
     0467-87-0085  (0467-86-6508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388244,191.3 岩田歯科医院 〒253-0053 （外来環）第597号         平成26年11月 1日
     茅歯191 茅ヶ崎市東海岸北２－１－３７ （医管）第1614号          平成26年11月 1日
     0467-82-3627  (0467-82-3627) （か強診）第376号         平成29年 1月 1日
     （歯援診）第584号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第81号          平成26年11月 1日
     （歯リハ２）第286号       平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2316号      平成28年 2月 1日
     （補管）第2541号          平成15年 1月10日
     （１７５）第1881号        平成15年 1月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389244,192.1 こぼり歯科 〒253-0044 （歯ＣＡＤ）第1627号      平成27年 3月 1日
     茅歯192 茅ケ崎市新栄町７－１３ （補管）第4986号          平成15年 5月 1日
     0467-84-0411  (0467-84-0414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390244,193.9 とがの歯科医院 〒253-0022 （外来環）第588号         平成26年11月 1日
     茅歯193 茅ケ崎市松浪１－１－１ （医管）第1684号          平成28年 4月 1日
     0467-82-4182  (0467-82-4182) （か強診）第163号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第501号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126803号    平成30年 2月 1日
     （補管）第4989号          平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391244,195.4 秋山歯科医院 〒253-0042 （歯リハ２）第177号       平成26年 5月 1日
     茅歯195 茅ケ崎市本村５－７－１ （歯ＣＡＤ）第426号       平成26年 5月 1日
     0467-52-5674  (0467-52-4567) （補管）第5102号          平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392244,197.0 湘南歯科医院 〒253-0028 （歯訪診）第245号         平成28年 4月 1日
     茅歯197 茅ケ崎市出口町３－３３ （補管）第2483号          平成17年10月17日
     0467-86-1226  (0467-86-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  285

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2393244,198.8 成瀬歯科医院 〒253-0083 （歯ＣＡＤ）第2317号      平成28年 2月 1日
     茅歯198 茅ケ崎市西久保２００２－８ （補管）第5280号          平成17年 3月15日
     0467-88-4050  (0467-88-4050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394244,199.6 たまて歯科クリニック〒253-0006 （医管）第460号           平成18年 4月 1日
     茅歯199 茅ケ崎市堤４９－３ （歯ＣＡＤ）第2188号      平成27年11月 1日
     0467-54-3100  (0467-54-3100) （補管）第5324号          平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395244,200.2 医療法人　樹会　高嶋〒253-0052 （歯訪診）第2653号        平成29年 3月 1日
     茅歯200 歯科医院 茅ケ崎市幸町２－１０－２０２ （歯ＣＡＤ）第166号       平成26年 4月 1日
     0467-85-9070  （補管）第2547号          平成17年 6月 1日
     （１７５）第1898号        平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396244,203.6 さかい矯正歯科クリニ〒253-0021 （矯診）第141号           平成22年 4月 1日
     茅歯203 ック 茅ヶ崎市浜竹１－１０－９ （顎診）第84号            平成18年 4月 1日
     0467-83-1751  (0467-83-1751) （１７５）第1902号        平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397244,204.4 メディケア歯科クリニ〒253-0044 （歯ＣＡＤ）第2460号      平成28年 4月 1日
     茅歯204 ック茅ケ崎 茅ケ崎市新栄町１１－２０ニシノ （補管）第5432号          平成18年 3月 1日
     ミヤビル４Ｆ
     0467-88-2303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398244,205.1 後藤歯科医院 〒253-0023 （う蝕無痛）第22号        平成20年 4月 1日
     茅歯205 茅ヶ崎市美住町１４－１２ （補管）第2524号          平成18年 4月25日
     0467-86-3360  (0467-86-3362) （１７５）第1886号        平成18年 4月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399244,207.7 下町屋歯科医院 〒253-0087 （歯訪診）第3247号        平成29年 4月 1日
     茅歯207 茅ケ崎市下町屋３－１４－２ （歯ＣＡＤ）第2051号      平成27年 8月 1日
     0467-85-4184  (0467-85-4184) （補管）第5527号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400244,209.3 上條歯科クリニック 〒253-0052 （歯ＣＡＤ）第1954号      平成27年 7月 1日
     茅歯209 茅ケ崎市幸町２１－２５　伊藤ビ （補管）第5572号          平成19年 4月 1日
     ル１０１
     0467-82-0648  (0467-82-0648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401244,211.9 医療法人　仁永会　茅〒253-0044 （歯援診）第210号         平成29年 1月 1日
     茅歯211 ヶ崎ファースト歯科ク茅ヶ崎市新栄町１１－８イトーヨ （歯リハ２）第55号        平成26年 4月 1日
     リニック ーカドー茅ヶ崎店５階 （歯ＣＡＤ）第99号        平成26年 4月 1日
     0467-82-7164  (0467-82-7184) （補管）第5522号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402244,213.5 わだ歯科医院 〒253-0064 （歯訪診）第2931号        平成29年 4月 1日
     茅歯213 茅ケ崎市柳島１－４－２４ （補管）第5681号          平成19年11月 1日
     0467-84-5656  (0467-84-5656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403244,214.3 鈴木歯科クリニック 〒253-0053 （ＧＴＲ）第346号         平成23年10月 1日
     茅歯214 茅ヶ崎市東海岸北５－１６－２０ （補管）第3487号          平成19年11月 1日
     0467-85-3357  (0467-85-3147)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  286

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2404244,215.0 棚橋歯科医院 〒253-0061 （歯訪診）第2932号        平成29年 4月 1日
     茅歯215 茅ヶ崎市南湖２－１４－４０ （補管）第2475号          平成20年 3月 1日
     0467-85-1893  (0467-86-8182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405244,216.8 みずき歯科クリニック〒253-0088 （歯訪診）第552号         平成28年 4月 1日
     茅歯216 茅ヶ崎市みずき４－１５－５ （手顕微加）第48号        平成28年 4月 1日
     0467-55-8866  (0467-55-8867) （歯ＣＡＤ）第1456号      平成27年 1月 1日
     （根切顕微）第28号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5749号          平成20年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406244,217.6 堀歯科診療所 〒253-0002 （歯ＣＡＤ）第126675号    平成29年12月 1日
     茅歯217 茅ケ崎市高田５－２－８ （補管）第5879号          平成21年 4月 1日
     0467-50-0886  (0467-50-0932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407244,218.4 ＡＢＣ歯科クリニック〒253-0084 （外来環）第1410号        平成30年 2月 1日
     茅歯218 茅ヶ崎 茅ヶ崎市円蔵１－２３－１１ （歯訪診）第246号         平成28年 4月 1日
     0467-54-8293  （在推進）第76号          平成27年 4月 1日
     （在推進）第98号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1722号      平成27年 4月 1日
     （補管）第7162号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408244,220.0 小倉歯科医院 〒253-0056 （補管）第6053号          平成22年 2月 1日
     茅歯220 茅ケ崎市共恵２－２－２０メゾン
     ドコア１Ｆ
     0467-84-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409244,221.8 湘南まつだ歯科医院 〒253-0054 （歯訪診）第2551号        平成29年 3月 1日
     茅歯221 茅ケ崎市東海岸南２－１１－１１ （歯ＣＡＤ）第1号         平成26年 4月 1日
     0467-39-6926  (0467-39-6926) （補管）第6108号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410244,222.6 むらまつ歯科クリニッ〒253-0052 （歯援診）第215号         平成29年 4月 1日
     茅歯222 ク 茅ケ崎市幸町６－１６キャロルマ （在推進）第25号          平成26年 4月 1日
     ンション１０２，１０３ （歯ＣＡＤ）第2461号      平成28年 4月 1日
     0467-50-0765  (0467-50-0865) （補管）第6147号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411244,223.4 宮村歯科医院 〒253-0013 （歯訪診）第3209号        平成29年 4月 1日
     茅歯223 茅ケ崎市赤松町３－３７ （歯ＣＡＤ）第1107号      平成26年10月 1日
     0467-81-5650  (0467-81-5655) （補管）第6140号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412244,224.2 みなぐち歯科医院 〒253-0013 （歯ＣＡＤ）第126599号    平成29年10月 1日
     茅歯224 茅ヶ崎市赤松町１３－４　２Ｆ （補管）第6294号          平成23年 2月 1日
     0467-51-8570  (0467-51-8570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413244,225.9 わたらい歯科クリニッ〒253-0023 （歯訪診）第2933号        平成29年 4月 1日
     茅歯225 ク 茅ケ崎市美住町２－１１　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1628号      平成27年 3月 1日
     0467-85-8858  (0467-85-8858) （補管）第6295号          平成23年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  287

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2414244,226.7 ビオラデンタルオフィ〒253-0042 （医管）第2174号          平成29年10月 1日
     茅歯226 ス 茅ケ崎市本村４－５－２５　ネー （歯訪診）第247号         平成28年 4月 1日
     ジュ湘南１Ｆ （外後発使）第117号       平成28年 4月 1日
     0467-33-4706  (0467-33-4784) （手顕微加）第49号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2462号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第142号       平成28年11月 1日
     （補管）第6334号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415244,227.5 医療法人社団　マキタ〒253-0061 （外来環）第428号         平成24年 6月 1日
     茅歯227 歯科クリニック　マキ茅ケ崎市南湖２－１３－３１　２ （医管）第1580号          平成25年 2月 1日
     タ歯科クリニック Ｆ （か強診）第332号         平成28年11月 1日
     0467-88-4441  (0467-88-4441) （歯訪診）第2208号        平成28年11月 1日
     （手顕微加）第182号       平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1224号      平成26年11月 1日
     （根切顕微）第143号       平成28年11月 1日
     （補管）第6510号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416244,229.1 松井歯科医院 〒253-0022 （外来環）第401号         平成24年 1月 1日
     茅歯229 茅ヶ崎市松浪２－３－４１ （医管）第1604号          平成26年 4月 1日
     0467-82-7754  (0467-82-7759) （か強診）第99号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第341号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第76号          平成26年 4月 1日
     （歯地連）第460号         平成26年 4月 1日
     （在推進）第26号          平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第50号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2661号      平成28年 7月 1日
     （歯技工）第179号         平成24年 1月 1日
     （根切顕微）第29号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6511号          平成24年 1月 1日
     （酸単）第40212号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2417244,231.7 東海岸みなみ歯科クリ〒253-0054 （歯ＣＡＤ）第2400号      平成28年 4月 1日
     茅歯231 ニック 茅ヶ崎市東海岸南２－１－４９　 （補管）第6596号          平成24年 6月 1日
     １Ｆ
     0467-59-5517  (0467-59-5518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418244,232.5 倉本歯科医院 〒253-0011 （歯ＣＡＤ）第126889号    平成30年 3月 1日
     茅歯232 茅ヶ崎市菱沼２－８－４５ （補管）第6623号          平成24年 7月 1日
     0467-55-9203  (0467-55-9236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419244,233.3 医療法人社団　裕人会〒253-0025 （歯援診）第767号         平成29年 8月 1日
     茅歯233 　汐見台デンタルクリ茅ヶ崎市松が丘２－１３－５アマ （補管）第6647号          平成24年 9月 1日
     ニック ポーラ湘南１Ｆ
     0467-38-4451  (0467-38-4452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  288

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2420244,234.1 八木歯科医院 〒253-0045 （外来環）第789号         平成28年 4月 1日
     茅歯234 茅ヶ崎市十間坂１－１－２９湘南 （か強診）第100号         平成28年 4月 1日
     小原ビルエクセレンス湘南茅ヶ崎 （歯援診）第415号         平成28年 4月 1日
     ２０４ （在推進）第74号          平成27年 3月 1日
     0467-86-6482  (0467-86-6482) （歯ＣＡＤ）第602号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6696号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421244,235.8 遠山歯科医院 〒253-0008 （歯訪診）第2134号        平成28年 9月 1日
     茅歯235 茅ヶ崎市芹沢８７２－１ （歯ＣＡＤ）第1106号      平成26年10月 1日
     0467-54-0418  （補管）第6783号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422244,237.4 ドレミ歯科クリニック〒253-0002 （歯訪診）第1970号        平成28年 6月 1日
     茅歯237 茅ヶ崎市高田４－５－６３ （歯ＣＡＤ）第3号         平成26年 4月 1日
     0467-33-5161  (0467-33-5361) （補管）第6825号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423244,238.2 たむら歯科 〒253-0053 （外来環）第489号         平成25年10月 1日
     茅歯238 茅ヶ崎市東海岸北１－５－２ （歯援診）第316号         平成29年 2月 1日
     0467-84-4618  (0467-84-4621) （歯ＣＡＤ）第773号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6838号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424250,024.7 石井歯科医院 〒249-0005 （歯訪診）第2034号        平成28年 7月 1日
     逗歯24 逗子市桜山８－１－３６ （歯ＣＡＤ）第352号       平成26年 4月 1日
     0468-71-2382  （補管）第1642号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425250,027.0 丸山歯科医院 〒249-0006 （歯訪診）第3140号        平成29年 4月 1日
     逗歯27 逗子市逗子４－１－２４ （う蝕無痛）第95号        平成25年 1月 1日
     0468-71-2332  （手術歯根）第43号        平成25年 1月 1日
     （歯技工）第137号         平成22年 4月 1日
     （補管）第1653号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426250,033.8 グリーン歯科医院 〒249-0006 （歯ＣＡＤ）第1014号      平成26年 9月 1日
     逗歯33 逗子市逗子６－５－６藤和ビル２ （補管）第1656号          平成 8年 4月 1日
     Ｆ
     0468-73-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427250,035.3 松岡歯科医院 〒249-0001 （外来環）第975号         平成28年10月 1日
     逗歯35 逗子市久木３－１０－１７ （か強診）第314号         平成28年10月 1日
     0468-73-4618  （歯援診）第574号         平成28年10月 1日
     （在推進）第99号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第51号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1647号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428250,040.3 浅羽歯科医院 〒249-0003 （歯訪診）第2299号        平成29年 1月 1日
     逗歯40 逗子市池子２－１１－４ （歯ＣＡＤ）第126578号    平成29年 9月 1日
     0468-73-2722  （補管）第1669号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1910号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  289

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2429250,044.5 武藤歯科医院 〒249-0005 （歯訪診）第2300号        平成29年 1月 1日
     逗歯44 逗子市桜山４－７－２３ （歯ＣＡＤ）第126400号    平成29年 4月 1日
     0468-73-8409  （補管）第1668号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430250,045.2 笠井歯科医院 〒249-0003 （歯ＣＡＤ）第429号       平成26年 5月 1日
     逗歯45 逗子市池子３－１５－２ （補管）第1665号          平成 8年 4月 1日
     0468-73-4831  （１７５）第1911号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431250,046.0 古川歯科医院 〒249-0006 （補管）第1648号          平成16年 4月17日
     逗歯46 逗子市逗子２－６－２６逗子駅前 （１７５）第1912号        平成16年 4月17日
     クリニックビル２０１
     046-873-8445  (046-873-8445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432250,048.6 タチバナ歯科 〒249-0001 （歯訪診）第2552号        平成29年 3月 1日
     逗歯48 逗子市久木１－２－６ （補管）第1655号          平成 8年 4月 1日
     0468-71-6484  （１７５）第1913号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433250,051.0 飯田歯科医院 〒249-0006 （補管）第6286号          平成23年 1月 1日
     逗歯51 逗子市逗子３－１－２６　飯田ビ
     ル１Ｆ
     046-873-8115  (046-873-8009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434250,052.8 蕨歯科医院 〒249-0004 （歯訪診）第2035号        平成28年 7月 1日
     逗歯52 逗子市沼間１－５－２ （歯ＣＡＤ）第1457号      平成27年 1月 1日
     0468-71-3902  （補管）第1649号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2672号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435250,056.9 新逗子くすもと歯科医〒249-0006 （補管）第1663号          平成 8年 4月 1日
     逗歯56 院 逗子市逗子５－１－６京急ニート
     新逗子３Ｆ
     0468-73-6200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2436250,057.7 土井歯科医院 〒249-0006 （歯訪診）第3381号        平成29年 7月 1日
     逗歯57 逗子市逗子１－９－２３ （歯リハ２）第310号       平成27年 4月 1日
     0468-71-2901  （歯ＣＡＤ）第126133号    平成28年 8月 1日
     （補管）第1673号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1916号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437250,058.5 都富歯科医院 〒249-0005 （歯訪診）第1888号        平成28年 5月 1日
     逗歯58 逗子市桜山５－８－６ （補管）第1660号          平成12年12月14日
     0468-72-4101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438250,059.3 金子歯科クリニック 〒249-0003 （外来環）第1265号        平成29年 6月 1日
     逗歯59 逗子市池子２－３－３３ （か強診）第525号         平成29年 6月 1日
     0468-72-9511  （歯訪診）第2135号        平成28年 9月 1日
     （補管）第1654号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  290

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2439250,061.9 白沢歯科医院 〒249-0006 （外来環）第898号         平成28年 8月 1日
     逗歯61 逗子市逗子１－２－２２　オーク （か強診）第235号         平成28年 8月 1日
     マンション３０９ （歯援診）第537号         平成28年 8月 1日
     046-871-3129  （歯ＣＡＤ）第1629号      平成27年 3月 1日
     （補管）第1662号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440250,063.5 石田歯科医院 〒249-0006
     逗歯63 逗子市逗子５－２－４２
     0468-73-5200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441253,000.4 前嶋歯科診療所 〒249-0004 （歯訪診）第248号         平成28年 4月 1日
     逗歯3000 逗子市沼間１－３－１４ （歯ＣＡＤ）第2269号      平成28年 1月 1日
     046-871-3892  (046-873-1306) （補管）第6912号          平成25年12月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442253,001.2 ノブデンタルクリニッ〒249-0006 （外来環）第1103号        平成29年 3月 1日
     逗歯3001 ク 逗子市逗子５－９－２３ （医管）第2100号          平成29年 4月 1日
     046-845-9688  (046-845-9688) （か強診）第417号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第643号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第315号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第774号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6977号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443253,003.8 小坪歯科医院 〒249-0007 （歯ＣＡＤ）第2662号      平成28年 7月 1日
     逗歯3003 逗子市新宿４－１６－１０ （補管）第7084号          平成26年11月 1日
     046-872-3013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444253,004.6 医療法人　聖徳会　田〒249-0006 （歯ＣＡＤ）第126605号    平成29年10月 1日
     逗歯3004 中歯科クリニック 逗子市逗子１－１－３湘南ビル逗 （補管）第7217号          平成27年 5月 1日
     子４Ｆ
     046-872-2211  (046-873-8377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445253,005.3 医療法人　仁手の会　〒249-0007 （歯援診）第701号         平成29年 4月 1日
     逗歯3005 森の歯科医院　ＦＯＲ逗子市新宿４－１４－２　１Ｆ （歯訪診）第2301号        平成29年 1月 1日
     ＥＳＴ 046-874-5932  (046-330-4189) （補管）第7218号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446253,006.1 さとう歯科口腔外科ク〒249-0006 （歯訪診）第2934号        平成29年 4月 1日
     逗歯3006 リニック 逗子市逗子１－６－２７　ピアー （歯リハ２）第387号       平成28年 8月 1日
     ズ２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126180号    平成28年 8月 1日
     046-871-5476  (046-871-5476) （補管）第7490号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447254,064.9 こたけ歯科医院 〒249-0005 （歯訪診）第1971号        平成28年 6月 1日
     逗歯64 逗子市桜山２－９－３３クリエイ （補管）第3798号          平成10年 3月 1日
     ト湘南ビル２Ｆ
     0468-70-1818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  291

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2448254,066.4 足立歯科医院 〒249-0006 （外来環）第949号         平成28年 9月 1日
     逗歯66 逗子市逗子６－４－３－２Ｆ （か強診）第199号         平成28年 7月 1日
     0468-71-1006  （歯援診）第558号         平成28年 7月 1日
     （補管）第1644号          平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449254,067.2 吉武歯科 〒249-0001 （歯訪診）第2248号        平成28年12月 1日
     逗歯67 逗子市久木４－３－５ （歯ＣＡＤ）第1015号      平成26年 9月 1日
     0468-73-1800  （補管）第4107号          平成12年 1月 1日
     （１７５）第1917号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450254,070.6 マリーン歯科医院 〒249-0008 （歯訪診）第2209号        平成28年11月 1日
     逗歯70 逗子市小坪６－７－１８ （歯ＣＡＤ）第126161号    平成28年 9月 1日
     0467-25-6480  (0467-25-6480) （ＧＴＲ）第198号         平成20年 5月 1日
     （補管）第1657号          平成12年11月 1日
     （酸単）第40345号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451254,071.4 さくら歯科医院 〒249-0001 （歯訪診）第1932号        平成28年 5月 1日
     逗歯71 逗子市久木８－１６ （歯ＣＡＤ）第126747号    平成30年 1月 1日
     0468-73-8241  （補管）第4327号          平成13年 2月 1日
     （１７５）第1918号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452254,072.2 ハイランド歯科医院 〒249-0001 （ＧＴＲ）第145号         平成20年 4月 1日
     逗歯72 逗子市久木８－１３－６（８－１ （補管）第4851号          平成14年 7月 1日
     ３６２－２７内）
     0468-72-0040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453254,073.0 まえざわ歯科クリニッ〒249-0006 （歯訪診）第2553号        平成29年 3月 1日
     逗歯73 ク 逗子市逗子５－７－２９ （歯ＣＡＤ）第1723号      平成27年 4月 1日
     0468-70-6480  (0468-70-6481) （補管）第4872号          平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454254,074.8 ようた歯科 〒249-0006 （外来環）第264号         平成20年10月 1日
     逗歯74 逗子市逗子１－９－２ （か強診）第638号         平成30年 3月 1日
     0468-73-0009  (0468-73-0009) （歯訪診）第3038号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126767号    平成30年 1月 1日
     （補管）第4913号          平成14年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455254,075.5 東逗子歯科医院 〒249-0004 （外来環）第574号         平成26年 8月 1日
     逗歯75 逗子市沼間１－５－１２ラガール （医管）第1613号          平成26年 8月 1日
     東逗子１Ｆ （か強診）第30号          平成28年 4月 1日
     0468-72-4184  (0468-72-4184) （歯援診）第372号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第79号          平成26年 8月 1日
     （歯リハ２）第326号       平成27年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2052号      平成27年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第411号         平成26年 8月 1日
     （補管）第7045号          平成26年 8月 1日
     （酸単）第40213号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  292

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2456254,076.3 うみべ歯科室 〒249-0007 （歯援診）第301号         平成29年 4月 1日
     逗歯76 逗子市新宿２－２－１６ （在推進）第56号          平成26年 7月 1日
     046-870-3373  (046-870-3373) （う蝕無痛）第102号       平成25年 5月 2日
     （歯ＣＡＤ）第775号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6800号          平成25年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457254,078.9 しおだ歯科医院 〒249-0006 （外来環）第1044号        平成29年 1月 1日
     逗歯78 逗子市逗子１－８－１８　２Ｆ （歯訪診）第2037号        平成28年 7月 1日
     046-871-5591  （手顕微加）第146号       平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2557号      平成28年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第475号         平成28年 5月 1日
     （根切顕微）第92号        平成28年 5月 1日
     （補管）第5501号          平成18年 6月15日
     （酸単）第40214号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458254,079.7 おぐち歯科医院 〒249-0006 （歯訪診）第3433号        平成29年12月 1日
     逗歯79 逗子市逗子７－６－２０ （歯ＣＡＤ）第2663号      平成28年 7月 1日
     046-870-5255  (046-870-5255) （補管）第6361号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459254,080.5 ねもと歯科クリニック〒249-0006 （補管）第5602号          平成19年 5月 1日
     逗歯80 逗子市逗子４－３－４３
     046-871-8848  (046-871-7714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460254,081.3 Ｋデンタルクリニック〒249-0006 （歯訪診）第3284号        平成29年 4月 1日
     逗歯81 逗子市逗子７－１２－３６ （歯ＣＡＤ）第126270号    平成28年12月 1日
     046-873-5502  (046-873-5502) （補管）第5645号          平成19年 7月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461254,084.7 マリモ歯科・矯正 〒249-0006 （歯訪診）第3039号        平成29年 4月 1日
     逗歯84 逗子市逗子４－１－８ （補管）第5997号          平成21年10月 1日
     046-871-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462254,088.8 さくらぎ逗子歯科 〒249-0004 （歯援診）第190号         平成29年 1月 1日
     逗歯88 逗子市沼間１－１８－６ハイツタ （歯ＣＡＤ）第2318号      平成28年 2月 1日
     カサキ１０１ （補管）第6484号          平成23年12月15日
     046-870-6015  (046-870-6016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2463254,089.6 ファミリーデンタルク〒249-0006 （外来環）第1208号        平成29年 4月 1日
     逗歯89 リニックこまつ 逗子市逗子７－１３－３０赤羽第 （歯訪診）第3248号        平成29年 4月 1日
     ３ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第911号       平成26年 8月 1日
     046-872-6480  (046-872-0648) （補管）第6553号          平成24年 4月 1日
     （酸単）第40484号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  293

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2464254,090.4 逗子デンタルクリニッ〒249-0006 （外来環）第471号         平成25年 3月 1日
     逗歯90 ク 逗子市逗子２－５－２５－４０１ （医管）第1581号          平成25年 2月 1日
     046-884-8998  (046-884-8997) （歯訪診）第553号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第57号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2464号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6723号          平成25年 2月 1日
     （酸単）第40215号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465260,035.1 和智歯科診療所 〒252-0303 （歯訪診）第2935号        平成29年 4月 1日
     相歯35 相模原市南区相模大野６－９－４ （補管）第1818号          平成 8年 4月 1日
     042-742-5504  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466260,043.5 三枝歯科医院 〒252-0303 （歯ＣＡＤ）第912号       平成26年 5月 1日
     相歯43 相模原市南区相模大野３－１６－ （補管）第1821号          平成 8年 4月 1日
     ５ （１７５）第1923号        平成14年 4月 1日
     042-742-5085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467260,047.6 岡田歯科医院 〒252-0312 （１７５）第1924号        平成14年 4月 1日
     相歯47 相模原市南区相南４－８－１６
     042-742-3199  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468260,062.5 河原歯科医院 〒252-0143 （歯訪診）第3349号        平成29年 6月 1日
     相歯62 相模原市緑区橋本５－２－５ （歯ＣＡＤ）第126271号    平成28年12月 1日
     042-772-2228  （補管）第1677号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1928号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469260,066.6 小野歯科医院 〒252-0314 （補管）第1884号          平成 8年 4月 1日
     相歯66 相模原市南区南台６－１５－１９
     042-744-1850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470260,071.6 松沢歯科診療所 〒252-0321 （補管）第1813号          平成 8年 4月 1日
     相歯71 相模原市南区相模台２－２－１７ （１７５）第1930号        平成14年 4月 1日
     042-744-1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471260,078.1 桜井歯科医院 〒252-0321 （歯ＣＡＤ）第2358号      平成28年 3月 1日
     相歯78 相模原市南区相模台２－２６－３ （補管）第1828号          平成 8年 6月13日
     ８
     042-743-5765  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472260,083.1 光ケ丘歯科医院 〒252-0228 （補管）第1835号          平成 8年 4月 1日
     相歯83 相模原市中央区並木１－１０－１ （１７５）第1934号        平成14年 4月 1日
     ２
     042-754-9803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  294

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2473260,108.6 杉山歯科医院 〒252-0303 （補管）第1829号          平成 8年 4月 1日
     相歯108 相模原市南区相模大野９－１－１ （１７５）第1937号        平成14年 4月 1日
     ５
     042-743-3975  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474260,112.8 今村歯科医院 〒252-0203 （補管）第1826号          平成 8年 4月 1日
     相歯112 相模原市中央区東渕野辺１－１３ （１７５）第1939号        平成14年 4月 1日
     －１４
     042-756-5943  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475260,113.6 障害者・休日急患歯科〒252-0236 （歯特連）第30号          平成22年 6月 1日
     相歯113 診療所 相模原市中央区富士見６－１－１ （歯訪診）第3277号        平成29年 4月 1日
     042-756-1501  (042-755-3289) （補管）第1676号          平成12年 4月 1日
     （１７５）第2813号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40216号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476260,117.7 篠原歯科医院 〒252-0313 （外来環）第182号         平成20年 7月 1日
     相歯117 相模原市南区松が枝町９－１６ （医管）第1796号          平成28年 5月 1日
     042-746-2200  (042-746-2306) （歯訪診）第1890号        平成28年 5月 1日
     （手顕微加）第124号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126553号    平成29年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第285号         平成21年 6月 1日
     （根切顕微）第95号        平成28年 5月 1日
     （補管）第1793号          平成19年10月 9日
     （酸単）第40346号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477260,122.7 セイワ歯科 〒252-0321 （補管）第1824号          平成 8年 4月 1日
     相歯122 相模原市南区相模台２－１－１７
     042-746-2780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478260,124.3 松ヶ枝町歯科クリニッ〒252-0313 （歯訪診）第3478号        平成30年 3月 1日
     相歯124 ク 相模原市南区松ケ枝町１５－８ （補管）第1865号          平成 8年 4月 1日
     042-746-5712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479260,126.8 小町歯科クリニツク 〒252-0217 （歯訪診）第3040号        平成29年 4月 1日
     相歯126 相模原市中央区小町通１－１－３ （歯ＣＡＤ）第126236号    平成28年11月 1日
     堀の内ビル１Ｆ （補管）第1775号          平成 8年 4月 1日
     042-755-7678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480260,129.2 相澤歯科医院 〒252-0205 （歯援診）第479号         平成28年 4月 1日
     相歯129 相模原市中央区小山３－１６－５ （歯訪診）第249号         平成28年 4月 1日
     042-773-2256  （歯ＣＡＤ）第1226号      平成26年11月 1日
     （補管）第1706号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1943号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  295

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2481260,131.8 渡辺歯科医院 〒252-0302 （補管）第1822号          平成 8年 4月 1日
     相歯131 相模原市南区上鶴間８－１１－２
     ０
     042-744-0734  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482260,134.2 池田歯科医院 〒252-0331 （補管）第1840号          平成 8年 4月 1日
     相歯134 相模原市南区大野台１－８－４１ （１７５）第1945号        平成14年 4月 1日
     042-756-8219  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483260,135.9 ワコー歯科 〒252-0243 （歯訪診）第250号         平成28年 4月 1日
     相歯135 相模原市中央区上溝７－１７－１ （歯ＣＡＤ）第126691号    平成29年12月 1日
     ６ワコービル２階 （補管）第5917号          平成 5年 7月22日
     042-761-1133  (042-761-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484260,142.5 五十嵐歯科医院 〒252-0344 （歯リハ２）第437号       平成29年10月 1日
     相歯142 相模原市南区古渕１－２８－３ （補管）第1839号          平成 8年 4月 1日
     042-755-8711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485260,147.4 シノハラ歯科 〒252-0303 （補管）第3451号          平成 8年 5月 1日
     相歯147 相模原市南区相模大野７－１２－
     ９
     042-743-6331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486260,150.8 宮前歯科医院 〒252-0244 （補管）第1838号          平成 8年 4月 1日
     相歯150 相模原市中央区田名５２４６ （１７５）第1946号        平成14年 4月 1日
     042-762-1516  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487260,151.6 仲尾歯科医院 〒252-0231 （補管）第1837号          平成 8年 4月 1日
     相歯151 相模原市中央区相模原２－３－１ （１７５）第1947号        平成14年 4月 1日
     ５
     042-757-3858  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488260,153.2 馬嶋歯科医院 〒252-0336 （医管）第327号           平成18年 4月 1日
     相歯153 相模原市南区当麻１５７４－１４ （か強診）第31号          平成28年 4月 1日
     042-778-3611  （在歯管）第105号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第251号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第62号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126300号    平成29年 1月 1日
     （補管）第1742号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1949号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489260,158.1 高北歯科診療所 〒252-0303 （補管）第1703号          平成 8年 4月 1日
     相歯158 相模原市南区相模大野６－９－９
     042-747-0246  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  296

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2490260,160.7 なかやま歯科医院 〒252-0144 （歯訪診）第3041号        平成29年 4月 1日
     相歯160 相模原市緑区東橋本１－１３－１ （補管）第7017号          平成26年 1月31日
     ６
     042-773-0922  (042-773-0374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491260,163.1 佐嶌歯科医院 〒252-0303 （外来環）第155号         平成20年 6月 1日
     相歯163 相模原市南区相模大野８－２－６ （か強診）第104号         平成28年 4月 1日
     第１島ビル３Ｆ （歯援診）第92号          平成28年 6月 1日
     042-746-0088  （歯技工）第138号         平成22年 4月 1日
     （補管）第1783号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1950号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492260,165.6 椎野歯科医院 〒252-0234 （補管）第1832号          平成 8年 6月13日
     相歯165 相模原市中央区共和４－１－９
     042-758-2341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493260,166.4 山口歯科医院 〒252-0243 （歯訪診）第1972号        平成28年 6月 1日
     相歯166 相模原市中央区上溝７の２の１ （補管）第1851号          平成 8年 4月 1日
     042-761-4601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494260,169.8 林歯科医院 〒252-0313 （補管）第4654号          平成14年 4月 1日
     相歯169 相模原市南区松が枝町２４－７－ （１７５）第1952号        平成14年 4月 1日
     ２０４
     042-748-1208  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495260,170.6 三好歯科医院 〒252-0317 （外来環）第1168号        平成29年 4月 1日
     相歯170 相模原市南区御園５－８－１３ （歯訪診）第2210号        平成28年11月 1日
     042-748-7885  （歯ＣＡＤ）第126554号    平成29年 8月 1日
     （補管）第1732号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496260,176.3 沢田歯科 〒252-0331 （歯ＣＡＤ）第2243号      平成27年12月 1日
     相歯176 相模原市南区大野台５－４－２３ （補管）第1804号          平成 8年 4月 1日
     042-758-4618  （１７５）第1955号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497260,177.1 福野歯科医院 〒252-0321 （補管）第3450号          平成 8年 5月17日
     相歯177 相模原市南区相模台３－１３－１
     ７
     042-748-0581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498260,181.3 田歯科医院 〒252-0135 （外来環）第554号         平成26年 6月 1日
     相歯181 相模原市緑区大島１６９－６ （医管）第1686号          平成28年 4月 1日
     042-763-1355  （歯訪診）第252号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第506号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1759号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1956号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  297

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2499260,183.9 山田歯科医院 〒252-0311 （歯訪診）第2038号        平成28年 7月 1日
     相歯183 相模原市南区東林間２－２３－１ （補管）第1718号          平成 8年 4月 1日
     ７ （１７５）第1957号        平成14年 4月 1日
     042-748-5510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500260,187.0 遠藤歯科医院 〒252-0321 （歯リハ２）第63号        平成26年 4月 1日
     相歯187 相模原市南区相模台３－１４－１ （手顕微加）第230号       平成29年 8月 1日
     ９ （歯ＣＡＤ）第1955号      平成27年 7月 1日
     042-748-7008  （根切顕微）第200号       平成29年 8月 1日
     （補管）第1846号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501260,189.6 清水歯科医院 〒252-0137 （歯訪診）第253号         平成28年 4月 1日
     相歯189 相模原市緑区二本松４－２５－９ （歯ＣＡＤ）第1546号      平成27年 2月 1日
     042-773-1787  （補管）第1843号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1959号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502260,191.2 宗正歯科医院 〒252-0206 （歯ＣＡＤ）第126540号    平成29年 7月 1日
     相歯191 相模原市中央区渕野辺１－２－３ （補管）第3427号          平成 8年 4月19日
     １デルフィー矢部２Ｆ
     042-758-3848  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503260,193.8 松崎歯科医院 〒252-0243 （補管）第1864号          平成 8年 4月 1日
     相歯193 相模原市中央区上溝４２７－１８ （１７５）第1960号        平成14年 4月 1日
     042-778-2797  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504260,195.3 三浦歯科医院 〒252-0224 （歯ＣＡＤ）第126822号    平成30年 2月 1日
     相歯195 相模原市中央区青葉１－８－２１ （補管）第1857号          平成 8年 4月 1日
     042-758-7888  （１７５）第2675号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505260,196.1 歯科サガミノ 〒252-0303 （補管）第1714号          平成 8年 4月 1日
     相歯196 相模原市南区相模大野８－２－１
     ４宅見ビル
     042-748-9231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506260,197.9 佐々木歯科医院 〒252-0311 （歯訪診）第3380号        平成29年 7月 1日
     相歯197 相模原市南区東林間３－６－１４ （歯ＣＡＤ）第15号        平成26年 4月 1日
     042-748-3538  （補管）第1844号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507260,198.7 宇佐美歯科医院 〒252-0221 （歯訪診）第2720号        平成29年 3月 1日
     相歯198 相模原市中央区高根１－４－１４ （歯ＣＡＤ）第126538号    平成29年 7月 1日
     042-758-6681  （補管）第4623号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第1961号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508260,199.5 井上歯科医院 〒252-0233 （歯訪診）第254号         平成28年 4月 1日
     相歯199 相模原市中央区鹿沼台２－２２－ （歯ＣＡＤ）第126676号    平成29年12月 1日
     ５４ （補管）第1841号          平成 8年 4月 1日
     042-758-8148  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  298

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2509260,200.1 アイ歯科 〒252-0302 （歯ＣＡＤ）第1724号      平成27年 4月 1日
     相歯200 相模原市南区上鶴間７－６－１片 （ＧＴＲ）第75号          平成20年 4月 1日
     岡ビル （補管）第1788号          平成 8年 4月 1日
     042-748-0788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510260,201.9 山崎歯科 〒252-0239 （歯ＣＡＤ）第2053号      平成27年 8月 1日
     相歯201 相模原市中央区中央１－９－２０ （補管）第1784号          平成 8年 4月 1日
     042-758-8515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511260,203.5 三井歯科 〒252-0324 （歯ＣＡＤ）第1345号      平成26年12月 1日
     相歯203 相模原市南区相武台１－２４－３ （補管）第1734号          平成12年 9月 1日
     046-255-8247  (046-255-2115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512260,206.8 とやま歯科医院 〒252-0311 （歯ＣＡＤ）第61号        平成26年 4月 1日
     相歯206 相模原市南区東林間５－２－２タ （補管）第1749号          平成 8年 4月 1日
     ナベビル２Ｆ
     042-748-9393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513260,210.0 相模台歯科 〒252-0321 （補管）第1859号          平成 8年 4月 1日
     相歯210 相模原市南区相模台２－６－４
     042-748-1413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514260,211.8 中村歯科医院 〒252-0327 （補管）第1736号          平成 8年 4月 1日
     相歯211 相模原市南区磯部１７３４ （１７５）第1963号        平成14年 4月 1日
     0462-54-8181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515260,212.6 ほさか歯科医院 〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第152号       平成26年 4月 1日
     相歯212 相模原市緑区橋本４－１６－１４ （補管）第1856号          平成 8年 4月 1日
     042-774-4544  （１７５）第1964号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516260,214.2 矢部中央歯科 〒252-0232 （歯ＣＡＤ）第1547号      平成27年 2月 1日
     相歯214 相模原市中央区矢部３－１８－３ （補管）第1721号          平成 8年 4月 1日
     ６
     042-756-8383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2517260,216.7 アイビー歯科 〒252-0241 （歯ＣＡＤ）第2148号      平成27年10月 1日
     相歯216 相模原市中央区横山台２－２－１ （補管）第1750号          平成 8年 4月 1日
     ８松本ビル１Ｆ （１７５）第2901号        平成14年 7月 1日
     042-759-0678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518260,223.3 小山歯科医院 〒252-0313 （歯リハ２）第213号       平成26年 6月 1日
     相歯223 相模原市南区松が枝町２３－３－ （歯ＣＡＤ）第1346号      平成26年12月 1日
     ２０２ （補管）第1805号          平成 8年 4月 1日
     042-748-5787  （１７５）第2536号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  299

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2519260,226.6 佐々木歯科医院 〒252-0314 （歯訪診）第255号         平成28年 4月 1日
     相歯226 相模原市南区南台６－８－１７ （歯ＣＡＤ）第1227号      平成26年11月 1日
     042-746-7382  （ＧＴＲ）第348号         平成23年11月 1日
     （補管）第1701号          平成16年 4月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520260,227.4 団地中央歯科 〒252-0132 （補管）第1751号          平成 8年 4月 1日
     相歯227 相模原市緑区橋本台２－７－２８
     042-774-0205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521260,228.2 桂歯科医院 〒252-0303 （医管）第329号           平成18年 4月 1日
     相歯228 相模原市南区相模大野１－２５－ （歯訪診）第2091号        平成28年 8月 1日
     ３１ （歯技工）第49号          平成22年 4月 1日
     042-748-0020  （補管）第1871号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1965号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522260,232.4 旭歯科 〒252-0231 （歯ＣＡＤ）第2054号      平成27年 8月 1日
     相歯232 相模原市中央区相模原４－２武田 （補管）第1797号          平成 8年 4月 1日
     ビル４Ｆ （１７５）第1966号        平成14年 4月 1日
     042-758-4680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523260,243.1 田井歯科医院 〒252-0321 （歯訪診）第3249号        平成29年 4月 1日
     相歯243 相模原市南区相模台６－１２－１ （歯ＣＡＤ）第126429号    平成29年 4月 1日
     １ （補管）第1758号          平成 8年 4月 1日
     042-746-0320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524260,244.9 ヤマダ歯科医院 〒252-0215 （補管）第1725号          平成 8年 4月 1日
     相歯244 相模原市中央区氷川町１－１ （１７５）第1968号        平成14年 4月 1日
     042-759-0266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2525260,245.6 佐伯歯科医院 〒252-0332 （う蝕無痛）第23号        平成20年 4月 1日
     相歯245 相模原市南区西大沼１－３３－２ （補管）第1708号          平成 8年 4月 1日
     ６
     042-753-6880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526260,249.8 小原歯科医院 〒252-0314 （歯訪診）第1973号        平成28年 6月 1日
     相歯249 相模原市南区南台６－１７－４ （歯ＣＡＤ）第605号       平成26年 6月 1日
     042-747-2660  （補管）第1882号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527260,250.6 橋本歯科医院 〒252-0144 （補管）第4502号          平成10年 9月16日
     相歯250 相模原市緑区東橋本２－２８－８ （１７５）第1969号        平成14年 4月 1日
     042-774-5211  (042-774-5946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528260,257.1 八木歯科医院 〒252-0137 （歯訪診）第256号         平成28年 4月 1日
     相歯257 相模原市緑区二本松３－１９－２ （補管）第4656号          平成14年 4月 1日
     042-774-5885  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  300

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2529260,258.9 うのもり歯科医院 〒252-0301 （歯援診）第41号          平成29年 2月 1日
     相歯258 相模原市南区鵜野森１－２９－８ （在推進）第27号          平成26年 4月 1日
     042-746-6219  （歯ＣＡＤ）第126162号    平成28年 9月 1日
     （補管）第1761号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1972号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530260,262.1 佐藤歯科医院 〒252-0244 （歯ＣＡＤ）第126804号    平成30年 2月 1日
     相歯262 相模原市中央区田名４８２５－１ （補管）第1707号          平成 8年 4月 1日
     042-762-8517  （１７５）第2677号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531260,265.4 カオス歯科医院 〒252-0303 （歯ＣＡＤ）第1956号      平成27年 7月 1日
     相歯265 相模原市南区相模大野５－１３－ （補管）第6141号          平成22年 4月13日
     １５
     042-748-3548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2532260,268.8 来嶋歯科医院 〒252-0213 （補管）第1807号          平成 8年 4月 1日
     相歯268 相模原市中央区すすきの町３６－ （１７５）第2983号        平成18年11月 1日
     ２０
     042-759-4836  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533260,274.6 南口歯科 〒252-0313 （補管）第1722号          平成 8年 4月 1日
     相歯274 相模原市南区松が枝町２５－１５ （１７５）第1974号        平成14年 4月 1日
     　Ｙ・Ｏビル２Ｆ
     042-749-3533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534260,277.9 大野歯科医院 〒252-0141 （歯訪診）第2811号        平成29年 4月 1日
     相歯277 相模原市緑区相原４－２２－２０ （歯ＣＡＤ）第126401号    平成29年 4月 1日
     042-774-0418  （補管）第1779号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535260,279.5 なかごみ歯科医院 〒252-0234 （歯ＣＡＤ）第265号       平成26年 4月 1日
     相歯279 相模原市中央区共和４－５－１２ （補管）第1873号          平成 8年 4月 1日
     成和スカイハイツ１０２ （１７５）第1975号        平成14年 4月 1日
     042-753-7232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536260,280.3 さがみ鈴木歯科医院 〒252-0239 （歯ＣＡＤ）第1228号      平成26年11月 1日
     相歯280 相模原市中央１－１０－１５　ア （補管）第1696号          平成 8年 4月 1日
     クティサガミビル２Ｆ
     042-753-7667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537260,281.1 井上歯科医院 〒252-0335 （歯訪診）第2302号        平成29年 1月 1日
     相歯281 相模原市南区下溝１６６２－１ （歯ＣＡＤ）第2055号      平成27年 8月 1日
     042-778-5266  （補管）第1780号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538260,299.3 ねこみや歯科医院 〒252-0326 （歯訪診）第257号         平成28年 4月 1日
     相歯299 相模原市南区新戸３０２０－５ （歯リハ２）第64号        平成26年 4月 1日
     0462-56-9211  （歯ＣＡＤ）第39号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1733号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  301

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2539260,302.5 文京歯科医院 〒252-0334 （補管）第1883号          平成13年11月 5日
     相歯302 相模原市南区若松２－１３－２ （１７５）第2929号        平成14年11月 1日
     042-746-1600  (042-746-1600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2540260,304.1 小口歯科医院 〒252-0135 （歯ＣＡＤ）第2401号      平成28年 4月 1日
     相歯304 相模原市緑区大島１７４５－６ （補管）第1684号          平成 8年 4月 1日
     042-763-2355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541260,315.7 斉藤歯科医院 〒252-0243 （歯訪診）第1974号        平成28年 6月 1日
     相歯315 相模原市中央区上溝３７４－４ （歯ＣＡＤ）第1725号      平成27年 4月 1日
     042-778-5565  （補管）第1704号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542260,316.5 麻溝歯科医院 〒252-0328 （歯ＣＡＤ）第1229号      平成26年11月 1日
     相歯316 相模原市南区麻溝台８－３３－１ （補管）第1854号          平成 8年 4月 1日
     ０
     042-749-3695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543260,318.1 市川歯科医院 〒252-0216 （歯訪診）第3250号        平成29年 4月 1日
     相歯318 相模原市中央区清新２－９－１ （補管）第1776号          平成 8年 4月 1日
     042-757-5151  （１７５）第1978号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544260,319.9 むらせ歯科医院 〒252-0324 （歯ＣＡＤ）第1109号      平成26年10月 1日
     相歯319 相模原市南区相武台３－２１－９ （補管）第1876号          平成15年 3月10日
     046-252-6400  (046-252-6400) （１７５）第2678号        平成15年 3月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545260,323.1 医療法人社団　宗正歯〒252-0137 （外来環）第821号         平成28年 6月 1日
     相歯323 科 相模原市緑区二本松４－３１－９ （歯援診）第502号         平成28年 6月 1日
     042-773-8281  (042-779-3180) （歯リハ２）第65号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1110号      平成26年10月 1日
     （補管）第1875号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546260,325.6 ミヤハラ歯科クリニツ〒252-0311 （歯訪診）第2039号        平成28年 7月 1日
     相歯325 ク 相模原市南区東林間４－１１－７ （補管）第1737号          平成 8年 4月 1日
     ネオメット東林間２０１号
     042-741-0868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547260,326.4 医療法人社団　義澤歯〒252-0303 （外来環）第792号         平成28年 4月 1日
     相歯326 科医院 相模原市南区相模大野３－１４－ （歯援診）第486号         平成28年 5月 1日
     １１ （補管）第1720号          平成 8年 4月 1日
     042-742-3638  (042-742-6006) （１７５）第1980号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548260,329.8 デンタルクリニックブ〒252-0303 （補管）第1869号          平成 8年 4月 1日
     相歯329 ラウンペリカン 相模原市南区相模大野６－１５－
     ３５
     042-749-8497  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  302

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2549260,330.6 山本歯科 〒252-0229 （歯訪診）第2721号        平成29年 3月 1日
     相歯330 相模原市中央区弥栄２－２－１デ （歯ＣＡＤ）第126163号    平成28年 9月 1日
     ィオ－ル栄Ⅰ　１Ａ （補管）第1728号          平成 8年 4月 1日
     042-753-0180  （１７５）第2902号        平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550260,333.0 グリーン歯科 〒252-0243 （歯ＣＡＤ）第2149号      平成27年10月 1日
     相歯333 相模原市中央区上溝３８６５メゾ （補管）第1685号          平成 8年 4月 1日
     ン石橋１Ｆ５ （１７５）第2935号        平成15年 1月 1日
     042-761-4976  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551260,334.8 山辺歯科医院 〒252-0206 （歯訪診）第554号         平成28年 4月 1日
     相歯334 相模原市中央区渕野辺４－１５－ （歯ＣＡＤ）第2465号      平成28年 4月 1日
     １千成ビル２Ｆ （ＧＴＲ）第76号          平成20年 4月 1日
     042-776-6050  （補管）第1729号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552260,336.3 後藤歯科医院 〒252-0206 （外来環）第1434号        平成30年 3月 1日
     相歯336 相模原市中央区渕野辺３－２１－ （医管）第1687号          平成28年 4月 1日
     １１ （歯訪診）第555号         平成28年 4月 1日
     042-752-1213  （歯リハ２）第178号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1957号      平成27年 7月 1日
     （補管）第1691号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40217号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553260,338.9 浅川歯科クリニック 〒252-0231 （歯ＣＡＤ）第126742号    平成30年 1月 1日
     相歯338 相模原市中央区相模原５－５－５ （補管）第1762号          平成 8年 4月 1日
     グランドメゾン相模原３Ｆ
     042-752-3166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554260,340.5 山本歯科医院 〒252-0311 （補管）第3604号          平成 8年12月 1日
     相歯340 相模原市南区東林間４－３－７ （１７５）第1982号        平成14年 4月 1日
     042-749-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555260,342.1 渋谷歯科医院 〒252-0303 （補管）第6760号          平成25年 3月12日
     相歯342 相模原市南区相模大野３－３－１
     －２０３号
     042-742-4136  (042-745-9628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556260,343.9 松村歯科室 〒252-0206 （補管）第4218号          平成12年 5月 1日
     相歯343 相模原市中央区渕野辺３－２０－ （１７５）第2679号        平成14年 5月 1日
     ９
     042-751-9588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557260,344.7 まさな歯科 〒252-0137 （歯ＣＡＤ）第1881号      平成27年 6月 1日
     相歯344 相模原市緑区二本松３－１－１清 （ＧＴＲ）第146号         平成20年 4月 1日
     水ビル２Ｆ （補管）第1795号          平成 8年 4月 1日
     042-779-5001  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  303

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2558260,347.0 原歯科医院 〒252-0131 （歯ＣＡＤ）第2056号      平成27年 8月 1日
     相歯347 相模原市緑区西橋本２－１７－８ （補管）第1858号          平成 8年 4月 1日
     ウエスト橋本１Ｆ （１７５）第1984号        平成14年 4月 1日
     042-779-9877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2559260,350.4 本町歯科医院 〒252-0202 （医管）第1688号          平成28年 4月 1日
     相歯350 相模原市中央区渕野辺本町５－２ （歯援診）第518号         平成28年 7月 1日
     １－１３ （在歯管）第106号         平成28年 4月 1日
     042-769-5234  （歯訪診）第556号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1861号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40218号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560260,352.0 真生歯科クリニック 〒252-0312 （歯訪診）第3285号        平成29年 4月 1日
     相歯352 相模原市南区相南４－１６－１１ （補管）第1675号          平成20年 8月 4日
     042-745-8008  （１７５）第2680号        平成20年 8月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561260,353.8 池島歯科医院 〒252-0237 （補管）第4615号          平成14年 4月 1日
     相歯353 相模原市中央区千代田６－１－２ （１７５）第1985号        平成14年 4月 1日
     ３千代田岩波ビル１Ｆ
     042-753-8233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562260,357.9 寺崎歯科クリニック 〒252-0344 （外来環）第778号         平成28年 4月 1日
     相歯357 相模原市南区古渕１－６－１０プ （医管）第1689号          平成28年 4月 1日
     レミ－ル古渕２Ｆ （か強診）第32号          平成28年 4月 1日
     042-751-6484  （歯援診）第460号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第107号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第258号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第52号        平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第77号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第30号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1756号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563260,358.7 広井歯科医院 〒252-0311 （歯ＣＡＤ）第1230号      平成26年11月 1日
     相歯358 相模原市南区東林間５－１－８ （歯技工）第50号          平成22年 4月 1日
     042-742-4920  （補管）第1717号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564260,360.3 原歯科医院 〒252-0303 （歯訪診）第3042号        平成29年 4月 1日
     相歯360 相模原市南区相模大野５－９－２ （補管）第1879号          平成 8年 4月 1日
     ０
     042-766-2515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565260,361.1 うねもり歯科医院 〒252-0335 （補管）第1771号          平成 8年 4月 1日
     相歯361 相模原市南区下溝４４７－１ （１７５）第1986号        平成14年 4月 1日
     042-777-2422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  304

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2566260,362.9 トヤ歯科医院 〒252-0303 （補管）第1888号          平成13年 2月 1日
     相歯362 相模原市南区相模大野３－１５－
     １８グリーンコート相模大野２Ｆ
     042-742-6065  (042-742-6128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567260,363.7 すずき歯科医院 〒252-0344 （歯訪診）第260号         平成28年 4月 1日
     相歯363 相模原市南区古渕３－１２－１２ （補管）第1710号          平成 8年 4月 1日
     アクシス古渕２Ｆ
     042-757-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2568260,367.8 郷歯科クリニック 〒252-0335 （歯リハ２）第179号       平成26年 5月 1日
     相歯367 相模原市南区下溝７５６－６三和 （歯ＣＡＤ）第126831号    平成30年 2月 1日
     麻溝店Ｂ館３Ｆ （補管）第1678号          平成 8年 4月 1日
     042-777-2868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569260,372.8 大槻歯科医院 〒252-0312 （補管）第1801号          平成 8年 4月 1日
     相歯372 相模原市南区相南１－２－３０ （１７５）第1987号        平成14年 4月 1日
     042-765-1800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570260,376.9 種市歯科クリニック 〒252-0311 （外来環）第170号         平成20年 7月 1日
     相歯376 相模原市南区東林間４－３３－５ （歯リハ２）第68号        平成26年 4月 1日
     042-740-1747  （補管）第1802号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第1989号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571260,380.1 清水畑矯正歯科医院 〒252-0231 （矯診）第118号           平成22年 4月 1日
     相歯380 相模原市中央区相模原２－９－５ （顎診）第87号            平成18年 4月 1日
     042-750-3721  (042-750-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572260,383.5 さよう歯科医院 〒252-0206 （歯ＣＡＤ）第2359号      平成28年 3月 1日
     相歯383 相模原市中央区渕野辺４－３７－ （補管）第1698号          平成 8年 4月 1日
     ２０
     042-776-3630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573260,384.3 医療法人社団相明会　〒252-0239 （歯訪診）第3043号        平成29年 4月 1日
     相歯384 初田歯科医院 相模原市中央区中央２－１２－１ （歯ＣＡＤ）第607号       平成26年 6月 1日
     ５相模中央ビル２Ｆ （補管）第1674号          平成 8年 4月 1日
     042-751-9588  （１７５）第1991号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574260,385.0 かいとう歯科医院 〒252-0333 （歯ＣＡＤ）第608号       平成26年 6月 1日
     相歯385 相模原市南区東大沼３－３２－１ （補管）第1690号          平成 8年 4月 1日
     ４ウィスティリア１Ｆ
     042-741-8188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575260,386.8 斉藤歯科医院 〒252-0233 （歯訪診）第261号         平成28年 4月 1日
     相歯386 相模原市中央区鹿沼台２－１０－ （歯ＣＡＤ）第1458号      平成27年 1月 1日
     １６第３ＳＫビル２Ｆ－２ （補管）第3561号          平成 8年 8月 1日
     042-768-1084  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  305

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2576260,387.6 医療法人社団　皓歯会〒252-0231 （歯訪診）第3402号        平成29年 9月 1日
     相歯387 　イマイ歯科医院 相模原市中央区相模原２－７－１ （補管）第1767号          平成 8年 4月 1日
     ６ （１７５）第1992号        平成14年 4月 1日
     042-758-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577260,388.4 医療法人社団　松翠会〒252-0325 （外来環）第65号          平成20年 5月 1日
     相歯388 　グリーンパーク歯科相模原市南区新磯野１－８－８ （医管）第1691号          平成28年 4月 1日
     0462-54-4630  （か強診）第106号         平成28年 4月 1日
     （歯援診）第42号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第109号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第215号       平成26年 6月 1日
     （手顕微加）第53号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第609号       平成26年 6月 1日
     （根切顕微）第31号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1741号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578260,389.2 みやした歯科クリニッ〒252-0141 （補管）第1853号          平成14年12月13日
     相歯389 ク 相模原市緑区相原２－３１－１
     042-773-3373  (042-773-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579260,391.8 げん歯科医院 〒252-0344 （医管）第1692号          平成28年 4月 1日
     相歯391 相模原市南区古淵３－１－１１ケ （歯訪診）第263号         平成28年 4月 1日
     ーエムビル１－２Ｆ （歯ＣＡＤ）第1726号      平成27年 4月 1日
     042-750-2001  （補管）第1692号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580260,392.6 小沼歯科医院 〒252-0211 （歯ＣＡＤ）第2466号      平成28年 4月 1日
     相歯392 相模原市中央区宮下本町３－４０ （補管）第1689号          平成 8年 4月 1日
     －１１
     042-779-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581260,393.4 なりた歯科医院 〒252-0303 （歯ＣＡＤ）第126336号    平成29年 2月 1日
     相歯393 相模原市南区相模大野５－２９－ （補管）第1874号          平成 8年 4月 1日
     ２８ （１７５）第2814号        平成14年 5月 1日
     042-748-2360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582260,396.7 氏家歯科医院 〒252-0303 （補管）第1885号          平成 8年 4月 1日
     相歯396 相模原市南区相模大野５－２－３
     042-742-9132  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  306

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2583260,399.1 医療法人社団　緑森会〒252-0232 （外来環）第116号         平成20年 5月 1日
     相歯399 　おくもり歯科医院 相模原市中央区矢部３－６－３ （医管）第1693号          平成28年 4月 1日
     042-751-7964  (042-751-9774) （か強診）第34号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第60号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第110号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第69号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第54号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第87号        平成24年 3月 1日
     （歯技工）第153号         平成22年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第147号         平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第32号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1768号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584260,400.7 むらの歯科医院 〒252-0302 （歯訪診）第2722号        平成29年 3月 1日
     相歯400 相模原市南区上鶴間６－３１－１ （ＧＴＲ）第181号         平成20年 4月 1日
     ０新光東林間ビル２Ｆ （補管）第1739号          平成 8年 4月 1日
     042-740-1088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585260,401.5 椙村歯科医院 〒252-0334 （歯訪診）第2936号        平成29年 4月 1日
     相歯401 相模原市南区若松１－１５－６ （歯リハ２）第70号        平成26年 4月 1日
     042-747-2333  （歯ＣＡＤ）第267号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第148号         平成20年 4月 1日
     （補管）第1798号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2681号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2586260,402.3 あのたに歯科医院 〒252-0233 （歯ＣＡＤ）第1016号      平成26年 9月 1日
     相歯402 相模原市中央区鹿沼台１－１４－ （補管）第1769号          平成 8年 4月 1日
     ８　フローラビル２Ｆ
     042-757-4118  (042-757-4118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587260,403.1 かのえ歯科 〒252-0216 （補管）第1695号          平成 8年 4月 1日
     相歯403 相模原市中央区清新８－１－２０
     シャルム相模原１ＦＡ号
     042-758-7532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588260,404.9 永尾歯科医院 〒252-0206 （外来環）第203号         平成20年 8月 1日
     相歯404 相模原市中央区渕野辺４－１１－ （医管）第1694号          平成28年 4月 1日
     １ （か強診）第35号          平成28年 4月 1日
     042-759-0366  (042-759-0366) （歯援診）第123号         平成28年 4月 1日
     （外後発使）第209号       平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第71号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1548号      平成27年 2月 1日
     （補管）第1800号          平成14年 4月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  307

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2589260,407.2 樋口歯科医院 〒252-0239 （外来環）第402号         平成24年 1月 1日
     相歯407 相模原市中央区中央３－１０－１ （医管）第1695号          平成28年 4月 1日
     ５ （か強診）第36号          平成28年 4月 1日
     042-752-6677  (042-752-6650) （歯訪診）第1847号        平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第55号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2557号      平成28年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第355号         平成24年 1月 1日
     （根切顕微）第33号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6512号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590260,410.6 ゴタンダ歯科医院 〒252-0244 （歯訪診）第2180号        平成28年10月 1日
     相歯410 相模原市中央区田名１８９７ （歯ＣＡＤ）第1231号      平成26年11月 1日
     042-763-5205  （補管）第3706号          平成 9年 7月 1日
     （１７５）第1994号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591263,001.0 岩下歯科 〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第268号       平成26年 4月 1日
     相歯3001 相模原市緑区橋本３－１７－８高 （補管）第6873号          平成25年11月 1日
     木ビル２Ｆ
     042-703-8556  (042-703-8556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592263,002.8 Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ〒252-0231 （歯ＣＡＤ）第126211号    平成28年10月 1日
     相歯3002 ｉｃｅ　Ｓａｇａｍｉ相模原市中央区相模原２－１３－ （補管）第6874号          平成25年11月 1日
     ｈａｒａ １メディカルステージ相模原２Ｆ
     042-816-5000  (042-816-5001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593263,004.4 医療法人大舘会　南橋〒252-0254 （外来環）第1325号        平成29年 8月 1日
     相歯3004 本歯科クリニック 相模原市中央区下九沢５７－１ （歯ＣＡＤ）第200号       平成26年 4月 1日
     042-703-0418  (042-703-0092) （補管）第6918号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594263,007.7 南区オーク歯科クリニ〒252-0311 （歯訪診）第2410号        平成29年 2月 1日
     相歯3007 ック 相模原市南区東林間５－１－９第 （歯ＣＡＤ）第126874号    平成30年 3月 1日
     一誠ビル１０１ （補管）第6949号          平成26年 4月 1日
     042-705-9360  (042-705-9365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595263,008.5 よこやま台歯科クリニ〒252-0241 （歯訪診）第2812号        平成29年 4月 1日
     相歯3008 ック 相模原市中央区横山台２－９－２ （歯ＣＡＤ）第1232号      平成26年11月 1日
     ６ （補管）第6959号          平成26年 4月 1日
     042-704-8066  (042-704-8067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596263,009.3 かない歯科クリニック〒252-0131 （歯ＣＡＤ）第126633号    平成29年10月 1日
     相歯3009 相模原市緑区西橋本１－１１－１ （補管）第6978号          平成26年 5月 1日
     ８
     042-703-6317  (042-703-6318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  308

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2597263,011.9 杉山歯科クリニック 〒252-0303 （歯訪診）第1975号        平成28年 6月 1日
     相歯3011 相模原市南区相模大野３－１１－ （補管）第7009号          平成26年 5月 1日
     ９　藤ビル５Ｆ （酸単）第40219号         平成29年 4月 1日
     042-766-7788  (042-766-7899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598263,012.7 光が丘アット歯科 〒252-0227 （歯ＣＡＤ）第2402号      平成28年 4月 1日
     相歯3012 相模原市中央区光が丘２－１８－ （補管）第7010号          平成26年 7月 1日
     １６０ヤオコー相模原光が丘店２
     Ｆ
     042-707-4242  (042-707-4468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599263,013.5 さがみこ歯科 〒252-0171 （歯訪診）第2723号        平成29年 3月 1日
     相歯3013 相模原市緑区与瀬１０１６－１２ （歯ＣＡＤ）第2604号      平成28年 6月 1日
     042-684-3155  (042-684-3155) （補管）第7027号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600263,014.3 上原歯科医院 〒252-0313 （歯訪診）第1976号        平成28年 6月 1日
     相歯3014 相模原市南区松が枝町６－８ （歯ＣＡＤ）第1233号      平成26年11月 1日
     042-742-3327  (042-740-4881) （補管）第7028号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601263,016.8 サトデンタルクリニッ〒252-0101 （外来環）第766号         平成28年 4月 1日
     相歯3016 ク 相模原市緑区町屋１－４－２７ （医管）第1696号          平成28年 4月 1日
     042-851-2112  (042-851-2626) （歯訪診）第265号         平成28年 4月 1日
     （補管）第7047号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602263,017.6 ゆりデンタルクリニッ〒252-0143 （外来環）第870号         平成28年 7月 1日
     相歯3017 ク 相模原市緑区橋本６－２７－１２ （歯訪診）第264号         平成28年 4月 1日
     042-772-2077  (042-772-2077) （歯ＣＡＤ）第1112号      平成26年10月 1日
     （補管）第7048号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2603263,019.2 中嶋歯科医院 〒252-0144 （歯訪診）第266号         平成28年 4月 1日
     相歯3019 相模原市緑区東橋本３－１６－８ （補管）第7085号          平成26年10月 1日
     　２Ｆ
     042-773-6480  (042-773-2253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604263,020.0 えだ歯科医院 〒252-0321 （医管）第1697号          平成28年 4月 1日
     相歯3020 相模原市南区相模台２－１４－８ （歯訪診）第267号         平成28年 4月 1日
     042-744-1504  (042-744-1504) （歯リハ２）第291号       平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1348号      平成26年11月 1日
     （ＧＴＲ）第418号         平成26年11月 1日
     （補管）第7099号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605263,021.8 医療法人社団泰晴会　〒252-0203 （歯訪診）第3044号        平成29年 4月 1日
     相歯3021 らいおん歯科クリニッ相模原市中央区東淵野辺５－６－ （手顕微加）第107号       平成28年 4月 1日
     ク１６号 １４ （歯ＣＡＤ）第1349号      平成26年11月 1日
     042-754-6480  (042-754-1184) （根切顕微）第77号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7100号          平成26年11月 1日
     （酸単）第40220号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  309

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2606263,022.6 けやき通り歯科 〒252-0328 （歯訪診）第3303号        平成29年 4月 1日
     相歯3022 相模原市南区麻溝台１－２－２７ （補管）第7127号          平成26年12月 1日
     東邦ビル北里１Ｆ
     042-747-8866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607263,023.4 翼歯科口腔クリニック〒252-0143 （外来環）第899号         平成28年 8月 1日
     相歯3023 相模原市緑区橋本３－３１－５エ （医管）第2112号          平成29年 4月 1日
     スポワールⅢ　２Ｆ （歯訪診）第2554号        平成29年 3月 1日
     042-703-1957  (042-703-1958) （手顕微加）第240号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1630号      平成27年 3月 1日
     （根切顕微）第205号       平成29年 9月 1日
     （補管）第7155号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608263,024.2 井上歯科医院 〒252-0143 （歯訪診）第2411号        平成29年 2月 1日
     相歯3024 相模原市緑区橋本６－４５－１６ （歯ＣＡＤ）第1658号      平成27年 2月 7日
     042-772-6467  (042-772-6467) （補管）第7163号          平成27年 2月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609263,025.9 相武台スマイル歯科 〒252-0325 （ＧＴＲ）第427号         平成27年 4月 1日
     相歯3025 相模原市南区新磯野４－５－６－ （補管）第7180号          平成27年 3月 1日
     ９
     046-257-0041  (046-257-0041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610263,026.7 医療法人社団緑相会　〒252-0111 （歯ＣＡＤ）第1810号      平成27年 5月 1日
     相歯3026 エムズ歯科コピオ 相模原市緑区川尻１４４７－５コ （補管）第7171号          平成27年 4月 1日
     ピオ相模原川尻
     042-783-4184  (042-783-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611263,027.5 ふじみ歯科クリニック〒252-0305 （歯リハ２）第311号       平成27年 4月 1日
     相歯3027 相模大野 相模原市南区豊町１５－８－１Ｆ （う蝕無痛）第131号       平成27年 4月 1日
     042-744-2840  (042-744-2840) （歯ＣＡＤ）第1727号      平成27年 4月 1日
     （手術歯根）第70号        平成27年 4月 1日
     （歯技工）第250号         平成29年 3月 1日
     （補管）第7172号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612263,028.3 医療法人社団洋仁会　〒252-0344 （歯訪診）第2040号        平成28年 6月 1日
     相歯3028 こぶちスマイル歯科 相模原市南区古淵３－１３－３３ （歯ＣＡＤ）第1728号      平成27年 4月 1日
     イトーヨーカドー古淵店３Ｆ （補管）第7173号          平成27年 4月 1日
     042-786-1182  (042-786-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613263,029.1 江藤歯科医院 〒252-0176 （歯訪診）第2303号        平成29年 1月 1日
     相歯3029 相模原市緑区寸沢嵐９３１ （補管）第7199号          平成27年 3月20日
     042-685-0012  （１７５）第3046号        平成27年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614263,030.9 医療法人大舘会　南橋〒252-0254 （歯ＣＡＤ）第1921号      平成27年 6月 1日
     相歯3030 本歯科第二クリニック相模原市中央区下九沢９８５－２ （補管）第7209号          平成27年 6月 1日
     042-703-5080  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  310

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2615263,031.7 内田歯科医院 〒252-0226 （外来環）第1015号        平成28年12月 1日
     相歯3031 相模原市中央区陽光台２－４－６ （医管）第2031号          平成29年 1月 1日
     042-757-1876  (042-757-1876) （歯ＣＡＤ）第2150号      平成27年10月 1日
     （補管）第7219号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616263,032.5 相模原中央デンタル 〒252-0239 （歯援診）第613号         平成29年 1月 1日
     相歯3032 相模原市中央区中央５－１－２ベ （歯ＣＡＤ）第2111号      平成27年 9月 1日
     ルドールコート２Ｃ （補管）第7210号          平成27年 6月 1日
     042-851-4485  (042-851-4485)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617263,034.1 東林間駅前歯科 〒252-0311 （外来環）第1072号        平成29年 2月 1日
     相歯3034 相模原市南区東林間４－９－５野 （歯訪診）第2412号        平成29年 2月 1日
     崎ビル２Ｆ２０１ （歯ＣＡＤ）第2019号      平成27年 5月 1日
     042-705-8214  （補管）第7238号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618263,035.8 やました歯科医院 〒252-0233 （外来環）第669号         平成27年 8月 1日
     相歯3035 相模原市中央区鹿沼台２－１０－ （歯ＣＡＤ）第1958号      平成27年 7月 1日
     １３サイトピア１Ｆ （補管）第7228号          平成27年 7月 1日
     042-707-8255  (042-707-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619263,036.6 あい歯科クリニック　〒252-0243 （歯ＣＡＤ）第2605号      平成28年 6月 1日
     相歯3036 上溝 相模原市中央区上溝７－１７－２ （補管）第7269号          平成27年 8月 1日
     ２キュービックビル１Ｆ
     042-713-1839  (042-713-1839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620263,037.4 東林間いわた歯科 〒252-0311 （外来環）第1169号        平成29年 4月 1日
     相歯3037 相模原市南区東林間５－６－１１ （歯ＣＡＤ）第2151号      平成27年10月 1日
     042-705-7277  (042-705-7277) （補管）第7260号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621263,038.2 鈴木歯科医院 〒252-0321 （外来環）第779号         平成28年 4月 1日
     相歯3038 相模原市南区相模台２－１８－３ （医管）第1698号          平成28年 4月 1日
     042-747-2628  (042-747-2628) （歯訪診）第268号         平成28年 4月 1日
     （歯技工）第219号         平成28年 4月 1日
     （補管）第7286号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2622263,039.0 五味デンタルクリニッ〒252-0236 （歯ＣＡＤ）第2270号      平成28年 1月 1日
     相歯3039 ク 相模原市中央区富士見６－５－７ （補管）第7305号          平成27年12月 1日
     三和富士見店２Ｆ
     042-752-5300  (042-752-5323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623263,040.8 にじいろ歯科 〒252-0328 （歯訪診）第2555号        平成29年 3月 1日
     相歯3040 相模原市南区麻溝台５－１５－４ （歯ＣＡＤ）第2360号      平成28年 3月 1日
     042-705-9772  (042-705-9773) （補管）第7306号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  311

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2624263,041.6 小田急相模原ペアナー〒252-0314 （外来環）第736号         平成28年 1月 1日
     相歯3041 ド歯科 相模原市南区南台５－１１－１９ （歯ＣＡＤ）第2332号      平成28年 1月 1日
     　ペアナードオダサガ３０６ （補管）第7351号          平成28年 1月 1日
     042-702-9076  (042-702-9086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625263,042.4 めぐみ歯科クリニック〒252-0237 （歯訪診）第1891号        平成28年 5月 1日
     相歯3042 相模原市中央区千代田２－１２－ （在推進）第107号         平成28年 5月 1日
     ９ （歯ＣＡＤ）第2319号      平成28年 2月 1日
     042-707-1221  (042-707-1222) （補管）第7341号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626263,043.2 ふれあい歯科相模大野〒252-0303 （歯訪診）第3251号        平成29年 4月 1日
     相歯3043 相模原市南区相模大野６－１２－ （補管）第7361号          平成28年 3月 1日
     ５　吉田ビル１０３
     042-766-0850  (042-766-0850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627263,044.0 あきら歯科 〒252-0243 （歯ＣＡＤ）第2361号      平成28年 3月 1日
     相歯3044 相模原市中央区上溝１６７３－１ （補管）第7369号          平成28年 3月 1日
     　２Ｆ
     042-707-4563  (042-707-4562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628263,045.7 リリィ歯科クリニック〒252-0238 （歯ＣＡＤ）第2467号      平成28年 4月 1日
     相歯3045 相模原市中央区星が丘２－１－１ （補管）第7387号          平成28年 4月 1日
     　２Ｆ
     042-707-0211  (042-707-0737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629263,046.5 こんのデンタルクリニ〒252-0184 （歯訪診）第2724号        平成29年 3月 1日
     相歯3046 ック 相模原市緑区小渕２２６８－１　 （補管）第7388号          平成28年 4月 1日
     荒井ビル１Ｆ
     042-687-5880  (042-687-5880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630263,047.3 ふくの歯科　矯正歯科〒252-0314 （歯ＣＡＤ）第126715号    平成30年 1月 1日
     相歯3047 相模原市南区南台６－１９－７ （補管）第7389号          平成28年 4月 1日
     042-741-8080  (042-741-8081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631263,048.1 長谷川歯科医院 〒252-0143 （補管）第7416号          平成28年 3月10日
     相歯3048 相模原市緑区橋本３－１０－５
     042-772-0030  (042-772-0030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  312

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2632263,049.9 歯科川﨑医院 〒252-0243 （外来環）第795号         平成28年 4月 1日
     相歯3049 相模原市中央区上溝３１７５－１ （医管）第1786号          平成28年 4月 1日
     　かみみぞクリニックビル （か強診）第130号         平成28年 5月 1日
     042-756-1113  (042-756-1113) （歯援診）第483号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第153号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第471号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第106号         平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第366号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2534号      平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第457号         平成28年 4月 1日
     （補管）第7408号          平成28年 4月 1日
     （矯診）第230号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633263,050.7 たかはしデンタルクリ〒252-0143 （歯訪診）第3141号        平成29年 4月 1日
     相歯3050 ニック 相模原市緑区橋本２－４－７　Ｋ （歯ＣＡＤ）第2664号      平成28年 7月 1日
     ＴＳビル１０２ （補管）第7424号          平成28年 5月 1日
     042-703-8522  (042-703-8567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634263,052.3 相模原わかまつ歯科 〒252-0334 （補管）第7410号          平成28年 4月 1日
     相歯3052 相模原市南区若松４－１７－１７
     　開成企業ビル２Ｆ
     042-748-2217  (042-748-2218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635263,053.1 東林間歯科 〒252-0302 （か強診）第641号         平成30年 3月 1日
     相歯3053 相模原市南区上鶴間５－９－１８ （歯援診）第743号         平成29年 6月 1日
     　和興東林間ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第2606号      平成28年 6月 1日
     042-746-4886  (042-767-4414) （補管）第7425号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636263,054.9 せき歯科医院 〒252-0243 （歯訪診）第2308号        平成29年 1月 1日
     相歯3054 相模原市中央区上溝６－８－１２ （歯ＣＡＤ）第2558号      平成28年 5月 1日
     　オークルコート１－２ （補管）第7426号          平成28年 5月 1日
     042-733-0018  (042-733-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637263,055.6 医療法人社団メディハ〒252-0143 （外来環）第796号         平成28年 4月 1日
     相歯3055 ーモニー　あさかわ歯相模原市緑区橋本６－３６－１　 （医管）第1701号          平成28年 4月 1日
     科医院 グラントーレ橋本２Ｆ （か強診）第164号         平成28年 6月 1日
     042-772-5920  （歯訪診）第1977号        平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第136号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2536号      平成28年 4月 1日
     （補管）第7411号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第40221号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  313

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2638263,056.4 歯科川﨑医院あいおい〒252-0235 （外来環）第850号         平成28年 7月 1日
     相歯3056 相模原市中央区相生１－６－４ （医管）第1841号          平成28年 6月 1日
     042-707-0444  (042-707-0446) （か強診）第533号         平成29年 6月 1日
     （歯援診）第771号         平成29年 9月 1日
     （在歯管）第172号         平成28年 6月 1日
     （歯地連）第474号         平成28年 6月 1日
     （在推進）第137号         平成29年11月 1日
     （歯リハ２）第372号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2607号      平成28年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第467号         平成28年 6月 1日
     （補管）第7453号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639263,057.2 つばさ歯科医院 〒252-0302 （補管）第7454号          平成28年 6月 1日
     相歯3057 相模原市南区上鶴間７－２－２　
     東林間セントラルハイツ１０２
     042-705-1762  (042-705-1763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640263,058.0 みんなの歯医者 〒252-0344 （外来環）第1045号        平成29年 1月 1日
     相歯3058 相模原市南区古淵２－１９－７　 （歯訪診）第2937号        平成29年 4月 1日
     １Ｆ （歯ＣＡＤ）第126164号    平成28年 9月 1日
     042-707-4182  (042-707-4182) （補管）第7486号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641263,060.6 コクア歯科クリニック〒252-0253 （歯ＣＡＤ）第126212号    平成28年10月 1日
     相歯3060 相模原市中央区南橋本１－１６－ （補管）第7508号          平成28年10月 1日
     １
     042-703-3693  (042-703-3694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642263,061.4 上鶴間歯科医院 〒252-0303 （外来環）第989号         平成28年 9月 1日
     相歯3061 相模原市南区相模大野９－１５－ （医管）第1973号          平成28年 9月 1日
     ２８ （か強診）第305号         平成28年 9月 1日
     042-767-2342  (042-767-2342) （歯援診）第579号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第240号         平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第395号       平成28年11月 1日
     （補管）第7524号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2643263,062.2 ファミリア歯科医院 〒252-0312 （歯訪診）第2556号        平成29年 3月 1日
     相歯3062 相模原市南区相南４－２４－４６ （歯ＣＡＤ）第126237号    平成28年11月 1日
     　サンスイＡ７１１ （補管）第7532号          平成28年11月 1日
     042-705-2553  (042-705-2553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644263,063.0 医療法人よつ葉会　ゆ〒252-0245 （外来環）第1262号        平成29年 6月 1日
     相歯3063 めの森歯科　さがみは相模原市中央区田名塩田３－２－ （歯訪診）第2307号        平成29年 1月 1日
     ら １４　スーパーアルプス塩田店１ （歯ＣＡＤ）第126272号    平成28年12月 1日
     Ｆ （補管）第7542号          平成28年12月 1日
     042-711-9604  (042-711-9605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  314

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2645263,065.5 てるてファミリー歯科〒252-0242 （外来環）第1062号        平成28年12月 1日
     相歯3065 相模原市中央区横山４－１－１８ （医管）第2037号          平成28年12月 1日
     042-750-1848  (042-750-1848) （か強診）第395号         平成29年 2月 1日
     （歯訪診）第2413号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126316号    平成28年12月 1日
     （補管）第7566号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646263,066.3 石田歯科医院 〒252-0231 （歯ＣＡＤ）第126317号    平成28年11月29日
     相歯3066 相模原市中央区相模原２－４－１ （補管）第7567号          平成28年11月29日
     ８ （酸単）第40222号         平成29年 4月 1日
     042-752-4479  (042-796-4875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647263,067.1 おおこし歯科クリニッ〒252-0231 （歯訪診）第2813号        平成29年 4月 1日
     相歯3067 ク 相模原市中央区相模原５－２－１ （歯ＣＡＤ）第126362号    平成29年 3月 1日
     ３　藤ビル１Ｆ （補管）第7589号          平成29年 3月 1日
     042-755-4697  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648263,068.9 Ｅーデンタル 〒252-0143 （補管）第7581号          平成29年 1月 1日
     相歯3068 相模原市緑区橋本２－３－６　吉
     美ビル２Ｆ
     042-772-3221  (042-722-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649263,069.7 医療法人社団Ｅｎｔｅ〒252-0143 （手顕微加）第196号       平成29年 1月 1日
     相歯3069 ｒｄｏ　Ｅｎｄｏ　Ｎ相模原市緑区橋本３－１２－６ （補管）第7588号          平成29年 1月 1日
     ａｔｕｒａｌ　Ｄｅｎ042-703-4408  (042-703-4626)
     ｔａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650263,070.5 相模原アクアデンタル〒252-0314 （歯訪診）第3320号        平成29年 5月 1日
     相歯3070 クリニック 相模原市南区南台５－６－１　マ （歯ＣＡＤ）第126458号    平成29年 5月 1日
     ンションエトワール１Ｆ （補管）第7631号          平成29年 5月 1日
     0427-44-4618  (0427-44-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2651263,071.3 石川歯科医院 〒252-0324 （外来環）第1316号        平成29年 6月 1日
     相歯3071 相模原市南区相武台２－１４－２ （医管）第2159号          平成29年 6月 1日
     ３ （か強診）第548号         平成29年 6月 1日
     046-255-5650  (046-255-5615) （在歯管）第350号         平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第3386号        平成29年 6月 1日
     （歯リハ２）第431号       平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126549号    平成29年 6月 1日
     （補管）第7687号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652263,072.1 にこにこデンタルクリ〒252-0303 （外来環）第1350号        平成29年 7月27日
     相歯3072 ニック 相模原市南区相模大野７－１４－ （か強診）第567号         平成29年 7月27日
     ９　グリーンシティビル１Ｆ－Ｃ （歯援診）第774号         平成29年 7月27日
     042-749-3088  （歯ＣＡＤ）第126594号    平成29年 9月 1日
     （補管）第7712号          平成29年 7月27日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  315

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2653263,073.9 さくらデンタル 〒252-0243 （歯訪診）第3415号        平成29年10月 1日
     相歯3073 相模原市中央区上溝３－１９－１ （歯ＣＡＤ）第126629号    平成29年10月 1日
     ３　ＫｙＭａｘ上溝ビル１Ｆ１０ （補管）第7718号          平成29年10月 1日
     １店舗
     042-866-5619  (042-866-5619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654263,074.7 ＡＹデンタルクリニッ〒252-0344 （補管）第7749号          平成29年11月 1日
     相歯3074 ク 相模原市南区古淵２－１０－１　
     イオン相模原ショッピングセンタ
     ー３Ｆ
     042-707-1825  (042-707-1825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655263,075.4 小林歯科医院 〒252-0211 （補管）第7750号          平成29年10月31日
     相歯3075 相模原市中央区宮下本町２－１－ （１７５）第3057号        平成29年10月31日
     ６
     042-758-1110  (042-758-1110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656263,076.2 医療法人社団ＯＨＰ　〒252-0314 （外来環）第1454号        平成30年 2月 1日
     相歯3076 あんざい歯科医院 相模原市南区南台３－２０－１　 （医管）第2216号          平成30年 2月 1日
     ラクアル・オダサガ１Ｆ （歯訪診）第3483号        平成30年 2月 1日
     042-748-0648  (042-748-0648) （手顕微加）第263号       平成30年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126907号    平成30年 2月 1日
     （根切顕微）第235号       平成30年 2月 1日
     （補管）第7805号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657263,078.8 アクリアデンタルクリ〒252-0243
     相歯3078 ニック上溝 相模原市中央区上溝３－２０－２
     ４　戸田ビルディング２Ｆ
     042-785-2251  (042-785-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658264,411.0 あけど歯科医院 〒252-0244 （歯訪診）第2814号        平成29年 4月 1日
     相歯411 相模原市中央区田名４１４６－１ （歯ＣＡＤ）第126134号    平成28年 8月 1日
     042-763-5322  （補管）第1744号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659264,413.6 よねざわ歯科医院 〒252-0303 （外来環）第926号         平成28年 7月 1日
     相歯413 相模原市南区相模大野３－１４－ （手顕微加）第113号       平成28年 4月 1日
     ７　ソフトビル３Ｆ３０１号 （う蝕無痛）第159号       平成28年 8月 1日
     042-741-7222  (042-741-7223) （歯ＣＡＤ）第431号       平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第91号        平成28年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第473号         平成28年 8月 1日
     （根切顕微）第107号       平成28年 7月 1日
     （補管）第1719号          平成20年 5月10日
     （酸単）第40469号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660264,414.4 かりこみ歯科 〒252-0135 （歯訪診）第3286号        平成29年 4月 1日
     相歯414 相模原市緑区大島１３７９－１５ （歯ＣＡＤ）第2608号      平成28年 6月 1日
     042-763-8880  （補管）第1688号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  316

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2661264,415.1 高田歯科クリニック 〒252-0333 （補管）第1753号          平成 8年 4月 1日
     相歯415 相模原市南区東大沼２－２９－８
     ハイツ高田１Ｆ
     042-741-8735  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662264,418.5 大谷歯科医院 〒252-0243 （歯訪診）第3252号        平成29年 4月 1日
     相歯418 相模原市中央区上溝５－２－２１ （歯ＣＡＤ）第1959号      平成27年 7月 1日
     042-762-0257  （補管）第1764号          平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663264,419.3 医療法人社団　中央歯〒252-0239 （歯訪診）第269号         平成28年 4月 1日
     相歯419 科医院 相模原市中央区中央２－７－９ （補管）第1792号          平成 8年 7月 1日
     042-756-5046  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664264,421.9 医療法人社団厚誠会歯〒252-0303 （外来環）第383号         平成23年 4月 1日
     相歯421 科相模大野 相模原市南区相模大野３－８－１ （医管）第1526号          平成22年 4月 1日
     小田急相模大野ステイションスク （か強診）第98号          平成28年 4月 1日
     エア９Ｆ （歯援診）第106号         平成29年 3月 1日
     042-767-1411  （在歯管）第23号          平成22年 4月 1日
     （補管）第4335号          平成12年 4月 1日
     （矯診）第162号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665264,423.5 杉山歯科医院 〒252-0326 （外来環）第66号          平成20年 5月 1日
     相歯423 相模原市南区新戸１９３９－１９ （医管）第1699号          平成28年 4月 1日
     0462-57-2228  （か強診）第37号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第270号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第61号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第913号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第199号         平成20年 5月 1日
     （根切顕微）第34号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3714号          平成 9年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666264,426.8 ヨロズ歯科医院 〒252-0321 （医管）第1797号          平成28年 5月 1日
     相歯426 相模原市南区相模台２－３－２ベ （在歯管）第158号         平成28年 5月 1日
     ルプレイン２０１ （歯訪診）第1892号        平成28年 5月 1日
     042-749-6480  （う蝕無痛）第166号       平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126652号    平成29年11月 1日
     （手術歯根）第99号        平成28年11月 1日
     （補管）第3642号          平成 9年 4月 1日
     （酸単）第40223号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  317

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2667264,427.6 古谷田歯科医院 〒252-0314 （外来環）第67号          平成20年 5月 1日
     相歯427 相模原市南区南台５－１６－１８ （医管）第1700号          平成28年 4月 1日
     042-744-1613  （か強診）第38号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第43号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第111号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第73号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第56号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2468号      平成28年 4月 1日
     （歯技工）第197号         平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第35号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4473号          平成 9年 4月 1日
     （１７５）第1995号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668264,428.4 ゆうデンタルクリニッ〒252-0318 （補管）第3673号          平成 9年 5月 1日
     相歯428 ク 相模原市南区上鶴間本町３－６－
     ６三徳ビル２－２Ｆ
     042-741-8817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2669264,431.8 中村歯科医院 〒252-0131 （歯訪診）第272号         平成28年 4月 1日
     相歯431 相模原市緑区西橋本５－１－２萩 （歯リハ２）第353号       平成28年 4月 1日
     原第２ビル２０２ （補管）第3694号          平成 9年 5月 1日
     042-774-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670264,432.6 田名中央歯科医院 〒252-0244 （歯ＣＡＤ）第1960号      平成27年 7月 1日
     相歯432 相模原市中央区田名４３２４－１ （補管）第1872号          平成 9年 5月 1日
     　マルヤスビル２階
     042-761-4710  (042-761-4710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671264,438.3 町田デンタルクリニッ〒252-0302 （歯ＣＡＤ）第1347号      平成26年12月 1日
     相歯438 ク 相模原市南区上鶴間７－６－６中 （補管）第4822号          平成14年 6月 1日
     島ビル２Ｆ
     042-765-8588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672264,441.7 田所歯科クリニック 〒252-0254 （歯ＣＡＤ）第346号       平成26年 4月 1日
     相歯441 相模原市中央区下九沢１７３７－ （補管）第1754号          平成 9年11月 1日
     １１
     042-763-5670  (042-763-8385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673264,442.5 水沼歯科 〒252-0336 （歯ＣＡＤ）第126731号    平成30年 1月 1日
     相歯442 相模原市南区当麻１２７０－３ス （補管）第3770号          平成 9年12月 1日
     ズキビル１Ｆ
     042-777-2322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  318

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2674264,444.1 パール歯科医院 〒252-0232 （外来環）第1016号        平成28年12月 1日
     相歯444 相模原市中央区矢部３－１－２０ （医管）第2110号          平成29年 4月 1日
     042-768-1887  (042-768-1887) （歯訪診）第3142号        平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第218号       平成29年 5月 1日
     （補管）第6362号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675264,446.6 アオキ歯科クリニック〒252-0239 （歯訪診）第2211号        平成28年11月 1日
     相歯446 相模原市中央区中央３－１４－７ （補管）第3815号          平成15年10月23日
     セントラルビル１Ｆ （１７５）第1997号        平成15年10月23日
     042-755-0353  (042-755-0353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676264,447.4 山田歯科医院 〒252-0231 （歯リハ２）第276号       平成26年 9月 1日
     相歯447 相模原市中央区相模原４－７－１ （歯ＣＡＤ）第1550号      平成27年 2月 1日
     ０エスプラザビル１Ｆ （ＧＴＲ）第150号         平成20年 4月 1日
     042-786-8081  （補管）第3878号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677264,448.2 西門歯科医院 〒252-0231 （歯ＣＡＤ）第2057号      平成27年 8月 1日
     相歯448 相模原市中央区相模原６－２６－ （補管）第6624号          平成24年 6月 1日
     ６ （酸単）第40224号         平成29年 4月 1日
     042-758-8191  (042-758-8196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678264,449.0 ひらの歯科医院 〒252-0318 （歯ＣＡＤ）第126801号    平成30年 2月 1日
     相歯449 相模原市南区上鶴間本町６－２８ （ＧＴＲ）第239号         平成20年 5月 1日
     －６ （補管）第3842号          平成10年 5月15日
     042-749-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679264,453.2 よしだ歯科医院 〒252-0318 （外来環）第68号          平成20年 5月 1日
     相歯453 相模原市南区上鶴間本町２－１１ （医管）第440号           平成18年 4月 1日
     －１９ （か強診）第377号         平成29年 1月 1日
     042-767-8211  （歯援診）第644号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2220号      平成27年12月 1日
     （補管）第3902号          平成10年11月 1日
     （酸単）第40225号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680264,456.5 キシダ歯科 〒252-0239 （歯ＣＡＤ）第1234号      平成26年11月 1日
     相歯456 相模原市中央区中央１－１－１４ （補管）第5843号          平成20年12月 3日
     －１０２
     042-776-0027  (042-776-0027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681264,457.3 けやき歯科医院 〒252-0237 （歯ＣＡＤ）第126537号    平成29年 7月 1日
     相歯457 相模原市中央区千代田７－６－２ （補管）第3967号          平成11年 3月15日
     ４
     042-733-0648  (042-733-0648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  319

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2682264,460.7 サン歯科 〒252-0243 （歯訪診）第2557号        平成29年 3月 1日
     相歯460 相模原市中央区上溝２１７９－４ （歯ＣＡＤ）第126580号    平成29年 9月 1日
     シルベール１０５ （補管）第3986号          平成11年 4月15日
     042-763-8118  （１７５）第2911号        平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683264,461.5 にしお歯科 〒252-0312 （歯訪診）第275号         平成28年 4月 1日
     相歯461 相模原市南区相南４－２４－３３ （歯ＣＡＤ）第432号       平成26年 5月 1日
     リベラルビル１Ｆ （補管）第4019号          平成11年 6月 1日
     042-767-2640  (042-767-2646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684264,462.3 医療法人社団　啓友会〒252-0303 （歯ＣＡＤ）第1459号      平成27年 1月 1日
     相歯462 　清水歯科医院 相模原市南区相模大野３－１７－ （補管）第1687号          平成11年 6月 1日
     １３井上ビル２Ｆ
     042-749-8800  (042-747-5562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685264,463.1 田中歯科クリニック 〒252-0131 （歯ＣＡＤ）第126658号    平成29年11月 1日
     相歯463 相模原市緑区西橋本５－１－１　 （補管）第1755号          平成11年 6月 1日
     ラ・フロール１Ｆ （１７５）第2684号        平成14年 5月 1日
     042-774-0070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686264,464.9 細谷歯科 〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第2469号      平成28年 4月 1日
     相歯464 相模原市緑区橋本２－１４－９ （補管）第1847号          平成11年 7月 1日
     0427-73-9416  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687264,466.4 みた歯科医院 〒252-0124 （補管）第4767号          平成14年 5月 1日
     相歯466 相模原市緑区田名２１８６－１
     042-761-6480  (042-761-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688264,470.6 医療法人社団　幸伸会〒252-0233 （歯ＣＡＤ）第126642号    平成29年11月 1日
     相歯470 　ふちのべ歯科クリニ相模原市中央区鹿沼台１－１５－ （補管）第1867号          平成11年12月 1日
     ック １グレイスＫ２－１Ｆ （１７５）第1999号        平成14年 4月 1日
     042-754-0114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689264,472.2 加藤歯科クリニック 〒252-0253 （歯ＣＡＤ）第1882号      平成27年 6月 1日
     相歯472 相模原市中央区南橋本２－６－６ （補管）第4131号          平成12年 3月 1日
     ライオンズマンション南橋本１０
     ２
     042-772-5645  (042-772-5645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690264,474.8 まるさき歯科クリニッ〒252-0243 （外来環）第1149号        平成29年 3月 1日
     相歯474 ク 相模原市中央区上溝１６８１－８ （医管）第2077号          平成29年 3月 1日
     042-733-8322  （歯訪診）第557号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1114号      平成26年10月 1日
     （補管）第4133号          平成12年 3月 1日
     （１７５）第2685号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  320

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2691264,475.5 相模大野歯科クリニッ〒252-0303 （補管）第4217号          平成12年 4月15日
     相歯475 ク 相模原市南区相模大野４－５－１
     ７ロビーファイブ相模大野Ｐ－２
     ０７
     042-767-3007  (042-767-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692264,476.3 医療法人社団　敬親会〒252-0231 （補管）第4221号          平成12年 5月 1日
     相歯476 　相模原イッツデンタ相模原市中央区相模原１－１－１
     ルクリニック ９相模原Ｉｔ´ｓ５Ｆ
     0427-76-8148  (0427-76-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693264,477.1 エーデルワイスデンタ〒252-0303 （補管）第4231号          平成12年 8月 1日
     相歯477 ルクリニック 相模原市南区相模大野３－１２－ （１７５）第2000号        平成14年 4月 1日
     １２相模大野セントラルプラザ３
     Ｆ
     042-701-1184  (042-701-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694264,478.9 医療法人社団　博佳会〒252-0242 （歯訪診）第276号         平成28年 4月 1日
     相歯478 　鈴川歯科医院 相模原市中央区横山４－１４－１ （補管）第1713号          平成12年 6月 1日
     042-758-1001  (042-757-5942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2695264,480.5 古淵駅前歯科医院 〒252-0344 （外来環）第1253号        平成29年 6月 1日
     相歯480 相模原市南区古淵２－１８－３山 （か強診）第519号         平成29年 6月 1日
     政第一ビル３Ｆ （歯援診）第734号         平成29年 5月 1日
     042-768-1991  (042-768-1993) （歯ＣＡＤ）第189号       平成26年 4月 1日
     （補管）第3641号          平成12年 6月 1日
     （１７５）第2001号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696264,483.9 きのした歯科 〒252-0313 （外来環）第1286号        平成29年 7月 1日
     相歯483 相模原市南区松が枝町１７－１５ （歯ＣＡＤ）第914号       平成26年 8月 1日
     平和ビル２Ｆ （補管）第4292号          平成12年12月 1日
     042-743-7447  (042-743-7447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697264,487.0 医療法人社団　敬親会〒252-0143 （補管）第4783号          平成14年 5月 1日
     相歯487 　おとなとこどもの歯相模原市緑区橋本６－２－２Ｅ－
     科医院 ３０１－１
     042-700-0080  (042-700-0080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698264,488.8 医療法人　誠真会　横〒252-0229 （歯リハ２）第275号       平成26年 8月 1日
     相歯488 山デンタルクリニック相模原市中央区弥栄２－９－１１ （補管）第1727号          平成12年12月 1日
     042-756-2601  (042-756-2401) （１７５）第2002号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699264,489.6 ムカエ歯科医院 〒252-0344 （う蝕無痛）第75号        平成22年11月 1日
     相歯489 相模原市南区古淵２－１６－９リ （歯ＣＡＤ）第611号       平成26年 4月 1日
     バーストーン古淵２０１ （手術歯根）第28号        平成22年11月 1日
     042-776-7575  (042-776-7575) （補管）第1794号          平成12年12月 2日
     （酸単）第40226号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  321

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2700264,491.2 医療法人社団　明仁会〒252-0226 （外来環）第204号         平成20年 8月 1日
     相歯491 　陽光台歯科クリニッ相模原市中央区陽光台２－２１－ （医管）第1524号          平成22年 4月 1日
     ク ２３ （う蝕無痛）第24号        平成20年 4月 1日
     042-730-9099  (042-730-9069) （歯ＣＡＤ）第2059号      平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第9号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第318号         平成22年 4月 1日
     （補管）第4316号          平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701264,492.0 びぜん歯科医院 〒252-0334 （補管）第4348号          平成13年 3月 1日
     相歯492 相模原市南区若松５－１７－１５
     042-742-8076  (042-742-8076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702264,493.8 あんぞう歯科 〒252-0203 （歯ＣＡＤ）第126795号    平成30年 2月 1日
     相歯493 相模原市中央区東淵野辺３－５－ （補管）第4366号          平成13年 4月 1日
     １７
     042-755-1881  (042-755-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703264,495.3 あさだ歯科 〒252-0332 （歯訪診）第3278号        平成29年 4月 1日
     相歯495 相模原市南区西大沼１－１８－３ （歯リハ２）第74号        平成26年 4月 1日
     アポロマキシムⅡ－１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126145号    平成28年 6月 1日
     042-750-7578  （補管）第4385号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704264,496.1 石渡歯科クリニック 〒252-0331 （歯訪診）第278号         平成28年 4月 1日
     相歯496 相模原市南区大野台６－１８－３ （歯ＣＡＤ）第1729号      平成27年 4月 1日
     ４ （補管）第4395号          平成13年 5月15日
     042-730-8122  (042-730-8121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705264,498.7 みやこ歯科医院 〒252-0235 （歯訪診）第2414号        平成29年 2月 1日
     相歯498 相模原市中央区相生３－１３－５ （歯ＣＡＤ）第2362号      平成28年 3月 1日
     サンエイト相生１０５ （補管）第4401号          平成13年 6月 1日
     042-750-8001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706264,499.5 医療法人社団　福舞会〒252-0334 （外来環）第780号         平成28年 4月 1日
     相歯499 　おやなぎ歯科 相模原市南区若松５－１９－１０ （医管）第1702号          平成28年 4月 1日
     アイル若松２Ｆ （か強診）第39号          平成28年 4月 1日
     042-746-6481  (042-746-4801) （歯援診）第461号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第112号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第277号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第216号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第612号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1745号          平成13年 6月 1日
     （酸単）第40227号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707264,500.0 元気歯科医院 〒252-0311 （歯ＣＡＤ）第2152号      平成27年10月 1日
     相歯500 相模原市南区東林間５－１１－８ （補管）第4418号          平成13年 7月 1日
     042-741-8181  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  322

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2708264,506.7 鹿沼台歯科クリニック〒252-0233 （補管）第4565号          平成13年12月 1日
     相歯506 相模原市中央区鹿沼台２－２１－
     １２パークサイドビル１－２
     042-759-7566  (042-759-7565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709264,508.3 くりもと歯科医院 〒252-0254 （歯ＣＡＤ）第2221号      平成27年12月 1日
     相歯508 相模原市中央区下九沢１４８０ （補管）第4582号          平成14年 2月 1日
     042-761-2050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710264,509.1 鶴山歯科クリニック 〒252-0303 （補管）第4635号          平成14年 4月 1日
     相歯509 相模原市南区相模大野６－７－１
     モカコート１Ｆ
     042-705-0751  (042-705-0752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711264,511.7 川島歯科医院 〒252-0231 （外来環）第301号         平成21年 1月 1日
     相歯511 相模原市中央区相模原３－１２－ （歯訪診）第2655号        平成29年 3月 1日
     ９パーシモンビル１Ｆ （歯リハ２）第290号       平成26年12月 1日
     042-786-1727  （歯ＣＡＤ）第1350号      平成26年12月 1日
     （補管）第4636号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712264,512.5 かみみぞ中央歯科 〒252-0243 （歯ＣＡＤ）第915号       平成26年 8月 1日
     相歯512 相模原市中央区上溝４－１４－６ （補管）第4637号          平成14年 4月 1日
     －１Ｆ
     042-764-1768  (042-764-1767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713264,517.4 たなか歯科診療室 〒252-0344 （歯ＣＡＤ）第126581号    平成29年 9月 1日
     相歯517 相模原市南区古淵４－４－５アル （補管）第4804号          平成14年 5月15日
     シオンヒル１Ｆ
     042-730-3339  (042-730-3430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714264,519.0 松田歯科クリニック 〒252-0318 （外来環）第1233号        平成29年 5月 1日
     相歯519 相模原市南区上鶴間本町１－４６ （歯特連）第52号          平成29年 5月 1日
     －６パストラル相模大野１０６ （医管）第2123号          平成29年 5月 1日
     042-765-1801  (042-765-1801) （か強診）第510号         平成29年 5月 1日
     （歯援診）第716号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第328号         平成29年 5月 1日
     （歯地連）第493号         平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126427号    平成29年 4月 1日
     （補管）第3711号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715264,522.4 医療法人社団　西友会〒252-0303 （歯リハ２）第217号       平成26年 6月 1日
     相歯522 　西川歯科医院 相模原市南区相模大野３－１７－ （手顕微加）第125号       平成28年 5月 1日
     １９高橋ビル２Ｆ （補管）第4921号          平成14年12月 1日
     042-744-6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  323

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2716264,523.2 相模大野駅前歯科医院〒252-0303 （外来環）第1254号        平成29年 6月 1日
     相歯523 相模原市南区相模大野３－１８－ （歯訪診）第3046号        平成29年 4月 1日
     １０アリスビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第191号       平成26年 4月 1日
     042-767-7360  (042-767-7362) （補管）第4923号          平成14年12月 1日
     （１７５）第2868号        平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717264,525.7 けいおう橋本駅歯科室〒252-0143 （歯訪診）第2725号        平成29年 3月 1日
     相歯525 相模原市緑区橋本２－３－２ （歯ＣＡＤ）第150号       平成26年 4月 1日
     042-771-4177  （補管）第4521号          平成15年 1月 1日
     （１７５）第2912号        平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718264,526.5 星が丘歯科クリニック〒252-0238 （歯ＣＡＤ）第1460号      平成27年 1月 1日
     相歯526 相模原市中央区星が丘１－１１－ （補管）第4264号          平成15年 1月 1日
     ３ハイツ・スターヒルズ１０１ （酸単）第40228号         平成29年 4月 1日
     042-750-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719264,527.3 加藤歯科医院 〒252-0235 （外来環）第599号         平成26年12月 1日
     相歯527 相模原市中央区相生４－１－２０ （医管）第1703号          平成28年 4月 1日
     042-754-9559  (042-754-9559) （か強診）第40号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第480号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第25号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1351号      平成26年12月 1日
     （補管）第1833号          平成15年 1月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720264,528.1 よつばのクローバー歯〒252-0245 （補管）第4940号          平成15年 3月 1日
     相歯528 科 相模原市中央区田名塩田３－９－
     ５４
     042-778-6808  (042-778-6808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721264,529.9 いとう歯科クリニック〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第126732号    平成30年 1月 1日
     相歯529 相模原市緑区橋本６－１－２４味 （補管）第4939号          平成15年 3月 1日
     の食彩館はしもと３Ｆ
     042-771-8241  (042-779-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722264,533.1 宮内歯科クリニック 〒252-0317 （外来環）第544号         平成26年 5月 1日
     相歯533 相模原市南区御園２－１－１５　 （補管）第6413号          平成23年 8月 1日
     １Ｆ
     042-740-1918  (042-740-1918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723264,535.6 ひらおか歯科 〒252-0231 （補管）第4964号          平成15年 4月 1日
     相歯535 相模原市中央区相模原８－１－４
     釜田ビル１Ｆ
     042-757-3555  (042-757-3555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724264,537.2 みさ歯科 〒252-0321 （外来環）第560号         平成26年 7月 1日
     相歯537 相模原市南区相模台７－１－５ （歯ＣＡＤ）第776号       平成26年 7月 1日
     042-747-3918  (042-747-3918) （補管）第4978号          平成15年 4月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  324

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2725264,539.8 さくら歯科医院 〒252-0251 （歯訪診）第2656号        平成29年 3月 1日
     相歯539 相模原市中央区大野台３－２－２ （歯ＣＡＤ）第1883号      平成27年 6月 1日
     ５ （補管）第4990号          平成15年 5月 1日
     042-786-4510  (042-786-4919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726264,541.4 レアルデンタルクリニ〒252-0237 （歯訪診）第2558号        平成29年 3月 1日
     相歯541 ック 相模原市中央区千代田３－３－２ （歯ＣＡＤ）第2060号      平成27年 8月 1日
     042-750-7506  (042-750-7506) （補管）第5005号          平成15年 6月 1日
     （１７５）第2944号        平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727264,545.5 クローバー歯科クリニ〒252-0243 （補管）第5031号          平成15年 8月 1日
     相歯545 ック 相模原市中央区上溝５－１４－１
     ９ダイエー上溝店４Ｆ
     042-762-8041  (042-762-8041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728264,550.5 とくとみ歯科医院 〒252-0232 （歯訪診）第3143号        平成29年 4月 1日
     相歯550 相模原市中央区矢部２－１５－１ （歯ＣＡＤ）第1730号      平成27年 4月 1日
     042-776-6480  (042-776-6480) （補管）第5078号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2729264,552.1 はやかわ歯科クリニッ〒252-0311 （外来環）第689号         平成27年10月 1日
     相歯552 ク 相模原市南区東林間３－８－１６ （医管）第1798号          平成28年 5月 1日
     042-701-8247  （在歯管）第159号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第1893号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2403号      平成28年 4月 1日
     （補管）第5117号          平成16年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730264,553.9 サウザンロードデンタ〒252-0321 （医管）第2173号          平成29年10月 1日
     相歯553 ルクリニック 相模原市南区相模台１－１４－２ （歯ＣＡＤ）第126618号    平成29年10月 1日
     ０ （補管）第5142号          平成16年 4月15日
     042-765-8020  (042-765-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731264,555.4 マリン歯科クリニック〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第126238号    平成28年11月 1日
     相歯555 相模原市緑区橋本２－１０－２１ （補管）第5136号          平成16年 4月15日
     スパジオ中村１Ｆ （１７５）第2958号        平成16年 8月 1日
     042-770-6480  (042-770-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732264,556.2 うしお歯科医院 〒252-0321 （補管）第5164号          平成16年 6月 1日
     相歯556 相模原市南区相模台２－４－５
     042-744-2882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733264,557.0 鶴園歯科医院 〒252-0318 （補管）第5165号          平成16年 6月 1日
     相歯557 相模原市南区上鶴間本町７－１０
     －２７
     042-767-2226  (042-765-4165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  325

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2734264,565.3 そのこ矯正歯科 〒252-0303 （歯訪診）第279号         平成28年 4月 1日
     相歯565 相模原市南区相模大野３－１２－ （歯リハ２）第75号        平成26年 4月 1日
     ６アポロ相模大野ビル５Ｆ （歯技工）第231号         平成28年 4月 1日
     042-740-8817  （補管）第5472号          平成18年 5月 1日
     （補管）第7390号          平成28年 4月 1日
     （矯診）第193号           平成22年12月 1日
     （顎診）第142号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735264,567.9 ふじわら歯科 〒252-0226 （歯ＣＡＤ）第1352号      平成26年12月 1日
     相歯567 相模原市中央区陽光台２－２－８ （補管）第5302号          平成17年 4月15日
     ＥＭビル１０１
     042-755-8808  (042-755-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736264,568.7 かきぬま歯科 〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第127号       平成26年 4月 1日
     相歯568 相模原市緑区橋本６－２０－１リ （補管）第5303号          平成17年 4月15日
     ビオ橋本タワーブロードビーンズ
     １Ｆ－２Ｂ
     042-773-8776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737264,569.5 医療法人社団　聖歯会〒252-0206 （外来環）第630号         平成27年 3月 1日
     相歯569 　かねだ歯科診療室 相模原市中央区淵野辺３－６－２ （歯訪診）第2938号        平成29年 4月 1日
     ０ＳＫ信栄ビル１階１０１号室 （歯ＣＡＤ）第269号       平成26年 4月 1日
     042-759-1418  (042-759-1418) （補管）第3865号          平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738264,570.3 板坂歯科医院 〒252-0244 （歯ＣＡＤ）第1050号      平成26年 8月 1日
     相歯570 相模原市中央区田名５６７０－４ （補管）第4537号          平成17年 6月 1日
     042-714-0648  (042-714-0649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2739264,571.1 さいとう歯科クリニッ〒252-0244 （補管）第4474号          平成17年 6月14日
     相歯571 ク 相模原市中央区田名３１９１－１ （１７５）第1996号        平成17年 6月14日
     042-760-8887  (042-760-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740264,575.2 たむら歯科医院 〒252-0202 （外来環）第1150号        平成29年 3月 1日
     相歯575 相模原市中央区渕野辺本町４－２ （歯訪診）第2726号        平成29年 3月 1日
     ５－１８ブルックスソレイユ１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126274号    平成28年12月 1日
     042-755-0851  (042-755-0851) （補管）第5364号          平成17年 9月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741264,576.0 くぼくら歯科クリニッ〒252-0216 （歯ＣＡＤ）第1235号      平成26年11月 1日
     相歯576 ク 相模原市中央区清新５－４－１ （補管）第5376号          平成17年10月 1日
     042-855-8020  (042-855-8010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742264,577.8 医療法人社団　ドモン〒252-0303 （矯診）第128号           平成22年 4月 1日
     相歯577 矯正歯科 相模原市南区相模大野３－１９－ （顎診）第93号            平成18年 4月 1日
     １１日広第２ビル７Ｆ
     042-767-3977  (042-767-3978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  326

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2743264,578.6 さとう歯科クリニック〒252-0143 （歯リハ２）第180号       平成26年 5月 1日
     相歯578 相模原市緑区橋本６－２－３Ｂ’ （歯ＣＡＤ）第434号       平成26年 5月 1日
     ＳモールＷ２０３ （補管）第4291号          平成17年11月 1日
     042-700-1121  (042-700-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744264,579.4 医療法人社団　敬親会〒252-0344 （歯ＣＡＤ）第126789号    平成30年 2月 1日
     相歯579 　古淵おとなとこども相模原市南区古淵２－３－７Ｔ＆ （補管）第5301号          平成17年12月 1日
     の歯科医院 Ｔ第ニビル１０２
     042-730-8241  (042-730-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745264,581.0 新井歯科医院 〒252-0316 （歯訪診）第2093号        平成28年 8月 1日
     相歯581 相模原市南区双葉２－１８－１０ （補管）第1825号          平成18年 2月25日
     042-746-8654  (045-746-8654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746264,583.6 萩原歯科医院 〒252-0152 （外来環）第728号         平成28年 2月 1日
     相歯583 相模原市緑区太井５９９－１ （医管）第1704号          平成28年 4月 1日
     042-784-6464  （か強診）第41号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第69号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第113号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1884号      平成27年 6月 1日
     （補管）第2270号          平成18年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747264,585.1 ひし山歯科医院 〒252-0153 （補管）第3475号          平成18年 3月20日
     相歯585 相模原市緑区根小屋字金原１５５
     ２－３
     042-784-9700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2748264,586.9 野村歯科医院 〒252-0157 （外来環）第329号         平成21年 9月 1日
     相歯586 相模原市緑区中野９６６－５高橋 （医管）第1705号          平成28年 4月 1日
     ビル２Ｆ （か強診）第42号          平成28年 4月 1日
     042-780-0088  （歯援診）第93号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第114号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1885号      平成27年 6月 1日
     （補管）第2265号          平成18年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2749264,587.7 すぎむら歯科医院 〒252-0161 （外来環）第781号         平成28年 4月 1日
     相歯587 相模原市緑区青野原２０３６－１ （歯訪診）第281号         平成28年 4月 1日
     ８ （歯ＣＡＤ）第1963号      平成27年 7月 1日
     042-787-0751  （補管）第2279号          平成18年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750264,588.5 関戸歯科医院 〒252-0156 （か強診）第43号          平成28年 4月 1日
     相歯588 相模原市緑区青山２５２５ （歯訪診）第558号         平成28年 4月 1日
     042-784-0603  （歯リハ２）第76号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2364号      平成28年 3月 1日
     （補管）第3521号          平成18年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  327

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2751264,589.3 みやはら歯科医院 〒252-0157 （歯訪診）第282号         平成28年 4月 1日
     相歯589 相模原市緑区中野１３５１－３ヤ （補管）第2277号          平成18年 3月20日
     マモトスポーツビル２Ｆ
     042-784-7676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752264,592.7 中島歯科医院 〒252-0152 （歯ＣＡＤ）第126495号    平成29年 6月 1日
     相歯592 相模原市緑区太井２２９ （補管）第3695号          平成18年 3月20日
     042-784-6774  (042-784-6774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753264,593.5 なかの歯科医院 〒252-0157 （歯ＣＡＤ）第2061号      平成27年 8月 1日
     相歯593 相模原市緑区中野１７７０ （補管）第4505号          平成18年 3月20日
     0120-30-6480  (0120-30-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754264,596.8 布施歯科医院 〒252-0172 （歯訪診）第559号         平成28年 4月 1日
     相歯596 相模原市緑区与瀬本町４５ （補管）第2271号          平成18年 3月20日
     042-684-2223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755264,597.6 古田歯科医院 〒252-0302 （補管）第5505号          平成18年 7月 1日
     相歯597 相模原市南区上鶴間６－３１－１
     ３
     042-742-4618  (042-742-2362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756264,598.4 星歯科矯正 〒252-0232 （矯診）第102号           平成22年 4月 1日
     相歯598 相模原市中央区矢部４－１２－１ （顎診）第129号           平成19年 5月 1日
     １
     042-755-0822  (042-860-3616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757264,600.8 あべ歯科医院 〒252-0231 （歯ＣＡＤ）第2189号      平成27年11月 1日
     相歯600 相模原市中央区相模原１－２－７ （補管）第5498号          平成18年 6月 1日
     Ｔ、Ｎビル２Ｆ
     042-753-6788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758264,601.6 ホワイト歯科 〒252-0227 （歯ＣＡＤ）第1165号      平成26年10月 1日
     相歯601 相模原市中央区光が丘３－２３－ （補管）第1796号          平成18年 6月 1日
     ９Ｙ・Ｃビル１Ｆ
     042-756-1388  (042-756-1388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759264,602.4 たむら歯科診療所 〒252-0303 （外来環）第1073号        平成29年 2月 1日
     相歯602 相模原市南区相模大野９－１５－ （歯訪診）第2415号        平成29年 2月 1日
     ３２ （歯リハ２）第77号        平成26年 4月 1日
     042-707-8912  (042-707-8918) （歯ＣＡＤ）第153号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5516号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760264,603.2 浜口歯科クリニック 〒252-0303 （歯ＣＡＤ）第1811号      平成27年 5月 1日
     相歯603 相模原市南区相模大野７－１８－ （ＧＴＲ）第289号         平成21年 6月 1日
     ３シングルハイツ相模大野１０２ （補管）第5528号          平成18年10月 1日
     042-860-1511  (042-860-1510)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  328

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2761264,606.5 すだ歯科クリニック 〒252-0312 （歯訪診）第1978号        平成28年 6月 1日
     相歯606 相模原市南区相南４－２３－４　 （補管）第5537号          平成18年12月 1日
     ２Ｆ
     042-743-1418  (042-743-7818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762264,609.9 戸倉歯科医院 〒252-0232 （歯ＣＡＤ）第126363号    平成29年 3月 1日
     相歯609 相模原市中央区矢部１－８－１ （補管）第1757号          平成19年 1月 1日
     042-752-2391  (042-752-5227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763264,610.7 小島歯科医院 〒252-0111 （外来環）第900号         平成28年 8月 1日
     相歯610 相模原市緑区川尻４１７６ （歯訪診）第283号         平成28年 4月 1日
     042-782-7841  （歯ＣＡＤ）第270号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2268号          平成19年 3月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764264,611.5 島田歯科医院 〒252-0105 （歯ＣＡＤ）第2559号      平成28年 5月 1日
     相歯611 相模原市緑区久保沢２－３－３２ （歯技工）第78号          平成22年 4月 1日
     042-782-2137  （補管）第2278号          平成19年 3月11日
     （１７５）第1649号        平成19年 3月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2765264,612.3 野﨑歯科医院 〒252-0184 （歯訪診）第284号         平成28年 4月 1日
     相歯612 相模原市緑区小渕１６１４－４ （歯ＣＡＤ）第126770号    平成30年 1月 1日
     042-687-2271  （補管）第2264号          平成19年 3月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766264,616.4 城山歯科クリニック 〒252-0111 （歯ＣＡＤ）第126373号    平成29年 3月 1日
     相歯616 相模原市緑区川尻１７０９－３ （補管）第2276号          平成19年 3月11日
     042-782-6501  （１７５）第1650号        平成19年 3月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767264,617.2 宮嵜歯科医院 〒252-0116 （歯訪診）第286号         平成28年 4月 1日
     相歯617 相模原市緑区城山２－１－１ （歯ＣＡＤ）第2112号      平成27年 9月 1日
     042-783-1918  （補管）第2267号          平成19年 3月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768264,618.0 落合歯科医院 〒252-0184 （外来環）第371号         平成22年 5月 1日
     相歯618 相模原市緑区小渕１６７７ （医管）第2062号          平成29年 3月 1日
     042-687-2645  (0426-87-2645) （か強診）第418号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第645号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第278号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1354号      平成26年12月 1日
     （補管）第4176号          平成19年 3月11日
     （１７５）第1653号        平成19年 3月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769264,620.6 池田歯科医院 〒252-0302 （歯訪診）第3253号        平成29年 4月 1日
     相歯620 相模原市南区上鶴間６－２４－８ （歯ＣＡＤ）第2363号      平成28年 3月 1日
     042-748-8008  (042-748-8516) （補管）第1772号          平成19年 4月 3日
     （１７５）第1990号        平成19年 4月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  329

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2770264,621.4 医療法人社団　福富会〒252-0232 （外来環）第407号         平成24年 4月 1日
     相歯621 　福富歯科クリニック相模原市中央区矢部３－４－１八 （医管）第1557号          平成24年 4月 1日
     木ビル１階 （歯訪診）第287号         平成28年 4月 1日
     042-755-5505  (042-755-5505) （歯リハ２）第78号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第57号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第183号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第777号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第116号       平成29年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第362号         平成24年 6月 1日
     （根切顕微）第36号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5067号          平成19年 5月 1日
     （酸単）第40576号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771264,623.0 矯正歯科モガワクリニ〒252-0143 （矯診）第103号           平成22年 4月 1日
     相歯623 ック 相模原市緑区橋本６－２－３Ｂ’ （顎診）第135号           平成19年10月 1日
     ｓタワー橋本Ｗ棟２０２
     042-700-2813  (042-773-1205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772264,626.3 こもり歯科 〒252-0328 （歯ＣＡＤ）第2062号      平成27年 8月 1日
     相歯626 相模原市南区麻溝台６－２１－２ （補管）第5621号          平成19年 6月 1日
     ２
     042-701-0934  (042-701-0935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773264,627.1 医療法人社団　カジノ〒252-0311 （外来環）第950号         平成28年 9月 1日
     相歯627 インターナショナルＤ相模原市南区東林間６－２６－１ （歯訪診）第3047号        平成29年 4月 1日
     Ｓ　カジノ歯科医院 042-742-9482  (042-742-9482) （歯ＣＡＤ）第126459号    平成29年 5月 1日
     （補管）第1786号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774264,630.5 ビレッジ歯科クリニッ〒252-0231 （外来環）第1193号        平成29年 4月 1日
     相歯630 ク 相模原市中央区相模原３－６－６ （歯訪診）第3048号        平成29年 4月 1日
     －３Ｆ （歯リハ２）第79号        平成26年 4月 1日
     042-753-7788  (042-753-7788) （歯ＣＡＤ）第89号        平成26年 4月 1日
     （補管）第5644号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2775264,632.1 市岡歯科クリニック 〒252-0314 （歯訪診）第2559号        平成29年 3月 1日
     相歯632 相模原市南区南台５－１２－１９ （歯ＣＡＤ）第1017号      平成26年 9月 1日
     　セントラルビル１Ｆ （補管）第5635号          平成19年 7月 1日
     042-701-8117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776264,633.9 みどり歯科 〒252-0313 （歯ＣＡＤ）第2320号      平成28年 2月 1日
     相歯633 相模原市南区松が枝町２５－１５ （補管）第5671号          平成19年10月 1日
     　鈴木ビル１Ｆ
     042-766-2056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777264,637.0 宮澤歯科 〒252-0105 （歯ＣＡＤ）第1961号      平成27年 7月 1日
     相歯637 相模原市緑区久保沢３－９－２ （補管）第5667号          平成19年10月 1日
     042-783-8274  (042-783-8284)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  330

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2778264,639.6 大島デンタルクリニッ〒252-0135 （歯ＣＡＤ）第1551号      平成27年 2月 1日
     相歯639 ク 相模原市緑区大島２７９３ （補管）第5675号          平成19年10月15日
     042-760-0079  (042-760-0079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779264,643.8 やがた歯科医院 〒252-0306 （歯ＣＡＤ）第1964号      平成27年 7月 1日
     相歯643 相模原市南区栄町１－１５ （補管）第5708号          平成20年 1月 1日
     042-742-3775  (042-742-3775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780264,646.1 あいおい歯科医院 〒252-0235 （歯ＣＡＤ）第1355号      平成26年12月 1日
     相歯646 相模原市中央区相生１－３－１５ （補管）第5709号          平成20年 1月 1日
     兵頭ビル２Ｆ
     042-758-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781264,647.9 檜原歯科医院 〒252-0239 （外来環）第312号         平成21年 5月 1日
     相歯647 相模原市中央区中央４－６－４ （医管）第1706号          平成28年 4月 1日
     042-754-6619  (042-754-6619) （歯訪診）第288号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第80号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第148号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第8号           平成20年 4月 1日
     （補管）第1852号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782264,649.5 ひまわり歯科 〒252-0231 （外来環）第555号         平成26年 6月 1日
     相歯649 相模原市中央区相模原５－５－１ （か強診）第594号         平成29年12月 1日
     　エス・バイ・エルマンション相 （歯援診）第296号         平成29年 2月 1日
     模原１Ｆ （在推進）第28号          平成26年 4月 1日
     042-730-6686  (042-730-6687) （手顕微加）第58号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第435号       平成26年 5月 1日
     （補管）第4104号          平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783264,650.3 鈴木歯科医院 〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第1812号      平成27年 5月 1日
     相歯650 相模原市緑区橋本７－１－２３ （補管）第1814号          平成20年 4月 1日
     042-772-1673  (042-773-8259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784264,658.6 アイリス歯科医院 〒252-0331 （外来環）第490号         平成25年10月 1日
     相歯658 相模原市南区大野台１－１８－２ （医管）第1606号          平成26年 4月 1日
     １ （か強診）第44号          平成28年 4月 1日
     042-711-7723  (042-711-7724) （歯援診）第503号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第289号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第81号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1886号      平成27年 6月 1日
     （補管）第5781号          平成20年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2785264,661.0 たにぐち歯科クリニッ〒252-0328 （補管）第5818号          平成20年12月 1日
     相歯661 ク 相模原市南区麻溝台２－８－１８
     042-741-4184  (042-741-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  331

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2786264,663.6 医療法人社団　ティー〒252-0242 （歯リハ２）第402号       平成29年 2月 1日
     相歯663 スプランニング　吉田相模原市中央区横山２－１４－１ （補管）第5849号          平成21年 1月 1日
     歯科医院 ８
     042-757-1765  (042-757-1765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2787264,667.7 医療法人社団　進歯会〒252-0143 （外来環）第822号         平成28年 6月 1日
     相歯667 　大田歯科クリニック相模原市緑区橋本３－１５－１７ （医管）第1842号          平成28年 6月 1日
     ＨＫビル１０２ （歯援診）第194号         平成28年 4月 1日
     042-774-1088  (042-774-1088) （在歯管）第173号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1301号      平成26年11月 1日
     （補管）第5898号          平成21年 4月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788264,668.5 医療法人社団　蓮優会〒252-0303 （外来環）第934号         平成28年 8月 1日
     相歯668 　女子大前歯科 相模原市南区相模大野５－２５－ （医管）第1509号          平成21年 4月 1日
     ６女子大前ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第436号       平成26年 5月 1日
     042-747-8456  （補管）第5919号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789264,670.1 アップルデンタルクリ〒252-0226 （歯ＣＡＤ）第126860号    平成30年 3月 1日
     相歯670 ニック 相模原市中央区陽光台４－８－２ （補管）第5942号          平成21年 7月 1日
     ０
     042-786-6487  (042-786-6488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790264,672.7 原宿デンタルクリニッ〒252-0105 （歯ＣＡＤ）第1660号      平成27年 3月 1日
     相歯672 ク 相模原市緑区久保沢１－５－１　 （補管）第5963号          平成21年 7月 1日
     小木ビル２Ｆ
     042-783-1695  (042-783-1695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791264,673.5 五島デンタルクリニッ〒252-0303 （歯訪診）第2094号        平成28年 8月 1日
     相歯673 ク 相模原市南区相模大野７－３５－ （歯ＣＡＤ）第2365号      平成28年 3月 1日
     １－１０２ （補管）第5964号          平成21年 8月 1日
     042-765-2217  (042-765-2217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792264,677.6 ルミエル歯科医院 〒252-0226 （外来環）第823号         平成28年 6月 1日
     相歯677 相模原市中央区陽光台５－１９－ （歯訪診）第1979号        平成28年 6月 1日
     １７ （歯リハ２）第82号        平成26年 4月 1日
     042-768-3334  (042-768-3334) （歯ＣＡＤ）第63号        平成26年 4月 1日
     （補管）第5998号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793264,678.4 ふるや歯科医院 〒252-0243 （歯ＣＡＤ）第2366号      平成28年 3月 1日
     相歯678 相模原市中央区上溝４５５３－３ （補管）第5999号          平成21年10月 1日
     042-713-3450  (042-713-3450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794264,680.0 山田歯科医院 〒252-0215 （補管）第6081号          平成21年12月 8日
     相歯680 相模原市中央区氷川町１－１
     042-752-5220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  332

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2795264,681.8 医療法人社団仁慈会　〒252-0231 （歯援診）第784号         平成29年11月 1日
     相歯681 ホワイトデンタルクリ相模原市中央区相模原１－１－３ （歯訪診）第3392号        平成29年 8月 1日
     ニック 　セレオ相模原２Ｆ （歯ＣＡＤ）第271号       平成26年 4月 1日
     042-704-3808  (042-704-3809) （ＧＴＲ）第304号         平成22年 3月 1日
     （補管）第6093号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796264,682.6 よつ葉歯科医院 〒252-0318 （歯訪診）第2815号        平成29年 4月 1日
     相歯682 相模原市南区上鶴間本町４－４８ （歯ＣＡＤ）第1962号      平成27年 7月 1日
     －３ （補管）第6080号          平成22年 3月 1日
     042-705-2332  (042-705-2332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2797264,683.4 さくら歯科クリニック〒252-0243 （う蝕無痛）第114号       平成26年 4月 1日
     相歯683 相模原市中央区上溝２３７０－１ （歯ＣＡＤ）第2367号      平成28年 3月 1日
     ２ （手術歯根）第57号        平成26年 4月 1日
     042-764-2345  （補管）第6099号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798264,687.5 あんどう歯科医院 〒252-0318 （歯援診）第462号         平成28年 4月 1日
     相歯687 相模原市南区上鶴間本町９－３２ （補管）第6179号          平成22年 7月 1日
     －１１
     042-740-8846  (042-740-8846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799264,691.7 イースト橋本歯科 〒252-0146 （歯ＣＡＤ）第126213号    平成28年10月 1日
     相歯691 相模原市緑区大山町１－２２　ア （補管）第6225号          平成22年10月 1日
     リオ橋本１Ｆ
     042-703-0880  (042-703-0880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800264,693.3 医療法人社団　伸義会〒252-0131 （歯訪診）第3299号        平成29年 4月 1日
     相歯693 　メディカルサイト歯相模原市緑区西橋本５－１－１　 （補管）第6238号          平成22年10月 1日
     科 東急ストア３Ｆ （酸単）第40229号         平成29年 4月 1日
     042-700-4181  (042-700-4181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801264,697.4 たかしま歯科 〒252-0253 （歯ＣＡＤ）第1552号      平成27年 2月 1日
     相歯697 相模原市中央区南橋本１－６－２ （補管）第6239号          平成22年11月 1日
     　鈴木ビル１Ｆ
     042-705-8211  (042-705-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802264,698.2 医療法人社団　佳仁会〒252-0303 （外来環）第615号         平成27年 1月 1日
     相歯698 　ステーション歯科 相模原市南区相模大野３－１１－ （医管）第1546号          平成22年11月 1日
     ５　３Ｆ （か強診）第45号          平成28年 4月 1日
     042-767-2170  (042-767-2490) （歯援診）第302号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第59号          平成24年 7月 1日
     （歯地連）第440号         平成22年11月 1日
     （手顕微加）第59号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第437号       平成26年 5月 1日
     （補管）第6260号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  333

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2803264,699.0 笹川矯正歯科 〒252-0131 （矯診）第195号           平成22年12月 1日
     相歯699 相模原市緑区西橋本５－１－２　 （顎診）第148号           平成22年12月 1日
     ハタノ第２ビル１Ｆ
     042-772-3171  (042-774-5655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804264,702.2 岩﨑デンタルクリニッ〒252-0303 （歯訪診）第2939号        平成29年 4月 1日
     相歯702 ク 相模原市南区相模大野６－１８－ （歯ＣＡＤ）第2222号      平成27年12月 1日
     ４　遠藤ビル１Ｆ （補管）第6289号          平成23年 3月 1日
     042-705-8682  (042-705-8683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805264,703.0 マーガレット歯科医院〒252-0317 （歯ＣＡＤ）第126857号    平成30年 3月 1日
     相歯703 相模原市南区御園４－２－１４ （補管）第6303号          平成23年 4月 1日
     042-765-0131  (042-765-3148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806264,708.9 医療法人　明仁会　ア〒252-0318 （外来環）第387号         平成23年 4月 1日
     相歯708 キチ歯科医院 相模原市南区上鶴間本町８－１４ （医管）第1708号          平成28年 4月 1日
     －１６ （か強診）第47号          平成28年 4月 1日
     042-741-8311  (042-741-8312) （歯援診）第186号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第116号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第181号       平成26年 5月 1日
     （手顕微加）第60号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第118号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第438号       平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第61号        平成26年 5月 1日
     （根切顕微）第37号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6348号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807264,710.5 サンフラワー相模原歯〒252-0314 （歯援診）第342号         平成29年 3月 1日
     相歯710 科 相模原市南区南台５－１２－１１ （歯ＣＡＤ）第1813号      平成27年 5月 1日
     　アールアサオカ相模原ビル３Ｆ （補管）第6335号          平成23年 5月 1日
     042-748-4184  (042-748-4188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808264,711.3 こぶちファミリー歯科〒252-0344 （補管）第6336号          平成23年 5月 1日
     相歯711 クリニック 相模原市南区古淵３－２－７　ア
     ポロマキシムⅠ
     042-707-7456  (042-707-7456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809264,712.1 医療法人社団　清颯会〒252-0335 （外来環）第444号         平成24年11月 1日
     相歯712 　プラザ歯科医院 相模原市南区下溝６０６－２１　 （歯ＣＡＤ）第126号       平成26年 4月 1日
     ぷらざ２３６９　２階Ｄ、Ｅ号室 （補管）第6379号          平成23年 6月 1日
     042-777-7377  (042-777-7475) （酸単）第40230号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810264,713.9 東林間歯科クリニック〒252-0311 （補管）第6434号          平成23年11月 1日
     相歯713 相模原市南区東林間５－１２－１
     ３　セブンビル１Ｆ
     042-746-0418  (042-746-1519)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  334

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2811264,718.8 さがみおおのデンタル〒252-0370 （歯ＣＡＤ）第126611号    平成29年10月 1日
     相歯718 オフィス 相模原市南区相模大野３－９－１ （補管）第6435号          平成23年10月 1日
     　相模大野モアーズ４Ｆ
     042-705-2444  (042-705-2444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812264,719.6 大森歯科医院 〒252-0232 （歯訪診）第2136号        平成28年 9月 1日
     相歯719 相模原市中央区矢部１－１９－１ （補管）第6451号          平成23年 9月11日
     ４
     042-752-4118  (042-751-8585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813264,720.4 飯豊歯科クリニック 〒252-0253 （外来環）第436号         平成24年 8月 1日
     相歯720 相模原市中央区南橋本１－１２－ （か強診）第236号         平成28年 8月 1日
     １４南橋本善明メディカルビル４ （歯訪診）第2657号        平成29年 3月 1日
     Ｆ－２ （歯ＣＡＤ）第2321号      平成28年 2月 1日
     042-700-1825  (042-700-1847) （補管）第6471号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814264,722.0 みよし通り歯科 〒252-0321 （外来環）第439号         平成24年10月 1日
     相歯722 相模原市南区相模台４－７－１６ （医管）第2011号          平成28年12月 1日
     サニエスト相模台１Ｆ （か強診）第350号         平成28年12月 1日
     042-767-2666  (042-767-2555) （歯援診）第559号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第249号         平成28年12月 1日
     （補管）第6473号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815264,723.8 いたさか歯科相模原駅〒252-0231 （外来環）第1074号        平成29年 2月 1日
     相歯723 前クリニック 相模原市中央区相模原１－２－１ （歯ＣＡＤ）第613号       平成26年 6月 1日
     ７クリスタル相模原５Ｆ （補管）第6502号          平成24年 2月 1日
     042-730-4618  (042-730-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816264,727.9 西橋本歯科医院 〒252-0131 （歯ＣＡＤ）第614号       平成26年 6月 1日
     相歯727 相模原市緑区西橋本２－１０－１ （補管）第6520号          平成24年 3月 1日
     ６　１Ｆ－１号室
     042-703-0708  (042-703-0708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817264,728.7 嶋田歯科医院 〒252-0324 （歯ＣＡＤ）第272号       平成26年 4月 1日
     相歯728 相模原市南区相武台１－２０－４ （補管）第6574号          平成24年 4月 1日
     046-251-2355  (046-252-7848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818264,729.5 医療法人社団　緑相会〒252-0104 （歯ＣＡＤ）第2271号      平成28年 1月 1日
     相歯729 　エムズ歯科医院 相模原市緑区向原２－１－１Ａコ （補管）第6597号          平成24年 5月 1日
     ープ城山店　１Ｆ
     042-782-6480  (042-782-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819264,731.1 とみた歯科クリニック〒252-0335 （医管）第1883号          平成28年 7月 1日
     相歯731 相模原市南区下溝５９９－６ （歯訪診）第292号         平成28年 4月 1日
     042-777-0089  (042-777-0089) （歯ＣＡＤ）第126568号    平成29年 8月 1日
     （補管）第6588号          平成24年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  335

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2820264,732.9 おおた歯科診療室 〒252-0102 （外来環）第589号         平成26年11月 1日
     相歯732 相模原市緑区原宿２－７－１ （医管）第1843号          平成28年 6月 1日
     042-783-5750  (042-783-5750) （歯訪診）第2940号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第317号       平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第238号       平成30年 3月 1日
     （補管）第6636号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821264,733.7 こぶち歯科医院 〒252-0344 （外来環）第1255号        平成29年 6月 1日
     相歯733 相模原市南区古淵３－１－１２古 （か強診）第520号         平成29年 6月 1日
     淵グローバルハウス１Ｆ （歯援診）第721号         平成29年 4月 1日
     042-704-6480  (042-704-6482) （歯ＣＡＤ）第194号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6640号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822264,739.4 医療法人社団裕人会　〒252-0336 （か強診）第315号         平成28年10月 1日
     (266,739.2) ミナミクリニック 相模原市南区当麻８９３－８　九 （歯援診）第434号         平成29年 3月 1日
     相歯739 坊院クリニックビル１Ｆ （補管）第6681号          平成24年10月 1日
     042-711-9703  (042-711-9704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823264,740.2 六地蔵歯科医院 〒252-0134 （歯ＣＡＤ）第2063号      平成27年 8月 1日
     相歯740 相模原市緑区下九沢１９９０－５ （補管）第6712号          平成24年11月21日
     042-762-3958  (042-761-9565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824264,742.8 たんぽぽ歯科医院 〒252-0231 （歯援診）第289号         平成29年 1月 1日
     相歯742 相模原市中央区相模原２－１－７ （在推進）第120号         平成29年 1月 1日
     樋口ビル４０１ （補管）第6735号          平成25年 1月 1日
     042-786-0068  (042-786-0069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825264,748.5 庄井歯科医院 〒252-0318 （外来環）第1406号        平成30年 2月 1日
     相歯748 相模原市南区上鶴間本町４－１４ （か強診）第620号         平成30年 2月 1日
     －３０ （歯訪診）第2305号        平成29年 1月 1日
     042-748-3161  (042-748-3161) （歯リハ２）第251号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第778号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6766号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826264,749.3 医療法人社団ホライゾ〒252-0303 （歯訪診）第2560号        平成29年 3月 1日
     相歯749 ン　太陽の丘デンタル相模原市南区相模大野５－２７－ （歯ＣＡＤ）第126692号    平成29年12月 1日
     クリニック １２ （補管）第6785号          平成25年 4月 1日
     042-705-9118  (042-705-9119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827264,750.1 鶴山歯科医院 〒252-0318 （補管）第6775号          平成25年 5月 1日
     相歯750 相模原市南区上鶴間本町２－１３
     －３Ｋ．ＭパークサイドＡ号室
     042-815-1000  (042-815-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  336

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2828264,751.9 医療法人社団健やか家〒252-0236 （医管）第1709号          平成28年 4月 1日
     相歯751 族　ふるかわ歯科クリ相模原市中央区富士見１－５－１ （歯訪診）第293号         平成28年 4月 1日
     ニック ６ルビナスコーポ２Ｆ （歯リハ２）第182号       平成26年 5月 1日
     042-758-3515  (042-758-3515) （歯ＣＡＤ）第126884号    平成30年 3月 1日
     （補管）第6801号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829264,752.7 みやじま歯科 〒252-0143 （歯ＣＡＤ）第615号       平成26年 6月 1日
     相歯752 相模原市緑区橋本３－１４－１－ （ＧＴＲ）第381号         平成25年 5月 1日
     １Ｆ （補管）第6802号          平成25年 5月 1日
     042-770-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830264,753.5 橋本駅前歯科クリニッ〒252-0143 （歯訪診）第3144号        平成29年 4月 1日
     相歯753 ク 相模原市緑区橋本６－２－１イオ （歯ＣＡＤ）第1965号      平成27年 7月 1日
     ン橋本店４Ｆ （補管）第6811号          平成25年 6月 1日
     042-770-6474  (042-770-6474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831264,757.6 古淵なかの歯科クリニ〒252-0203 （外来環）第1250号        平成29年 5月 1日
     相歯757 ック 相模原市中央区東淵野辺３－１１ （歯訪診）第294号         平成28年 4月 1日
     －１オールウェイズビル１０１ （歯ＣＡＤ）第126716号    平成30年 1月 1日
     042-704-8366  (042-704-8366) （補管）第6889号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832270,018.5 奥田歯科 〒238-0243 （補管）第1909号          平成 8年 4月 1日
     浦市歯18 三浦市三崎町小綱代長畑１５７９
     0468-81-4163  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833270,025.0 医療法人社団南州会　〒238-0241 （外来環）第360号         平成22年 4月 1日
     (271,004.4) 井上クリニック 三浦市天神町４－１７ （医管）第1485号          平成20年 4月 1日
     浦市歯25 0468-82-4111  (046-881-7971) （歯援診）第165号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第35号          平成22年 4月 1日
     （在推進）第53号          平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1115号      平成26年10月 1日
     （歯技工）第122号         平成22年 4月 1日
     （補管）第1905号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2007号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834270,027.6 石橋歯科医院 〒238-0101 （外来環）第951号         平成28年 9月 1日
     浦市歯27 三浦市南下浦町上宮田３２５８ （医管）第1799号          平成28年 5月 1日
     0468-88-4323  （歯訪診）第297号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1887号      平成27年 6月 1日
     （補管）第1891号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40231号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835270,029.2 弓削歯科医院 〒238-0101 （外来環）第350号         平成22年 3月 1日
     浦市歯29 三浦市南下浦町上宮田３１６６－ （歯訪診）第2416号        平成29年 2月 1日
     ２１ （補管）第1899号          平成 8年 4月 1日
     0468-89-0640  （１７５）第2008号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  337

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2836270,030.0 大野歯科医院 〒238-0243 （補管）第1902号          平成 8年 4月 1日
     浦市歯30 三浦市三崎町５－２－１５
     0468-82-3721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2837270,034.2 大石歯科医院 〒238-0111 （外来環）第339号         平成21年12月 1日
     浦市歯34 三浦市初声町下宮田４６６－１ （歯訪診）第560号         平成28年 4月 1日
     0468-88-1529  （歯技工）第169号         平成22年 8月 1日
     （補管）第1894号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40432号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838270,036.7 鈴木歯科クリニック 〒238-0222 （歯訪診）第298号         平成28年 4月 1日
     浦市歯36 三浦市岬陽町２－３０ （歯ＣＡＤ）第126869号    平成30年 3月 1日
     0468-81-7874  （補管）第1893号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839270,037.5 医療法人社団　三浦歯〒238-0101 （外来環）第310号         平成21年 3月 1日
     浦市歯37 科医院 三浦市南下浦町上宮田木の間１４ （歯訪診）第3145号        平成29年 4月 1日
     ８６－１ （歯ＣＡＤ）第126639号    平成29年11月 1日
     0468-88-6481  (0468-88-6498) （歯技工）第220号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1900号          平成12年 7月19日
     （１７５）第2009号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40232号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840270,039.1 石井歯科医院 〒238-0101 （補管）第1897号          平成 8年 4月 1日
     浦市歯39 三浦市南下浦町上宮田３１８２－ （１７５）第2815号        平成14年 5月 1日
     ５－１０１
     046-889-3047  (046-889-3056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841270,042.5 油壺歯科診療所 〒238-0246 （歯訪診）第299号         平成28年 4月 1日
     浦市歯42 三浦市尾上町１８ソノラスコート （歯ＣＡＤ）第2470号      平成28年 4月 1日
     油壺 （補管）第1890号          平成 8年 4月 1日
     0468-81-7881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842270,045.8 沢田歯科クリニック 〒238-0243 （補管）第1896号          平成 8年 4月 1日
     浦市歯45 三浦市三崎３－７－１４ＢＳビル
     ２Ｆ
     0468-81-7700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843270,048.2 西﨑歯科医院 〒238-0101 （歯訪診）第296号         平成28年 4月 1日
     浦市歯48 三浦市南下浦町上宮田１０９８ （在推進）第29号          平成26年 4月 1日
     0468-88-4618  （歯ＣＡＤ）第332号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1898号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40233号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  338

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2844273,000.0 まさ歯科クリニック 〒238-0113 （外来環）第1123号        平成29年 3月 1日
     浦市歯3000 三浦市初声町入江２７３－３ （医管）第2071号          平成29年 3月 1日
     046-889-2588  (046-889-2588) （か強診）第485号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第708号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第287号         平成29年 3月 1日
     （手顕微加）第200号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126165号    平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第168号       平成29年 3月 1日
     （補管）第6927号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845273,001.8 医療法人駿英会　みさ〒238-0111 （歯ＣＡＤ）第1236号      平成26年11月 1日
     浦市歯3001 き歯科クリニック 三浦市初声町下宮田６０１－５ （補管）第7011号          平成26年 5月 1日
     046-888-5008  (046-888-5004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846274,051.2 松原歯科医院 〒238-0101 （歯訪診）第2816号        平成29年 4月 1日
     浦市歯51 三浦市南下浦町上宮田３２５６－ （補管）第4475号          平成 9年 9月15日
     １向日葵ビル２Ｆ
     0468-88-8800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847274,054.6 医療法人社団　石渡歯〒238-0114 （歯訪診）第561号         平成28年 4月 1日
     浦市歯54 科医院　和田の里歯科三浦市初声町和田３０３７ （在推進）第47号          平成26年 5月 1日
     診療所 0468-89-1182  (046-889-3682) （歯ＣＡＤ）第440号       平成26年 5月 1日
     （補管）第4476号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848274,055.3 三上歯科医院 〒238-0224 （歯訪診）第2941号        平成29年 4月 1日
     浦市歯55 三浦市三崎町諸磯５０ （補管）第4166号          平成12年 5月 1日
     0468-82-1801  (0468-82-1834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849274,057.9 おおさこ歯科医院 〒238-0225 （歯訪診）第2095号        平成28年 8月 1日
     浦市歯57 三浦市三崎町小網代４４－１ （歯ＣＡＤ）第1814号      平成27年 5月 1日
     0468-82-0041  (0468-82-0041) （補管）第4554号          平成13年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850274,058.7 永塚歯科クリニック 〒238-0101 （歯訪診）第1894号        平成28年 5月 1日
     浦市歯58 三浦市南下浦町上宮田５１１－２ （歯ＣＡＤ）第1356号      平成26年12月 1日
     046-889-4182  （補管）第4575号          平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2851274,059.5 森田歯科医院 〒238-0200 （歯ＣＡＤ）第616号       平成26年 6月 1日
     浦市歯59 三浦市南下浦町上宮田１３８７ー （補管）第1908号          平成15年 3月11日
     ２コスモ三浦海岸２Ｆ （１７５）第2816号        平成15年 3月11日
     046-888-8993  (046-888-8993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  339

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2852274,061.1 医療法人ＥＭＩＥＬ　〒238-0236 （外来環）第287号         平成20年11月 1日
     浦市歯61 今村歯科医院 三浦市栄町５－２ （医管）第387号           平成18年 4月 1日
     0468-82-0682  (0468-82-0686) （か強診）第131号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第1895号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126478号    平成29年 6月 1日
     （手術歯根）第25号        平成22年 7月 1日
     （補管）第1895号          平成18年 1月 1日
     （酸単）第40234号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853274,063.7 医療法人　港会　三浦〒238-0101 （歯援診）第236号         平成28年 7月 1日
     浦市歯63 みなと歯科診療所 三浦市南下浦町上宮田３１８２－ （在推進）第61号          平成26年 9月 1日
     ５ （歯リハ２）第277号       平成26年 9月 1日
     046-889-0647  （歯ＣＡＤ）第103号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5638号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854274,065.2 初声歯科クリニック 〒238-0111 （外来環）第381号         平成22年12月 1日
     浦市歯65 三浦市初声町下宮田４８９　長嶋 （医管）第2028号          平成29年 1月 1日
     第一ビル （歯地連）第441号         平成22年12月 1日
     046-888-6308  （歯訪診）第2042号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1815号      平成27年 5月 1日
     （補管）第6337号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855280,015.9 山田歯科医院 〒259-1315 （補管）第1949号          平成 8年 4月 1日
     秦歯15 秦野市柳町１－７－１１ （１７５）第2010号        平成14年 4月 1日
     0463-88-0165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856280,019.1 畠中歯科医院 〒257-0002 （補管）第1965号          平成 8年 4月 1日
     秦歯19 秦野市鶴巻南２－１３－２ （１７５）第2687号        平成14年 5月 1日
     0463-77-1241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857280,030.8 半田歯科医院 〒257-0034 （補管）第1948号          平成 8年 4月 1日
     秦歯30 秦野市大秦町１－７
     0463-81-0704  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858280,033.2 坂田歯科医院 〒257-0003 （歯訪診）第3439号        平成30年 1月 1日
     秦歯33 秦野市南矢名１－２－１産興クリ （歯リハ２）第410号       平成29年 4月 1日
     ニックビル３Ｆ （歯ＣＡＤ）第1357号      平成26年12月 1日
     0463-77-3588  (0463-77-3588) （歯技工）第204号         平成26年12月 1日
     （補管）第1934号          平成14年 5月 1日
     （１７５）第2013号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859280,035.7 笠間歯科医院 〒257-0002 （補管）第1931号          平成 8年 4月 1日
     秦歯35 秦野市鶴巻南１－２０－１４
     0463-78-1227  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  340

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2860280,036.5 郷土歯科医院 〒259-1316 （補管）第1952号          平成 8年 4月 1日
     秦歯36 秦野市沼代新町９－２５ （１７５）第2014号        平成14年 4月 1日
     0463-87-0111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861280,038.1 及川歯科医院 〒257-0035 （歯訪診）第2417号        平成29年 2月 1日
     秦歯38 秦野市本町１－８－１４ （補管）第1912号          平成 8年 4月 1日
     0463-81-0166  （１７５）第2015号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862280,040.7 池田歯科医院 〒257-0015 （補管）第1969号          平成 8年 4月 1日
     秦歯40 秦野市平沢１０５５ （１７５）第2016号        平成14年 4月 1日
     0463-82-6000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863280,044.9 大平歯科医院 〒259-1312 （外来環）第171号         平成20年 7月 1日
     秦歯44 秦野市春日町４－２２ （歯訪診）第3211号        平成29年 4月 1日
     0463-87-3312  （補管）第1938号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864280,046.4 高橋歯科医院 〒257-0035 （補管）第1964号          平成 8年 4月 1日
     秦歯46 秦野市本町１－４－８
     0463-82-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865280,047.2 関歯科クリニック 〒257-0023 （歯訪診）第2562号        平成29年 3月 1日
     秦歯47 秦野市寺山５２０ （補管）第1915号          平成 8年 4月 1日
     0463-82-7525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866280,048.0 こまき歯科医院 〒259-1315 （歯訪診）第2418号        平成29年 2月 1日
     秦歯48 秦野市柳町２－７－２５ （補管）第1953号          平成 8年 4月 1日
     0463-87-2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867280,049.8 加藤歯科大秦野クリニ〒257-0051 （外来環）第205号         平成20年 8月 1日
     秦歯49 ック 秦野市今川町１－５藤和大秦野ハ （医管）第1963号          平成28年 9月 1日
     イタウン２－５ （か強診）第289号         平成28年 9月 1日
     0463-82-8218  （在歯管）第224号         平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第2137号        平成28年 9月 1日
     （う蝕無痛）第49号        平成20年 7月 1日
     （手術歯根）第11号        平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第255号         平成20年 7月 1日
     （補管）第1927号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2018号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40235号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868280,051.4 田代歯科医院 〒257-0015 （歯訪診）第2306号        平成29年 1月 1日
     秦歯51 秦野市平沢５５１－５ （補管）第1945号          平成 8年 4月 1日
     0463-82-8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  341

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2869280,056.3 岩田歯科医院 〒259-1315 （歯訪診）第2249号        平成28年12月 1日
     秦歯56 秦野市柳町１－８－５ （歯ＣＡＤ）第1553号      平成27年 2月 1日
     0463-88-1250  （補管）第1958号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2019号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870280,057.1 川西歯科 〒257-0003 （歯訪診）第2250号        平成28年12月 1日
     秦歯57 秦野市南矢名５－４－９ （歯ＣＡＤ）第1554号      平成27年 2月 1日
     0463-78-0928  （補管）第1922号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871280,061.3 ササキ歯科医院 〒257-0001 （歯地連）第347号         平成18年 4月 1日
     秦歯61 秦野市鶴巻北１－９－１０ （歯訪診）第3146号        平成29年 4月 1日
     0463-78-4658  （歯ＣＡＤ）第126483号    平成29年 6月 1日
     （補管）第1911号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2020号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872280,062.1 下村歯科医院 〒257-0035 （歯訪診）第2563号        平成29年 3月 1日
     秦歯62 秦野市本町１－２－８ （歯ＣＡＤ）第2609号      平成28年 6月 1日
     0463-81-0010  (0463-81-9678) （補管）第1930号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873280,068.8 かぶらぎ歯科医院 〒257-0003 （歯ＣＡＤ）第1358号      平成26年12月 1日
     秦歯68 秦野市南矢名１１６１－２３ （補管）第1962号          平成 8年 4月 1日
     0463-78-7200  （１７５）第2688号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874280,072.0 はら歯科医院 〒259-1322 （歯訪診）第2817号        平成29年 4月 1日
     秦歯72 秦野市渋沢１ー１３ー３１ （歯ＣＡＤ）第126167号    平成28年 9月 1日
     0463-87-1282  （補管）第1920号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2022号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875280,079.5 医療法人社団　石尾歯〒259-1331 （補管）第1954号          平成 8年 4月 1日
     秦歯79 科医院 秦野市堀西６８－１ （１７５）第2023号        平成14年 4月 1日
     0463-88-5510  (0463-88-5198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876280,080.3 医療法人社団厚誠会歯〒257-0034 （外来環）第347号         平成22年 2月 1日
     秦歯80 科秦野 秦野市大秦町１－１０グランドホ （医管）第1527号          平成22年 4月 1日
     テル神奈中５Ｆ （か強診）第103号         平成28年 4月 1日
     0463-83-5111  （歯援診）第107号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第24号          平成22年 4月 1日
     （う蝕無痛）第68号        平成22年 4月 1日
     （手術歯根）第12号        平成22年 4月 1日
     （補管）第1955号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第163号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877280,082.9 医療法人社団　高橋歯〒257-0035 （外来環）第1376号        平成29年12月 1日
     秦歯82 科医院 秦野市本町２－９－１６ （歯訪診）第2659号        平成29年 3月 1日
     0463-82-1221  （歯ＣＡＤ）第1116号      平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第78号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1957号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  342

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2878280,084.5 あお葉歯科 〒257-0027 （歯ＣＡＤ）第2471号      平成28年 4月 1日
     秦歯84 秦野市西田原１２３８－２ （補管）第1944号          平成 8年 4月 1日
     0463-83-7000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879280,087.8 奥津歯科医院 〒257-0042 （補管）第1924号          平成 8年 4月 1日
     秦歯87 秦野市寿町８－９ （１７５）第2024号        平成14年 4月 1日
     0463-81-0034  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880280,089.4 医療法人社団　つゆき〒259-1321 （外来環）第206号         平成20年 8月 1日
     秦歯89 歯科クリニック 秦野市曲松２－２－１２ （歯訪診）第2212号        平成28年11月 1日
     0463-87-0410  （手顕微加）第158号       平成28年 8月 1日
     （う蝕無痛）第5号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1816号      平成27年 5月 1日
     （歯技工）第11号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第119号       平成28年 8月 1日
     （補管）第1935号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40515号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881280,091.0 ゆう歯科医院 〒259-1305 （補管）第1919号          平成 8年 4月 1日
     秦歯91 秦野市堀川１２８みのりビル２Ｆ
     0463-88-8954  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882280,092.8 さとう歯科医院 〒257-0011 （外来環）第1387号        平成30年 1月 1日
     秦歯92 秦野市尾尻９４２－５ （歯訪診）第2251号        平成28年12月 1日
     0463-84-6288  （歯ＣＡＤ）第126239号    平成28年11月 1日
     （補管）第1961号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40414号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883280,093.6 森山歯科診療所 〒257-0003 （補管）第1959号          平成13年10月 1日
     秦歯93 秦野市南矢名１－１１－２８産興
     ビル１Ｆ
     0463-77-2034  (0463-77-2034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884280,097.7 医療法人社団　宇山歯〒257-0042 （う蝕無痛）第27号        平成20年 4月 1日
     秦歯97 科医院 秦野市寿町１の２２ （補管）第1968号          平成 8年 4月 1日
     0463-81-0672  （１７５）第2025号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885280,099.3 山口歯科医院 〒257-0002 （歯訪診）第2419号        平成29年 2月 1日
     秦歯99 秦野市鶴巻南４－７－１鶴巻ガー （歯ＣＡＤ）第126491号    平成29年 6月 1日
     デンシティプラザ１０３ （補管）第1963号          平成 8年 4月 1日
     0463-76-7010  （酸単）第40236号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886280,102.5 前島歯科医院 〒257-0043 （補管）第1936号          平成 8年 4月 1日
     秦歯102 秦野市栄町５－２１
     0463-83-8877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  343

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2887283,000.8 くさやま矯正歯科＆小〒257-0015 （歯訪診）第2561号        平成29年 3月 1日
     秦歯3000 児歯科 秦野市平沢１４５５ （歯ＣＡＤ）第1117号      平成26年10月 1日
     0463-81-7880  （補管）第7029号          平成26年 8月 1日
     （矯診）第226号           平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888283,001.6 菊池歯科医院 〒257-0001 （外来環）第575号         平成26年 8月 1日
     秦歯3001 秦野市鶴巻北２－５－３７コーポ （医管）第1844号          平成28年 6月 1日
     鶴巻１０７ （歯訪診）第1980号        平成28年 6月 1日
     0463-78-0562  (0463-78-0562) （手顕微加）第62号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126301号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7049号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889283,002.4 髙橋歯科医院 〒257-0035 （歯ＣＡＤ）第2665号      平成28年 7月 1日
     秦歯3002 秦野市本町３－７－２４ （補管）第7101号          平成26年10月17日
     0463-81-0305  (0463-83-3456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890283,003.2 あかつき矯正歯科クリ〒257-0054 （矯診）第225号           平成27年 4月27日
     秦歯3003 ニック 秦野市緑町１７－４０　１Ｆ （顎診）第166号           平成27年 4月27日
     0463-82-8749  (0463-82-8749)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891283,004.0 友和デンタルクリニッ〒257-0041 （歯ＣＡＤ）第2171号      平成27年 9月 1日
     秦歯3004 ク 秦野市入船町３－１０ （補管）第7287号          平成27年 9月 1日
     0463-83-4182  (0463-83-5418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892283,005.7 たに歯科医院 〒259-1302 （歯訪診）第2818号        平成29年 4月 1日
     秦歯3005 秦野市菩提１７１－８ （補管）第7352号          平成28年 1月 1日
     0463-75-3644  (0463-75-5461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893283,006.5 こいずみ歯科・矯正・〒257-0051 （歯ＣＡＤ）第2583号      平成28年 5月 1日
     秦歯3006 歯科口腔外科 秦野市今川町２－１５　リバーサ （補管）第7443号          平成28年 5月 1日
     イド小泉２０１
     0463-57-8580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894283,007.3 医療法人社団広伸会　〒259-1317 （外来環）第901号         平成28年 8月 1日
     秦歯3007 並木町歯科診療所 秦野市並木町２－１ （歯ＣＡＤ）第2679号      平成28年 6月 1日
     0463-87-8800  (0463-87-8800) （補管）第7471号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895283,008.1 かわしま歯科医院 〒259-1305 （外来環）第1391号        平成30年 1月 1日
     秦歯3008 秦野市堀川６６７ （か強診）第632号         平成30年 2月 1日
     0463-75-8618  (0463-75-8618) （歯ＣＡＤ）第2666号      平成28年 7月 1日
     （補管）第7465号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2896283,009.9 高橋矯正歯科医院 〒257-0035 （補管）第7558号          平成28年10月 8日
     秦歯3009 秦野市本町１－４－８ （矯診）第235号           平成28年10月 8日
     0463-82-8213  (0463-82-0147) （顎診）第169号           平成28年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  344

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2897283,010.7 鶴巻みなみ歯科医院 〒257-0002 （補管）第7596号          平成29年 3月 1日
     秦歯3010 秦野市鶴巻南４－１０－１
     0463-79-5868  (0463-79-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898283,011.5 秦野フレンドリー歯科〒257-0031 （手顕微加）第244号       平成29年10月 1日
     秦歯3011 秦野市曽屋６８７－１４ （歯ＣＡＤ）第126630号    平成29年10月 1日
     0463-51-6940  (0463-51-6940) （根切顕微）第216号       平成29年10月 1日
     （補管）第7719号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899283,012.3 下村歯科医院 〒257-0001 （歯訪診）第3463号        平成30年 1月 1日
     秦歯3012 秦野市鶴巻北１－１－５　産興鶴 （歯ＣＡＤ）第126846号    平成30年 1月 1日
     巻ビル２０３ （補管）第7784号          平成30年 1月 1日
     0463-79-0010  (0463-77-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900284,104.7 かわな歯科矯正クリニ〒259-1315 （歯訪診）第2213号        平成28年11月 1日
     秦歯104 ック 秦野市柳町１－２２－５　栗原一 （歯ＣＡＤ）第617号       平成26年 6月 1日
     夫ビル２階 （補管）第1932号          平成 8年 4月 1日
     0463-87-6160  （矯診）第104号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第133号           平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901284,107.0 秦野市歯科休日急患診〒257-0051
     秦歯107 療所 秦野市今川町１－３秦野駅前農協
     ビル３Ｆ
     0463-83-3120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902284,110.4 井上歯科医院 〒259-1321 （歯訪診）第2420号        平成29年 2月 1日
     秦歯110 秦野市曲松２－５－８あづまビル （歯ＣＡＤ）第1731号      平成27年 4月 1日
     １階 （補管）第1918号          平成 8年11月 1日
     0463-87-7888  (0463-80-6331) （酸単）第40577号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903284,111.2 西崎歯科医院 〒257-0028 （補管）第3632号          平成 9年 2月 1日
     秦歯111 秦野市東田原２００－２０６ （１７５）第2026号        平成14年 4月 1日
     0463-83-1339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904284,113.8 医療法人社団　愛進会〒259-1307 （歯訪診）第2660号        平成29年 3月 1日
     秦歯113 　アイ歯科丹沢診療所秦野市横野９０－８ （歯ＣＡＤ）第1555号      平成27年 2月 1日
     0463-75-2202  (0463-75-2202) （ＧＴＲ）第366号         平成24年10月 1日
     （補管）第1917号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905284,114.6 あめみや歯科医院 〒257-0006 （外来環）第902号         平成28年 8月 1日
     秦歯114 秦野市北矢名４９－１プラザＯＮ （か強診）第531号         平成29年 6月 1日
     Ｅビル２Ｆ （歯援診）第145号         平成29年 4月 1日
     0463-76-6480  （う蝕無痛）第181号       平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第618号       平成26年 6月 1日
     （補管）第3690号          平成 9年 6月 1日
     （１７５）第2027号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  345

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2906284,115.3 内田歯科医院 〒257-0041 （歯訪診）第2819号        平成29年 4月 1日
     秦歯115 秦野市入船町１０－１ （補管）第3680号          平成 9年 6月 1日
     0463-83-6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907284,118.7 サンタデンタルクリニ〒257-0003 （医管）第1486号          平成20年 4月 1日
     秦歯118 ック 秦野市南矢名２－１０－３０ （ＧＴＲ）第207号         平成20年 4月 1日
     0463-77-3775  (0463-77-3776) （補管）第4478号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908284,120.3 ひいらぎ歯科医院 〒257-0002 （補管）第3810号          平成10年 4月 1日
     秦歯120 秦野市鶴巻南４－１９－３１中根
     ビル２Ｆ
     0463-76-3665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909284,121.1 わきた歯科医院 〒257-0011 （歯訪診）第2820号        平成29年 4月 1日
     秦歯121 秦野市尾尻９３２－１７　ケーオ （補管）第3833号          平成10年 4月17日
     ービル２Ｆ
     0463-84-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910284,124.5 たむら歯科医院 〒259-1324 （外来環）第647号         平成27年 6月 1日
     秦歯124 秦野市千村２－６－６ （医管）第1800号          平成28年 5月 1日
     0463-87-6342  (0463-89-2556) （か強診）第252号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第425号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1118号      平成26年10月 1日
     （補管）第3927号          平成10年12月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911284,125.2 平沢歯科 〒257-0015 （外来環）第251号         平成20年10月 1日
     秦歯125 秦野市平沢同明１１５２－１ （医管）第1845号          平成28年 6月 1日
     0463-84-0800  （か強診）第522号         平成29年 6月 1日
     （咀嚼機能）第18号        平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第135号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第256号         平成29年11月 1日
     （ＧＴＲ）第419号         平成27年 1月 1日
     （補管）第4479号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912284,126.0 青山歯科医院 〒257-0003 （歯ＣＡＤ）第1237号      平成26年11月 1日
     秦歯126 秦野市南矢名４－６－１ （補管）第4054号          平成11年 8月 1日
     0463-78-2288  (0463-78-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913284,128.6 グリーン歯科医院 〒259-1306 （歯ＣＡＤ）第441号       平成26年 5月 1日
     秦歯128 秦野市戸川４６６－３ （補管）第4119号          平成12年 2月 1日
     0463-75-3373  (0463-75-3373) （１７５）第2028号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914284,130.2 かねこ歯科クリニック〒257-0003 （補管）第4349号          平成13年 3月 1日
     秦歯130 秦野市南矢名３－１８－２１
     0463-78-4618  (0463-78-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  346

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2915284,133.6 小島歯科医院 〒257-0051 （外来環）第903号         平成28年 8月 1日
     秦歯133 秦野市今川町７－３０ （歯訪診）第2252号        平成28年12月 1日
     0463-81-0802  (0463-81-0802) （歯ＣＡＤ）第2527号      平成28年 4月 1日
     （歯技工）第221号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1946号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916284,134.4 大野歯科医院 〒257-0035 （歯訪診）第2661号        平成29年 3月 1日
     秦歯134 秦野市本町１－４－２０ （補管）第4429号          平成13年 7月15日
     0463-81-8243  (0463-81-8243) （１７５）第2030号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917284,136.9 医療法人社団　親和会〒257-0034 （歯訪診）第2188号        平成28年10月 1日
     秦歯136 　秦野駅歯科 秦野市大秦町１－１小田急マルシ （歯ＣＡＤ）第619号       平成26年 4月 1日
     ェ秦野２Ｆ－２０３Ａ （補管）第4597号          平成14年 4月 1日
     0463-80-3335  (0463-80-3336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918284,139.3 平野歯科医院 〒257-0031 （歯訪診）第2565号        平成29年 3月 1日
     秦歯139 秦野市曾屋１－５－６ （う蝕無痛）第147号       平成28年 1月 1日
     0463-83-0081  （歯ＣＡＤ）第1238号      平成26年11月 1日
     （手術歯根）第81号        平成28年 1月 1日
     （補管）第4932号          平成15年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919284,142.7 ねぎし歯科医院 〒257-0027 （歯訪診）第3050号        平成29年 4月 1日
     秦歯142 秦野市西田原２１１－１ （補管）第5171号          平成16年 6月15日
     0463-85-6480  (3463-84-3700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920284,143.5 はたの歯科 〒257-0032 （補管）第5229号          平成16年11月 1日
     秦歯143 秦野市河原町２－３０
     0463-82-7798  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921284,144.3 さくら歯科クリニック〒257-0013 （外来環）第904号         平成28年 8月 1日
     秦歯144 秦野市南が丘１－１０ （医管）第461号           平成18年 4月 1日
     0463-81-6480  （か強診）第290号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第130号         平成29年 4月 1日
     （補管）第5189号          平成16年 7月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922284,145.0 髙橋デンタルクリニッ〒259-1321 （歯ＣＡＤ）第916号       平成26年 8月 1日
     秦歯145 ク 秦野市曲松１－３－１９ （補管）第5275号          平成17年 3月 1日
     0463-88-7736  (0463-88-7736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923284,146.8 鈴木歯科 〒257-0017 （歯訪診）第2421号        平成29年 2月 1日
     秦歯146 秦野市立野台３－１０－５，６ （歯ＣＡＤ）第126135号    平成28年 8月 1日
     0463-85-5821  （補管）第5354号          平成17年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924284,148.4 あおぞら歯科 〒259-1305 （外来環）第321号         平成21年 5月 1日
     秦歯148 秦野市堀川８１１－４ （歯ＣＡＤ）第917号       平成26年 8月 1日
     0463-89-5100  （補管）第5413号          平成18年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  347

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2925284,149.2 三宅歯科医院 〒259-1311 （歯訪診）第3321号        平成29年 5月 1日
     秦歯149 秦野市弥生町５－７ （歯ＣＡＤ）第1018号      平成26年 9月 1日
     0463-88-0203  (0463-87-1182) （補管）第1967号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926284,152.6 いちご歯科 〒257-0031 （補管）第5506号          平成19年 5月 1日
     秦歯152 秦野市曽屋１１９６－５
     0463-83-1118  (0463-83-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927284,153.4 ひろはたデンタルクリ〒257-0004 （補管）第5629号          平成19年 6月15日
     秦歯153 ニック 秦野市下大槻１７２セシリアマン
     ション１０６
     0463-76-3056  (0463-76-3056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928284,154.2 田中歯科医院 〒257-0045 （外来環）第1390号        平成30年 1月 1日
     秦歯154 秦野市桜町１－１０－１５ （医管）第2195号          平成30年 1月 1日
     0463-81-0565  (0463-81-0565) （在歯管）第366号         平成30年 1月 1日
     （歯訪診）第2566号        平成29年 3月 1日
     （手顕微加）第255号       平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126136号    平成28年 8月 1日
     （補管）第1960号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929284,156.7 サークル歯科 〒257-0002 （外来環）第1369号        平成29年11月 1日
     秦歯156 秦野市鶴巻南２－４４－１０　サ （か強診）第611号         平成30年 1月 1日
     ークルデンタルビル （歯援診）第765号         平成29年 8月 1日
     0463-69-3091  (0463-69-3050) （歯ＣＡＤ）第4号         平成26年 4月 1日
     （補管）第5899号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930284,160.9 サンフラワー秦野歯科〒257-0003 （歯援診）第343号         平成29年 2月 1日
     秦歯160 秦野市南矢名１－４－１－１０２ （補管）第6102号          平成22年 4月 1日
     0463-69-3140  (0463-69-3141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931284,162.5 おち歯科・矯正歯科医〒257-0011 （外来環）第704号         平成27年12月 1日
     秦歯162 院 秦野市尾尻８７１－１１ （か強診）第165号         平成28年 6月 1日
     0463-84-6739  (0463-84-6839) （歯援診）第504号         平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第219号       平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1501号      平成27年 1月 1日
     （根切顕微）第188号       平成29年 5月 1日
     （補管）第6045号          平成21年12月 1日
     （酸単）第40237号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  348

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2932284,163.3 山田歯科医院 〒257-0035 （外来環）第933号         平成28年 8月 1日
     秦歯163 秦野市本町３－１－３ （医管）第1950号          平成28年 8月 1日
     0463-81-0101  (0463-81-0101) （か強診）第267号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第166号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第160号         平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第620号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6126号          平成22年 3月 1日
     （酸単）第40238号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933284,164.1 関根歯科医院渋沢 〒259-1321 （歯訪診）第3051号        平成29年 4月 1日
     秦歯164 秦野市曲松１－１－３　Ｙスクエ （補管）第6463号          平成23年11月 1日
     ア２Ｆ
     0463-26-5885  (0463-26-5886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934284,165.8 渋谷歯科医院 〒257-0042 （歯訪診）第2727号        平成29年 3月 1日
     秦歯165 秦野市寿町３－１１ （補管）第6533号          平成24年 2月 3日
     0463-81-0603  (0463-82-6603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935284,168.2 渋沢歯科医院 〒259-1315 （歯ＣＡＤ）第507号       平成26年 4月 1日
     秦歯168 秦野市柳町１－１６－１Ｔビル１ （補管）第6625号          平成24年 6月 1日
     Ｆ
     0463-88-6638  (0463-88-6638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936284,169.0 医療法人社団　泰晴会〒257-0047 （歯訪診）第3052号        平成29年 4月 1日
     秦歯169 　らいおん歯科クリニ秦野市水神町１０－２６ （歯ＣＡＤ）第157号       平成26年 4月 1日
     ック　秦野 0463-84-6480  (0463-84-0004) （補管）第6682号          平成24年10月11日
     （酸単）第40239号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937284,170.8 あすなろ歯科 〒257-0015 （歯ＣＡＤ）第1119号      平成26年10月 1日
     秦歯170 秦野市平沢３６７－１ （補管）第6689号          平成24年12月 1日
     0463-74-6663  (0463-74-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938284,172.4 みのしま歯科医院 〒259-1315 （補管）第6756号          平成25年 4月 1日
     秦歯172 秦野市柳町１－１７－１
     0463-87-8611  (0463-87-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939290,020.7 青木歯科医院 〒243-0003 （補管）第2622号          平成 8年 4月 1日
     厚歯20 厚木市寿町２－４－２４ （１７５）第2817号        平成14年 5月 1日
     0462-21-0217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940290,035.5 鈴木歯科医院 〒243-0004 （歯ＣＡＤ）第1464号      平成27年 1月 1日
     厚歯35 厚木市水引２－５－７ （歯技工）第172号         平成22年 4月 1日
     0462-24-0466  （補管）第2588号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2941290,037.1 串田歯科医院 〒243-0018 （歯訪診）第562号         平成28年 4月 1日
     厚歯37 厚木市中町２－１１－１０ （補管）第2598号          平成 8年 4月 1日
     0462-21-3814  （１７５）第2037号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  349

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2942290,041.3 村山歯科医院 〒243-0018 （医管）第332号           平成18年 4月 1日
     厚歯41 厚木市中町４－１０－４－２０２ （歯訪診）第1898号        平成28年 5月 1日
     厚木グリーンコーポ２Ｆ （補管）第2616号          平成 8年 4月 1日
     0462-24-5780  （１７５）第2038号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943290,049.6 鳶尾歯科 〒243-0204 （補管）第2557号          平成 8年 4月 1日
     厚歯49 厚木市鳶尾２－２５－２－２０５ （１７５）第2818号        平成14年 5月 1日
     0462-42-0652  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944290,051.2 歯科戸田医院 〒243-0014 （歯訪診）第301号         平成28年 4月 1日
     厚歯51 厚木市旭町３－１５－９ （補管）第2585号          平成 8年 4月 1日
     28-1511       （１７５）第64号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945290,054.6 医療法人社団　相駿会〒243-0014 （医管）第333号           平成18年 4月 1日
     厚歯54 　本厚木駅前青木歯科厚木市旭町１－２５－５ （歯地連）第298号         平成18年 4月 1日
     046-228-1656  (046-228-3430) （歯訪診）第302号         平成28年 4月 1日
     （補管）第2566号          平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946290,056.1 花村歯科医院 〒243-0022 （歯訪診）第1982号        平成28年 6月 1日
     厚歯56 厚木市酒井２５４３－１ （補管）第2589号          平成 8年 4月 1日
     0462-28-8849  （１７５）第2041号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947290,058.7 霜島歯科医院 〒243-0041 （歯ＣＡＤ）第442号       平成26年 5月 1日
     厚歯58 厚木市緑ケ丘２－８－６ （補管）第2590号          平成 8年12月24日
     0462-23-5241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948290,063.7 竹林歯科医院 〒243-0812 （歯訪診）第303号         平成28年 4月 1日
     厚歯63 厚木市妻田北３－７－２９ （歯ＣＡＤ）第1019号      平成26年 9月 1日
     0462-24-2264  （補管）第2627号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949290,066.0 小幡歯科医院 〒243-0803 （補管）第2600号          平成 8年 4月 1日
     厚歯66 厚木市山際６１５－７ＴＡＫＥＯ （１７５）第2692号        平成14年 5月 1日
     ビル２Ｆ （酸単）第40240号         平成29年 4月 1日
     0462-45-4826  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950290,071.0 会田歯科医院 〒243-0018 （外来環）第1104号        平成29年 3月 1日
     厚歯71 厚木市中町２－１４－１６　会田 （歯訪診）第563号         平成28年 4月 1日
     コーポ２Ｆ （歯ＣＡＤ）第2064号      平成27年 8月 1日
     0462-24-6480  （補管）第2552号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2819号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951290,072.8 馬場歯科医院 〒243-0812 （歯訪診）第3147号        平成29年 4月 1日
     厚歯72 厚木市妻田北４－３－１８ （補管）第2560号          平成 8年 4月 1日
     0462-23-1622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  350

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2952290,076.9 北川歯科医院 〒243-0204 （外来環）第976号         平成28年10月 1日
     厚歯76 厚木市鳶尾２－１０－１ （医管）第335号           平成18年 4月 1日
     0462-41-7868  （歯訪診）第3255号        平成29年 4月 1日
     （う蝕無痛）第141号       平成27年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2065号      平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第77号        平成27年10月 1日
     （補管）第2553号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2693号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953290,080.1 大山歯科医院 〒243-0027 （歯訪診）第2138号        平成28年 9月 1日
     厚歯80 厚木市愛甲東１－２２－３２ （歯ＣＡＤ）第1465号      平成27年 1月 1日
     0462-28-9153  （ＧＴＲ）第79号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2595号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2694号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40486号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954290,081.9 橋口歯科 〒243-0018 （外来環）第143号         平成20年 6月 1日
     厚歯81 厚木市中町４－１４－６　パテイ （医管）第336号           平成18年 4月 1日
     オビル３Ｆ （歯訪診）第304号         平成28年 4月 1日
     046-224-7474  (046-221-3223) （補管）第2601号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40241号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955290,082.7 えびすい歯科医院 〒243-0032 （歯訪診）第3212号        平成29年 4月 1日
     厚歯82 厚木市恩名４－５－６４ （歯ＣＡＤ）第1631号      平成27年 3月 1日
     0462-23-7338  （補管）第2582号          平成 9年 8月 4日
     （１７５）第2042号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956290,088.4 たぐち歯科医院 〒243-0201 （外来環）第523号         平成26年 4月 1日
     厚歯88 厚木市上荻野１１８４－１ （歯訪診）第2567号        平成29年 3月 1日
     0462-41-7755  （う蝕無痛）第28号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1632号      平成27年 3月 1日
     （手術歯根）第22号        平成22年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第208号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2623号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957290,091.8 落合歯科医院 〒243-0036 （歯訪診）第2181号        平成28年10月 1日
     厚歯91 厚木市長谷７０６－３ （歯ＣＡＤ）第126756号    平成30年 1月 1日
     0462-48-0678  （補管）第2613号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2043号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958290,096.7 高橋歯科医院 〒243-0201 （外来環）第670号         平成27年 8月 1日
     厚歯96 厚木市上荻野２５０－３ （歯訪診）第2568号        平成29年 3月 1日
     0462-41-8851  （補管）第2550号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  351

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2959290,099.1 医療法人社団厚誠会歯〒243-0018 （外来環）第342号         平成23年 4月 1日
     厚歯99 科　本厚木 厚木市中町２－２－１小田急本厚 （医管）第1528号          平成22年 4月 1日
     木ミロード新館７Ｆ （か強診）第102号         平成28年 4月 1日
     0462-23-6111  (046-221-4935) （歯援診）第108号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第26号          平成22年 4月 1日
     （う蝕無痛）第69号        平成22年 4月 1日
     （手術歯根）第14号        平成22年 4月 1日
     （歯技工）第93号          平成22年 4月 1日
     （補管）第2603号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第164号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960290,103.1 高熊歯科 〒243-0213 （医管）第338号           平成18年 4月 1日
     厚歯103 厚木市飯山８８３－７ （歯ＣＡＤ）第2066号      平成27年 8月 1日
     0462-41-8214  （ＧＴＲ）第210号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4673号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2045号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961290,107.2 小原歯科医院 〒243-0033 （外来環）第1017号        平成28年12月 1日
     厚歯107 厚木市温水２６－６ （医管）第1933号          平成28年 8月 1日
     0462-21-1248  （歯援診）第142号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第215号         平成28年 8月 1日
     （在推進）第30号          平成26年 4月 1日
     （補管）第2607号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2046号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962290,114.8 田口歯科医院 〒243-0215 （歯訪診）第2096号        平成28年 8月 1日
     厚歯114 厚木市上古沢２３４－１ （補管）第2624号          平成 8年 4月 1日
     0462-48-4724  （１７５）第2047号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963290,117.1 医療法人社団厚陽会　〒243-0018 （外来環）第207号         平成20年 8月 1日
     厚歯117 水野歯科医院 厚木市中町２－１－１５米新ビル （歯訪診）第2569号        平成29年 3月 1日
     ５Ｆ （う蝕無痛）第124号       平成26年 9月 1日
     0462-23-2341  （歯ＣＡＤ）第1463号      平成27年 1月 1日
     （手術歯根）第66号        平成26年 9月 1日
     （歯技工）第200号         平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第412号         平成26年 9月 1日
     （補管）第2618号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964290,120.5 医療法人社団　厚陽会〒243-0122 （外来環）第644号         平成27年 5月 1日
     厚歯120 　森の里歯科医院 厚木市森の里１－１４－１ （歯訪診）第2570号        平成29年 3月 1日
     0462-48-1116  （歯ＣＡＤ）第1466号      平成27年 1月 1日
     （補管）第2577号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965290,128.8 キムラ歯科クリニック〒243-0031 （歯訪診）第3148号        平成29年 4月 1日
     厚歯128 厚木市戸室４－１－３０ウィンド （歯ＣＡＤ）第273号       平成26年 4月 1日
     プラザ２Ｆ （補管）第2626号          平成 8年 4月 1日
     0462-24-5018  （１７５）第2048号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  352

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2966290,130.4 愛甲石田歯科医院 〒243-0035 （外来環）第524号         平成26年 4月 1日
     厚歯130 厚木市愛甲１－４－３安田屋ビル （医管）第339号           平成18年 4月 1日
     ２Ｆ （か強診）第49号          平成28年 4月 1日
     0462-48-6766  （歯援診）第56号          平成28年 4月 1日
     （歯地連）第301号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第443号       平成26年 5月 1日
     （補管）第2608号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2049号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967290,133.8 中島歯科医院 〒243-0805 （歯訪診）第2422号        平成29年 2月 1日
     厚歯133 厚木市中依知８５－１本厚木スカ （歯ＣＡＤ）第1240号      平成26年11月 1日
     イハイツ１０４ （補管）第2571号          平成 8年 4月 1日
     0462-45-7445  （１７５）第2050号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968290,136.1 荻野歯科医院 〒243-0203 （外来環）第69号          平成20年 5月 1日
     厚歯136 厚木市下荻野９８２ （医管）第340号           平成18年 4月 1日
     0462-41-9966  （か強診）第237号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第11号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第18号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第302号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1022号      平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第200号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2554号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2695号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40505号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2969290,138.7 みさと歯科 〒243-0034 （歯訪診）第305号         平成28年 4月 1日
     厚歯138 厚木市船子１２５６－１ （歯ＣＡＤ）第1732号      平成27年 4月 1日
     046-248-9100  (046-248-8866) （補管）第2592号          平成15年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970290,147.8 かつみ歯科医院 〒243-0125 （外来環）第905号         平成28年 8月 1日
     厚歯147 厚木市小野２４０ （医管）第1934号          平成28年 8月 1日
     0462-50-2622  （歯訪診）第2097号        平成28年 8月 1日
     （外後発使）第254号       平成29年12月 1日
     （歯リハ２）第312号       平成27年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1733号      平成27年 4月 1日
     （補管）第2619号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971290,151.0 田中歯科 〒243-0213 （歯訪診）第2942号        平成29年 4月 1日
     厚歯151 厚木市飯山５９６－１ （歯ＣＡＤ）第126679号    平成29年12月 1日
     0462-42-8147  （補管）第2561号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  353

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2972290,153.6 すわ歯科医院 〒243-0203 （外来環）第14号          平成20年 4月 1日
     厚歯153 厚木市下荻野５８０－１ （医管）第341号           平成18年 4月 1日
     0462-91-0045  （歯援診）第94号          平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1360号      平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第81号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2572号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973290,154.4 愛甲やまぐち歯科 〒243-0028 （医管）第342号           平成18年 4月 1日
     厚歯154 厚木市愛甲西３－２－５ （歯訪診）第2571号        平成29年 3月 1日
     046-247-8110  (046-248-7675) （歯ＣＡＤ）第2272号      平成28年 1月 1日
     （補管）第2606号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974290,155.1 医療法人社団　安藤歯〒243-0031 （外来環）第35号          平成20年 4月 1日
     厚歯155 科医院 厚木市戸室５－８－２ （歯ＣＡＤ）第1817号      平成27年 5月 1日
     0462-21-2739  (046-221-3242) （補管）第2591号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975290,157.7 辻内歯科クリニック 〒243-0035 （外来環）第106号         平成20年 5月 1日
     厚歯157 厚木市愛甲１－１９－２０ （補管）第2556号          平成15年 8月 1日
     046-248-1008  (0462-48-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976290,158.5 上杉歯科医院 〒243-0803 （外来環）第729号         平成28年 2月 1日
     厚歯158 厚木市山際４２１－５ （歯訪診）第307号         平成28年 4月 1日
     046-246-1118  (046-246-1118) （歯ＣＡＤ）第1633号      平成27年 3月 1日
     （補管）第6875号          平成25年 9月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977290,159.3 中町歯科医院 〒243-0018 （補管）第2621号          平成 8年 4月 1日
     厚歯159 厚木市中町４－１４－４山口ビル
     ４Ｆ
     0462-23-3511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978290,161.9 医療法人社団　天成会〒243-0018 （外来環）第671号         平成27年 8月 1日
     厚歯161 　本厚木歯科クリニッ厚木市中町３－１２－４　３Ｆ （歯訪診）第1983号        平成28年 6月 1日
     ク 0462-24-0557  （歯ＣＡＤ）第1241号      平成26年11月 1日
     （補管）第2574号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2053号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979290,164.3 梅田歯科医院 〒243-0816 （歯ＣＡＤ）第780号       平成26年 7月 1日
     厚歯164 厚木市林２－２８－５１ （補管）第4566号          平成13年12月 1日
     0462-21-1647  （１７５）第2054号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980290,165.0 医療法人社団　明友会〒243-0013
     厚歯165 　佐藤矯正歯科医院 厚木市泉町１１－６
     0462-28-1105  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  354

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2981290,168.4 医療法人社団馨祐会本〒243-0018 （医管）第343号           平成18年 4月 1日
     厚歯168 厚木　小林歯科医院 厚木市中町２－１－２６本厚木東 （歯ＣＡＤ）第274号       平成26年 4月 1日
     口ビル２階３階 （補管）第2549号          平成 8年 4月 1日
     0462-21-2114  （酸単）第40242号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982290,172.6 医療法人社団　五味歯〒243-0804 （外来環）第144号         平成20年 6月 1日
     厚歯172 科医院 厚木市関口３９１ （医管）第1935号          平成28年 8月 1日
     046-245-4588  （歯訪診）第308号         平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第82号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2568号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983290,174.2 にいろ歯科 〒243-0122 （外来環）第145号         平成20年 6月 1日
     厚歯174 厚木市森の里１－３５－１森の里 （歯ＣＡＤ）第2223号      平成27年12月 1日
     ショッピングプラザ６号 （補管）第2630号          平成 8年 4月 1日
     0462-48-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984290,179.1 中倉歯科医院 〒243-0018 （歯訪診）第2182号        平成28年10月 1日
     厚歯179 厚木市中町１－８－８ （歯ＣＡＤ）第1734号      平成27年 4月 1日
     0462-21-0071  （補管）第4681号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2055号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985293,000.6 ＭＩＫＩ歯科クリニッ〒243-0014
     厚歯3000 ク 厚木市旭町１－２７－５ＭＳビル
     ６０６
     046-280-5430  (046-280-5430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986293,001.4 栗原歯科 〒243-0125 （歯訪診）第2043号        平成28年 7月 1日
     厚歯3001 厚木市小野２０６９－１ （歯ＣＡＤ）第120号       平成26年 4月 1日
     046-281-9009  (046-281-9426) （補管）第6960号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987293,002.2 三田歯科クリニック 〒243-0211 （外来環）第906号         平成28年 8月 1日
     厚歯3002 厚木市三田２１７２ （医管）第2032号          平成29年 1月 1日
     046-243-3545  (046-243-3546) （歯ＣＡＤ）第2611号      平成28年 6月 1日
     （補管）第6996号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988293,003.0 厚木鈴木歯科医院 〒243-0033 （歯ＣＡＤ）第918号       平成26年 8月 1日
     厚歯3003 厚木市温水１３９－３ （補管）第7030号          平成26年 8月 1日
     046-240-6444  (046-240-6446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  355

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2989293,005.5 秋山歯科医院 〒243-0003 （外来環）第1075号        平成29年 2月 1日
     厚歯3005 厚木市寿町２－４－９ （医管）第2012号          平成28年12月 1日
     046-224-3388  (046-295-5252) （か強診）第396号         平成29年 2月 1日
     （歯援診）第413号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第250号         平成28年12月 1日
     （歯訪診）第309号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第321号       平成27年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2020号      平成27年 6月 1日
     （補管）第7239号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990293,008.9 厚木妻田南歯科医院 〒243-0814 （外来環）第1386号        平成30年 1月 1日
     厚歯3008 厚木市妻田南１－１６－３６ （か強診）第599号         平成29年12月 1日
     046-294-2033  (046-223-2020) （歯援診）第786号         平成29年12月 1日
     （歯訪診）第2139号        平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2612号      平成28年 6月 1日
     （補管）第7455号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991293,009.7 医療法人社団　ＩＳＩ〒243-0031 （歯訪診）第3256号        平成29年 4月 1日
     厚歯3009 ＯＣ　かわの歯科医院厚木市戸室２－１－３ （手顕微加）第162号       平成28年 7月 1日
     046-221-7171  （う蝕無痛）第163号       平成28年 9月 1日
     （手術歯根）第96号        平成28年 9月 1日
     （歯技工）第244号         平成28年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第487号         平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第124号       平成28年 7月 1日
     （補管）第7479号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992293,010.5 アピ歯科クリニック 〒243-0213 （外来環）第1018号        平成28年12月 1日
     厚歯3010 厚木市飯山２０８６－１８ （歯ＣＡＤ）第2682号      平成28年 7月10日
     046-243-6480  （補管）第7480号          平成28年 7月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993293,011.3 はすみ歯科クリニック〒243-0203 （外来環）第1151号        平成29年 3月 1日
     厚歯3011 厚木市下荻野１０５３－１　下荻 （医管）第2101号          平成29年 4月 1日
     野店舗１Ｆ　Ａ （歯訪診）第2423号        平成29年 2月 1日
     046-265-0084  (046-265-0074) （歯ＣＡＤ）第126240号    平成28年11月 1日
     （補管）第7533号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994293,012.1 さかえ歯科クリニック〒243-0018 （外来環）第1091号        平成29年 1月 1日
     厚歯3012 厚木市中町３－３－９　厚木アー （医管）第2054号          平成29年 1月 1日
     バンプラザ５Ｆ （歯訪診）第3287号        平成29年 4月 1日
     046-224-8408  (046-224-8408) （歯ＣＡＤ）第126352号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7582号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  356

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2995293,013.9 医療法人社団ＩＳＩＯ〒243-0022 （歯訪診）第3288号        平成29年 4月 1日
     厚歯3013 Ｃ　ホワイトデンタル厚木市酒井１６０１－４　スーパ （手顕微加）第206号       平成29年 3月 1日
     クリニック ービバホーム厚木南インター店２ （う蝕無痛）第177号       平成29年 4月 1日
     Ｆ （手術歯根）第111号       平成29年 4月 1日
     046-229-7171  (046-229-7676) （ＧＴＲ）第488号         平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第175号       平成29年 3月 1日
     （補管）第7597号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996293,014.7 しのはら歯科クリニッ〒243-0018 （外来環）第1416号        平成30年 2月 1日
     厚歯3014 ク 厚木市中町１－５－１０　厚木ガ （歯ＣＡＤ）第126525号    平成29年 7月 1日
     ーデンシティビル７Ｆ （補管）第7648号          平成29年 4月 1日
     046-221-8631  (046-221-8631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997293,015.4 本厚木こども歯科 〒243-0018 （補管）第7722号          平成29年10月 1日
     厚歯3015 厚木市中町３－１２－４　１Ｆ
     046-259-8314  (046-259-8314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998293,016.2 かとう歯科医院 〒243-0204
     厚歯3016 厚木市鳶尾４－１－１１
     046-241-8378  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999294,180.5 医療法人社団　厚生会〒243-0812 （外来環）第660号         平成27年 7月 1日
     厚歯180 　妻田ナンバ歯科医院厚木市妻田北１－２－３メール妻 （医管）第344号           平成18年 4月 1日
     田ビル２Ｆ （か強診）第648号         平成30年 3月 1日
     0462-24-4182  (046-221-7800) （歯援診）第816号         平成30年 3月 1日
     （在歯管）第378号         平成30年 3月 1日
     （歯地連）第303号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第1899号        平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第445号       平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1120号      平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第262号         平成20年 8月 1日
     （補管）第2578号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40606号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000294,181.3 歯科伊藤医院 〒243-0038 （外来環）第1319号        平成29年 8月 1日
     厚歯181 厚木市愛名１２９５ （か強診）第527号         平成29年 6月 1日
     0462-48-1751  （歯援診）第293号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1889号      平成27年 6月 1日
     （補管）第2559号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2057号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001294,183.9 グリーン歯科医院 〒243-0212 （歯ＣＡＤ）第219号       平成26年 4月 1日
     厚歯183 厚木市及川２－３－１０ （歯技工）第147号         平成22年 4月 1日
     0462-42-0234  （補管）第4480号          平成12年 4月 1日
     （１７５）第2058号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  357

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3002294,184.7 なんもうりフラワー歯〒243-0033 （歯ＣＡＤ）第444号       平成26年 5月 1日
     厚歯184 科 厚木市温水９４６－３ （補管）第4255号          平成13年 4月15日
     046-247-8211  (046-247-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003294,185.4 しもだ歯科医院 〒243-0037 （歯ＣＡＤ）第2225号      平成27年12月 1日
     厚歯185 厚木市毛利台３－３５－６ （補管）第3588号          平成18年 8月22日
     046-247-7005  (046-247-7005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004294,186.2 志賀歯科医院 〒243-0204 （歯訪診）第310号         平成28年 4月 1日
     厚歯186 厚木市鳶尾１－２４－１４ （補管）第4599号          平成14年 4月 1日
     0462-91-2300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005294,187.0 あさひ矯正歯科医院 〒243-0018 （矯診）第198号           平成23年10月 5日
     厚歯187 厚木市中町１－６－１厚木セント （顎診）第150号           平成23年10月 5日
     ラルハイツ１０６
     046-244-3988  (046-244-3948)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006294,188.8 そのみ歯科医院 〒243-0023 （歯訪診）第564号         平成28年 4月 1日
     厚歯188 厚木市戸田２４６８－２９ （補管）第3595号          平成 8年11月 7日
     0462-28-8464  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007294,191.2 みつもと医院 〒243-0032 （補管）第2587号          平成 9年 1月 1日
     厚歯191 厚木市恩名１５１７－３
     0462-48-3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008294,194.6 石黒歯科医院 〒243-0028 （歯訪診）第3149号        平成29年 4月 1日
     厚歯194 厚木市愛甲西２－８－６ （補管）第3704号          平成 9年 5月21日
     0462-47-5755  （１７５）第2060号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009294,195.3 髙須歯科医院 〒243-0816 （補管）第3702号          平成 9年 6月16日
     厚歯195 厚木市林４－２０－４６
     0462-24-7222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3010294,197.9 山際鈴木歯科医院 〒243-0803 （外来環）第70号          平成20年 5月 1日
     厚歯197 厚木市山際７８０－１５ （医管）第345号           平成18年 4月 1日
     0462-46-1818  （歯訪診）第565号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1023号      平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第201号         平成20年 5月 1日
     （補管）第4743号          平成14年 5月 1日
     （１７５）第2696号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011294,198.7 医療法人社団　幸臣会〒243-0812 （歯訪診）第3213号        平成29年 4月 1日
     厚歯198 　イソップ歯科クリニ厚木市妻田北２－１３－２０ （補管）第4732号          平成14年 4月 1日
     ック 046-295-8822  (046-295-9000) （１７５）第2056号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  358

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3012294,201.9 市川歯科医院 〒243-0031 （歯ＣＡＤ）第445号       平成26年 5月 1日
     厚歯201 厚木市戸室１－３２－３グレース （補管）第4278号          平成12年10月 1日
     ビル３０２
     046-295-0525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013294,202.7 まこと歯科医院 〒243-0816 （歯訪診）第2572号        平成29年 3月 1日
     厚歯202 厚木市林４－２－１０ （歯ＣＡＤ）第1121号      平成26年10月 1日
     046-224-0014  (046-224-0014) （補管）第3816号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014294,204.3 歯科なかむら 〒243-0013 （外来環）第120号         平成20年 4月 1日
     厚歯204 厚木市泉町１３－６光正ビル１階 （医管）第346号           平成18年 4月 1日
     　 （歯援診）第722号         平成29年 4月 1日
     0462-28-6800  （在歯管）第264号         平成29年 2月 1日
     （歯地連）第304号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1242号      平成26年11月 1日
     （ＧＴＲ）第247号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3906号          平成10年10月 1日
     （１７５）第2062号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015294,206.8 厚木みどり歯科 〒243-0013 （医管）第347号           平成18年 4月 1日
     厚歯206 厚木市泉町４－１第５内田ビル２ （歯地連）第305号         平成18年 4月 1日
     Ｆ （歯訪診）第311号         平成28年 4月 1日
     0462-29-3010  (046-229-3010) （歯ＣＡＤ）第2560号      平成28年 5月 1日
     （補管）第4481号          平成11年 2月 1日
     （１７５）第2063号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016294,207.6 かわい歯科クリニック〒243-0813 （医管）第348号           平成18年 4月 1日
     厚歯207 厚木市妻田東２－２－６アペック （歯地連）第306号         平成18年 4月 1日
     ス１Ｆ （歯訪診）第2424号        平成29年 2月 1日
     0462-24-8241  (0462-24-8255) （補管）第4785号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017294,208.4 あおね歯科医院 〒243-0014 （補管）第4020号          平成11年 6月 1日
     厚歯208 厚木市旭町５－４３－７サンライ
     トＡＯＮＥ２Ｆ
     0462-27-1145  (0462-27-1146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018294,209.2 飯山しもじま歯科 〒243-0213 （外来環）第208号         平成20年 8月 1日
     厚歯209 厚木市飯山４３４４－１ （歯援診）第732号         平成29年 5月 1日
     0462-42-3106  (0462-42-3106) （歯ＣＡＤ）第2153号      平成27年10月 1日
     （補管）第4029号          平成11年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019294,210.0 医療法人社団　団地会〒243-0801 （歯ＣＡＤ）第1467号      平成27年 1月 1日
     厚歯210 館歯科クリニック 厚木市上依知３００１内陸工業団 （補管）第3366号          平成11年 7月 1日
     地会館１Ｆ （１７５）第2064号        平成14年 4月 1日
     0462-85-0651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  359

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3020294,211.8 厚木市歯科保健センタ〒243-0018 （歯特連）第8号           平成22年 4月 1日
     厚歯211 ー 厚木市中町１－４－１ （歯訪診）第566号         平成28年 4月 1日
     046-224-6081  (046-224-6087) （補管）第6128号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第40243号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021294,216.7 下依知歯科医院 〒243-0806 （歯ＣＡＤ）第2067号      平成27年 8月 1日
     厚歯216 厚木市下依知２－５－３ （補管）第4236号          平成12年 6月 1日
     046-245-7400  (046-245-7400) （１７５）第2820号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022294,219.1 厚木中央歯科医院 〒243-0021 （補管）第4365号          平成13年 4月 1日
     厚歯219 厚木市岡田２－１０－１８
     046-229-9800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023294,222.5 みずほ歯科クリニック〒243-0021 （補管）第4519号          平成13年 9月15日
     厚歯222 厚木市岡田１－７－１－１Ｆ
     046-228-2288  (046-228-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024294,223.3 医療法人社団　浜友会〒243-0014 （医管）第1538号          平成22年 4月 1日
     厚歯223 　難波歯科クリニック厚木市旭町１－２７－５ （在歯管）第41号          平成22年 4月 1日
     046-228-2753  （歯訪診）第3403号        平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第919号       平成26年 8月 1日
     （補管）第2605号          平成13年11月 1日
     （１７５）第2065号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025294,226.6 うぬま歯科 〒243-0017 （歯ＣＡＤ）第275号       平成26年 4月 1日
     厚歯226 厚木市栄町１－２－４東栄ビル２ （補管）第4581号          平成14年 2月 1日
     Ｆ
     046-224-5657  (046-224-5657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026294,228.2 厚木矯正歯科 〒243-0014 （補管）第4929号          平成15年 1月 1日
     厚歯228 厚木市旭町１－２７－１後藤ビル
     ４Ｆ
     046-227-0881  (046-227-0881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027294,229.0 上山歯科医院 〒243-0217 （補管）第2548号          平成14年12月11日
     厚歯229 厚木市三田南３－１２－２２ （１７５）第2039号        平成14年12月11日
     046-241-9533  (046-241-9533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028294,232.4 医療法人社団報恩会　〒243-0018 （外来環）第907号         平成28年 8月 1日
     厚歯232 内田歯科 厚木市中町２－２－８厚木センタ （歯地連）第307号         平成18年 4月 1日
     ービル４Ｆ （歯訪診）第3053号        平成29年 4月 1日
     046-225-3337  （補管）第2579号          平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029294,233.2 清原デンタルクリニッ〒243-0028 （歯ＣＡＤ）第2273号      平成28年 1月 1日
     厚歯233 ク 厚木市愛甲西３－１９－５ （補管）第5075号          平成15年12月 1日
     046-290-5557  (046-290-5556)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  360

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3030294,234.0 のぞみ歯科クリニック〒243-0014 （歯訪診）第3150号        平成29年 4月 1日
     厚歯234 厚木市旭町１－１５－１６千幸ビ （歯ＣＡＤ）第1361号      平成26年12月 1日
     ル２０１ （補管）第5121号          平成16年 4月 1日
     046-226-8144  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031294,235.7 緑ヶ丘歯科医院 〒243-0041 （歯訪診）第2728号        平成29年 3月 1日
     厚歯235 厚木市緑ケ丘２－４－８ （歯ＣＡＤ）第126388号    平成29年 3月 1日
     046-224-0585  (046-224-0585) （補管）第2565号          平成16年 1月18日
     （１７５）第2034号        平成16年 1月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032294,236.5 太陽歯科医院 〒243-0021 （歯訪診）第2821号        平成29年 4月 1日
     厚歯236 厚木市岡田５－１７－３クインヒ （歯ＣＡＤ）第1556号      平成27年 2月 1日
     ルズ１０１ （補管）第5210号          平成16年 9月15日
     046-228-6581  (046-228-6582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033294,237.3 コシ毛利台歯科 〒243-0037 （歯訪診）第312号         平成28年 4月 1日
     厚歯237 厚木市毛利台２－２－１８ （歯ＣＡＤ）第1020号      平成26年 9月 1日
     046-247-5433  (046-248-6639) （補管）第2617号          平成17年 6月 1日
     （１７５）第2044号        平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034294,239.9 きたやま歯科クリニッ〒243-0203 （歯ＣＡＤ）第2368号      平成28年 3月 1日
     厚歯239 ク 厚木市下荻野１２９０－２ （補管）第5456号          平成18年 4月 1日
     046-242-4618  (046-242-8815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035294,240.7 せき歯科医院 〒243-0041 （補管）第5512号          平成18年 8月 1日
     厚歯240 厚木市緑ケ丘２－１２－４
     046-225-8033  (046-225-8033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036294,242.3 さとう歯科クリニック〒243-0816 （外来環）第36号          平成20年 4月 1日
     厚歯242 厚木市林１－２０－２４ （か強診）第554号         平成29年 8月 1日
     046-297-6480  (046-297-6481) （歯援診）第763号         平成29年 8月 1日
     （歯訪診）第2662号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2154号      平成27年10月 1日
     （補管）第4638号          平成19年 5月 1日
     （酸単）第40244号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037294,245.6 医療法人社団　未来会〒243-0031 （外来環）第441号         平成24年11月 1日
     厚歯245 　アツギトレリス歯科厚木市戸室５－３１－１アット／ （か強診）第652号         平成30年 3月 1日
     アツギ・トレリスビル３Ｆ （歯訪診）第3257号        平成29年 4月 1日
     046-225-8577  （補管）第6054号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  361

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3038294,246.4 大澤歯科医院 〒243-0027 （外来環）第370号         平成22年 4月 7日
     厚歯246 厚木市愛甲東１－１－３４ （歯特連）第19号          平成22年 4月 7日
     046-228-1078  （医管）第2115号          平成29年 4月 1日
     （歯援診）第226号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第25号          平成22年 4月 7日
     （う蝕無痛）第70号        平成22年 4月 7日
     （歯ＣＡＤ）第126169号    平成28年 9月 1日
     （手術歯根）第13号        平成22年 4月 7日
     （ＧＴＲ）第325号         平成22年 4月 7日
     （補管）第6158号          平成22年 4月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039294,247.2 きくち歯科クリニック〒243-0815 （補管）第6272号          平成23年 1月 1日
     厚歯247 厚木市妻田西２－１５－１９
     046-240-8666  (046-240-8667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040294,248.0 阿藤歯科医院 〒243-0014 （歯訪診）第313号         平成28年 4月 1日
     厚歯248 厚木市旭町３－１－６ （歯ＣＡＤ）第2015号      平成27年 7月 1日
     046-228-3279  (046-228-3279) （補管）第6315号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041294,249.8 やながわ歯科 〒243-0005 （歯訪診）第3151号        平成29年 4月 1日
     厚歯249 厚木市松枝１－１２－１５　ベル （補管）第6363号          平成23年 5月 1日
     クトハイム１Ｆ
     046-223-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042294,250.6 ひろ歯科クリニック 〒243-0814 （歯ＣＡＤ）第276号       平成26年 4月 1日
     厚歯250 厚木市妻田南１－４－８ （補管）第6452号          平成23年10月 1日
     046-224-1184  (046-224-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043294,251.4 鍵和田歯科医院 〒243-0018 （外来環）第730号         平成28年 2月 1日
     厚歯251 厚木市中町２－７－３ （医管）第1801号          平成28年 5月 1日
     046-221-2163  (046-225-5064) （在歯管）第161号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第1900号        平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第219号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2155号      平成27年10月 1日
     （補管）第6561号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044294,252.2 岡部歯科医院 〒243-0014 （歯訪診）第1901号        平成28年 5月 1日
     厚歯252 厚木市旭町１－３８－９ （歯ＣＡＤ）第1362号      平成26年12月 1日
     046-228-4606  (046-228-7898) （補管）第6730号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045294,253.0 厚木デンタルクリニッ〒243-0018 （歯ＣＡＤ）第781号       平成26年 7月 1日
     厚歯253 ク 厚木市中町２－１－２４柳田ビル （補管）第6763号          平成25年 4月 1日
     ２Ｆ （酸単）第40245号         平成29年 4月 1日
     046-259-8468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  362

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3046294,254.8 本来堂歯科 〒243-0018 （歯ＣＡＤ）第2472号      平成28年 4月 1日
     厚歯254 厚木市中町３－１１－１５－１０ （補管）第6761号          平成25年 5月 1日
     ３
     046-244-5556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047294,255.5 榎本歯科医院 〒243-0018 （歯訪診）第1984号        平成28年 6月 1日
     厚歯255 厚木市中町３－９－１ （歯ＣＡＤ）第1967号      平成27年 7月 1日
     046-221-0448  (046-221-0448) （補管）第6862号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048300,011.4 平田歯科医院 〒242-0005 （歯訪診）第314号         平成28年 4月 1日
     大和歯11 大和市西鶴間１－１７－１芙蓉ビ （歯リハ２）第84号        平成26年 4月 1日
     ル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第109号       平成26年 4月 1日
     0462-75-6280  （歯技工）第12号          平成22年 4月 1日
     （補管）第1972号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049300,039.5 山口歯科医院 〒242-0011 （歯訪診）第315号         平成28年 4月 1日
     大和歯39 大和市深見３８６９－１ （補管）第1989号          平成 8年 4月 1日
     0462-63-3532  （１７５）第2071号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050300,042.9 小城歯科 〒242-0006 （補管）第2020号          平成 8年 4月 1日
     大和歯42 大和市南林間６－４－２９ （１７５）第2072号        平成14年 4月 1日
     0462-74-9350  （酸単）第40443号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3051300,043.7 しろせ歯科クリニック〒242-0015 （外来環）第694号         平成27年11月 1日
     大和歯43 大和市下和田１１９６－２ （か強診）第657号         平成30年 3月 1日
     046-268-1169  (046-269-6868) （歯訪診）第2425号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1557号      平成27年 2月 1日
     （補管）第6304号          平成23年 2月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052300,046.0 道佛歯科医院 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第1558号      平成27年 2月 1日
     大和歯46 大和市中央林間３－１２－１４ （補管）第2017号          平成 8年 4月 1日
     0462-75-3023  （１７５）第2073号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053300,054.4 大竹歯科医院 〒242-0021 （歯訪診）第316号         平成28年 4月 1日
     大和歯54 大和市中央１－１－１６ （歯ＣＡＤ）第701号       平成26年 4月 1日
     0462-62-2131  （補管）第2003号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2075号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054300,058.5 伊藤歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第317号         平成28年 4月 1日
     大和歯58 大和市南林間５－９－１２ （歯ＣＡＤ）第126695号    平成29年12月 1日
     0462-75-6530  （補管）第2035号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055300,059.3 大舘歯科医院 〒242-0021 （歯訪診）第318号         平成28年 4月 1日
     大和歯59 大和市中央７－４－１４花咲ビル （補管）第2006号          平成 8年 4月 1日
     ３Ｆ （１７５）第2076号        平成14年 4月 1日
     0462-64-1089  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  363

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3056300,063.5 田中歯科医院 〒242-0024 （歯訪診）第319号         平成28年 4月 1日
     大和歯63 大和市福田１８９０ （補管）第1976号          平成17年 2月25日
     046-269-1851  (046-269-1841) （１７５）第2078号        平成17年 2月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057300,066.8 加藤歯科医院 〒242-0014 （補管）第4693号          平成14年 4月 1日
     大和歯66 大和市上和田９６３ （１７５）第2079号        平成14年 4月 1日
     0462-69-5665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3058300,068.4 つきみ野歯科医院 〒242-0002 （外来環）第851号         平成28年 7月 1日
     大和歯68 大和市つきみ野４－１２－６ （か強診）第605号         平成30年 1月 1日
     0462-73-0003  （歯援診）第218号         平成29年 3月 1日
     （歯技工）第232号         平成28年 4月 1日
     （補管）第2015号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2081号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059300,072.6 中野歯科医院 〒242-0002 （補管）第2018号          平成 8年 4月 1日
     大和歯72 大和市つきみ野１－１１ （１７５）第2082号        平成14年 4月 1日
     0462-75-8215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060300,075.9 一般社団法人大和歯科〒242-0018
     大和歯75 医師会　大和休日歯科大和市深見西２－１－２５
     診療所 046-263-4107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061300,077.5 田尻下歯科医院 〒242-0002 （外来環）第661号         平成27年 7月 1日
     大和歯77 大和市つきみ野５－１４－１５ （医管）第1624号          平成27年 7月 1日
     0462-75-2141  （か強診）第217号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第28号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第86号          平成27年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第205号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1970号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40246号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062300,079.1 重松歯科医院 〒242-0017 （歯訪診）第322号         平成28年 4月 1日
     大和歯79 大和市大和東１－１０－１１ （歯ＣＡＤ）第621号       平成26年 4月 1日
     046-261-1735  (046-263-5771) （補管）第2022号          平成11年 8月 8日
     （１７５）第2083号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063300,082.5 矢部歯科医院 〒242-0015 （補管）第7102号          平成26年10月15日
     大和歯82 大和市下和田９６２－２
     046-269-7200  (046-269-7215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064300,083.3 弦間歯科医院 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第126364号    平成29年 3月 1日
     大和歯83 大和市中央林間６－１１－２アイ （補管）第2010号          平成 8年 4月 1日
     ヴォール中央林間２０１号 （１７５）第2085号        平成14年 4月 1日
     0462-76-2238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  364

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3065300,085.8 三國歯科医院 〒242-0017 （外来環）第236号         平成20年 9月 1日
     大和歯85 大和市大和東１－５－１２ （か強診）第201号         平成28年 7月 1日
     0462-64-0061  （歯援診）第12号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第19号          平成22年 4月 1日
     （う蝕無痛）第139号       平成27年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1559号      平成27年 2月 1日
     （補管）第2026号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2698号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066300,086.6 内山歯科医院 〒242-0006 （補管）第1999号          平成 8年 4月 1日
     大和歯86 大和市南林間１－１９－５ （１７５）第2086号        平成14年 4月 1日
     0462-74-2413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067300,091.6 水野歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第1902号        平成28年 5月 1日
     大和歯91 大和市南林間３－２－５ （歯ＣＡＤ）第1735号      平成27年 4月 1日
     0462-76-5438  （補管）第4230号          平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068300,094.0 石塚歯科医院 〒242-0005 （歯ＣＡＤ）第622号       平成26年 6月 1日
     大和歯94 大和市西鶴間１－３－２ＴＭビル （補管）第4750号          平成14年 5月 1日
     ２Ｆ
     0462-75-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069300,096.5 小泉歯科医院 〒242-0024 （歯訪診）第567号         平成28年 4月 1日
     大和歯96 大和市福田３－１１－５ （歯ＣＡＤ）第126855号    平成30年 3月 1日
     0462-69-6456  （補管）第2028号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070300,097.3 Ｋ．ＤＥＮＴＡＬ　Ｃ〒242-0003 （外来環）第706号         平成27年12月 1日
     大和歯97 ＬＩＮＩＣ 大和市林間１－４－６　イースト （医管）第1597号          平成26年 1月 1日
     ワンビル２Ｆ （か強診）第238号         平成28年 8月 1日
     046-275-3332  (046-274-4923) （歯援診）第29号          平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第107号       平成26年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2069号      平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第51号        平成26年 1月 1日
     （補管）第2007号          平成19年 5月 1日
     （１７５）第2088号        平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071300,102.1 小林歯科医院 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第446号       平成26年 5月 1日
     大和歯102 大和市中央林間２－９－１３ （補管）第3801号          平成10年 3月 1日
     0462-76-6161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3072300,104.7 森歯科医院 〒242-0021 （補管）第1974号          平成 8年 4月 1日
     大和歯104 大和市中央２－４－１３　真下ビ
     ル２Ｆ
     0462-61-9898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  365

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3073300,107.0 シマムラ歯科 〒242-0014 （外来環）第123号         平成20年 5月 1日
     大和歯107 大和市上和田９７９－１　シルバ （歯援診）第59号          平成29年 3月 1日
     ーコーポ桜ケ丘２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126460号    平成29年 5月 1日
     0462-67-2256  （ＧＴＲ）第240号         平成20年 5月 1日
     （補管）第2012号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074300,108.8 青木歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第324号         平成28年 4月 1日
     大和歯108 大和市南林間１－８－３　南林間 （歯ＣＡＤ）第126694号    平成29年12月 1日
     合同ビル３Ｆ （補管）第2029号          平成 8年 4月 1日
     046-275-2772  (046-275-2774) （１７５）第2091号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075300,118.7 八木歯科医院 〒242-0004 （歯訪診）第325号         平成28年 4月 1日
     大和歯118 大和市鶴間２－２－３ （歯ＣＡＤ）第2068号      平成27年 8月 1日
     0462-74-2525  （ＧＴＲ）第151号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2013号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2089号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076300,119.5 芦田歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第568号         平成28年 4月 1日
     大和歯119 大和市南林間７－１５－４ （補管）第2027号          平成 8年 4月 1日
     0462-74-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077300,122.9 渡部歯科クリニック 〒242-0002 （歯ＣＡＤ）第2226号      平成27年12月 1日
     大和歯122 大和市つきみ野６－１－４６ （ＧＴＲ）第281号         平成21年 3月 6日
     046-275-4884  (046-275-4393) （補管）第5881号          平成21年 3月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078300,126.0 はまよし歯科クリニッ〒242-0003 （歯訪診）第326号         平成28年 4月 1日
     大和歯126 ク 大和市林間１－５－８ （歯ＣＡＤ）第2322号      平成28年 2月 1日
     0462-76-0303  （ＧＴＲ）第202号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2030号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2097号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079300,127.8 原歯科医院 〒242-0017 （歯ＣＡＤ）第126696号    平成29年12月 1日
     大和歯127 大和市大和東３－７－１１ （補管）第4733号          平成14年 4月 1日
     0462-63-3033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080300,146.8 林間矯正歯科 〒242-0006 （矯診）第143号           平成22年 4月 1日
     大和歯146 大和市南林間１－５－８今木ビル （顎診）第90号            平成18年 4月 1日
     ３Ｆ　
     0462-76-5850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081300,147.6 長尾歯科医院 〒242-0022 （歯訪診）第1903号        平成28年 5月 1日
     大和歯147 大和市柳橋３－５－１５　ラペ桜 （補管）第2011号          平成 8年 4月 1日
     ヶ丘２Ｆ （１７５）第2095号        平成14年 4月 1日
     0462-68-6665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  366

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3082300,150.0 アミティ歯科 〒242-0005 （歯ＣＡＤ）第126659号    平成29年11月 1日
     大和歯150 大和市西鶴間３－５－６　ハイネ （補管）第1971号          平成 8年 4月 1日
     スアミティ鶴間
     0462-64-9605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083300,151.8 スギヤマ歯科医院 〒242-0004 （歯訪診）第2822号        平成29年 4月 1日
     大和歯151 大和市鶴間１－１－２網野ビル２ （歯ＣＡＤ）第221号       平成26年 4月 1日
     階 （補管）第3557号          平成 8年 8月 1日
     0462-62-6860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084300,152.6 新生歯科医院 〒242-0024 （歯ＣＡＤ）第1968号      平成27年 7月 1日
     大和歯152 大和市福田２－１４－２　２Ｆ （補管）第1981号          平成 8年 4月 1日
     0462-68-8487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085300,153.4 藤光歯科医院 〒242-0021 （歯訪診）第1904号        平成28年 5月 1日
     大和歯153 大和市中央５－６－２９　第２ソ （補管）第2038号          平成 8年 4月 1日
     ーヨービル１Ｆ
     0462-62-7468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086300,156.7 はんだ矯正歯科医院 〒242-0017 （矯診）第106号           平成22年 4月 1日
     大和歯156 大和市大和東２－２－１ワイズビ （顎診）第143号           平成21年11月20日
     ル２Ｆ
     046-264-8808  (046-264-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087300,164.1 伊東歯科クリニック 〒242-0024 （歯ＣＡＤ）第140号       平成26年 4月 1日
     大和歯164 大和市福田２０８２ （補管）第1996号          平成 8年 4月 1日
     0462-69-2226  （１７５）第2098号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088300,167.4 エイトナイン歯科クリ〒242-0024 （歯訪診）第327号         平成28年 4月 1日
     大和歯167 ニック 大和市福田２０１６－２小田急マ （ＧＴＲ）第153号         平成20年 4月 1日
     ルシェ２Ｆ （補管）第1982号          平成 8年 4月 1日
     0462-68-0069  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089300,172.4 愛美歯科 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第19号        平成26年 4月 1日
     大和歯172 大和市中央林間３－１０－８ （補管）第3491号          平成20年 9月16日
     046-277-7474  (046-277-7474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090300,176.5 医療法人社団　遠藤歯〒242-0017 （歯ＣＡＤ）第1560号      平成27年 2月 1日
     大和歯176 科医院 大和市大和東１－７－２ （補管）第2039号          平成 8年 4月 1日
     0462-63-9363  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  367

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3091300,180.7 南林間　アルファ歯科〒242-0003 （外来環）第545号         平成26年 5月 1日
     大和歯180 ・矯正歯科医院 大和市林間１－５－５クリエール （医管）第1884号          平成28年 7月 1日
     南林間１Ｆ （在歯管）第200号         平成28年 7月 1日
     0462-72-6776  （歯訪診）第2044号        平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第183号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2404号      平成28年 4月 1日
     （補管）第2041号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092300,181.5 井上歯科医院 〒242-0016 （外来環）第1019号        平成28年12月 1日
     大和歯181 大和市大和南２－７－３３第１０ （医管）第2013号          平成28年12月 1日
     一休ビル１階 （歯訪診）第328号         平成28年 4月 1日
     0462-64-3889  （歯リハ２）第252号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第85号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2019号          平成19年12月 1日
     （１７５）第2090号        平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093300,182.3 斉藤歯科クリニック 〒242-0002 （歯訪診）第1905号        平成28年 5月 1日
     大和歯182 大和市つきみ野４－３－１８ （歯リハ２）第86号        平成26年 4月 1日
     0462-76-8241  （歯ＣＡＤ）第187号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1993号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3094300,183.1 こいずみ歯科医院 〒242-0017 （歯訪診）第329号         平成28年 4月 1日
     大和歯183 大和市大和東１－３－８第７しい （歯リハ２）第87号        平成26年 4月 1日
     のきビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第2405号      平成28年 4月 1日
     0462-64-8188  （ＧＴＲ）第84号          平成20年 4月 1日
     （補管）第2024号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095300,184.9 稲葉歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第330号         平成28年 4月 1日
     大和歯184 大和市南林間１－４－１８ジュネ （補管）第2037号          平成10年11月 1日
     ス南林間１Ｆ
     0462-74-5106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096300,186.4 医療法人社団　ひらの〒242-0021 （外来環）第590号         平成26年11月 1日
     大和歯186 歯科医院 大和市中央４－１－２　近藤ビル （医管）第1712号          平成28年 4月 1日
     ２Ｆ （か強診）第50号          平成28年 4月 1日
     0462-62-3663  （歯援診）第176号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1468号      平成27年 1月 1日
     （補管）第1979号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097300,189.8 島田矯正歯科クリニッ〒242-0007 （矯診）第165号           平成22年 4月 1日
     大和歯189 ク 大和市中央林間５－７－８アトモ （顎診）第91号            平成18年 4月 1日
     ーエ中央林間２Ｆ
     046-274-4000  (046-276-5729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098300,191.4 山口歯科クリニック 〒242-0028 （歯訪診）第569号         平成28年 4月 1日
     大和歯191 大和市桜森３－９－４ （補管）第2005号          平成 8年 4月 1日
     0462-64-0017  （１７５）第2700号        平成14年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  368

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3099300,192.2 はたの歯科医院 〒242-0007 （歯訪診）第570号         平成28年 4月 1日
     大和歯192 大和市中央林間３－１９－２０グ （補管）第6648号          平成24年 8月 1日
     リーンウッド中央林間１１１
     046-277-7680  (046-277-7680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100300,195.5 ちひろ歯科医院 〒242-0016 （外来環）第485号         平成25年 6月 1日
     大和歯195 大和市大和南２－１０－４山善ビ （か強診）第94号          平成28年 4月 1日
     ル２Ｆ （歯援診）第477号         平成28年 4月 1日
     0462-62-7337  （歯地連）第470号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第331号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1469号      平成27年 1月 1日
     （補管）第1992号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101303,000.4 石垣デンタルクリニッ〒242-0003 （外来環）第510号         平成26年 1月 1日
     大和歯3000 ク 大和市林間２－１－２５ルックハ （歯訪診）第3258号        平成29年 4月 1日
     イツ南林間１０４ （補管）第6876号          平成25年11月 1日
     046-244-4480  (046-244-4490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102303,001.2 医療法人社団泰晴会　〒242-0024 （歯訪診）第3054号        平成29年 4月 1日
     大和歯3001 らいおん歯科クリニッ大和市福田５６７３ （手顕微加）第63号        平成28年 4月 1日
     ク桜ヶ丘 046-201-0648  (046-201-0082) （歯ＣＡＤ）第156号       平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第38号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6897号          平成25年11月 1日
     （酸単）第40247号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3103303,002.0 かわさき歯科 〒242-0018 （歯ＣＡＤ）第126653号    平成29年11月 1日
     大和歯3002 大和市深見西１－４－３０ラーク （補管）第6898号          平成25年11月 1日
     ヴィラ１Ｆ
     046-265-6655  (046-265-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104303,005.3 やまと　ゆたか歯科 〒242-0017 （歯訪診）第2426号        平成29年 2月 1日
     大和歯3005 大和市大和東２－２－１３ヤマト （歯ＣＡＤ）第1122号      平成26年10月 1日
     　エスト　Ⅱ　アサヒヤ１０１ （補管）第7069号          平成26年10月 1日
     046-240-0033  (046-240-0033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105303,006.1 大和デンタルクリニッ〒242-0006 （外来環）第768号         平成28年 4月 1日
     大和歯3006 ク　南林間 大和市南林間４－６－１６竹内ビ （歯訪診）第332号         平成28年 4月 1日
     ル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1244号      平成26年11月 1日
     046-283-1180  (046-283-1180) （補管）第7050号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3106303,007.9 ルナ歯科医院 〒242-0006 （外来環）第1451号        平成30年 3月 1日
     大和歯3007 大和市南林間１－８－１９西口ビ （歯ＣＡＤ）第126660号    平成29年11月 1日
     ル３Ｆ （補管）第7792号          平成30年 3月 1日
     046-276-3328  (046-276-3328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  369

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3107303,008.7 高座渋谷歯科クリニッ〒242-0015 （外来環）第1411号        平成30年 2月 1日
     大和歯3008 ク 大和市下和田１１８４－１ （歯訪診）第2427号        平成29年 2月 1日
     046-267-4618  （歯ＣＡＤ）第1363号      平成26年12月 1日
     （補管）第7070号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3108303,009.5 大和ハート歯科クリニ〒242-0017 （歯ＣＡＤ）第1364号      平成26年12月 1日
     大和歯3009 ック 大和市大和東２－５－１２小島ビ （補管）第7106号          平成26年12月 1日
     ル１０１
     046-244-0501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109303,011.1 大和駅前歯科 〒242-0016 （外来環）第1330号        平成29年 8月 1日
     大和歯3011 大和市大和南１－５－１７中村ビ （歯ＣＡＤ）第2156号      平成27年10月 1日
     ル１Ｆ （補管）第7109号          平成27年 1月 1日
     046-261-0552  (046-534-5331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110303,012.9 医療法人社団育葉会　〒242-0016 （う蝕無痛）第168号       平成29年 1月 1日
     大和歯3012 よりおかガーデン歯科大和市大和南２－９－４山口ビル （歯ＣＡＤ）第126724号    平成30年 1月 1日
     クリニック １Ｆ （手術歯根）第101号       平成29年 1月 1日
     046-262-2117  (046-262-2114) （補管）第7146号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111303,013.7 オーク歯科クリニック〒242-0024 （歯訪診）第2428号        平成29年 2月 1日
     大和歯3013 桜ヶ丘 大和市福田２－７－１リコ桜ヶ丘 （歯ＣＡＤ）第126875号    平成30年 3月 1日
     駅前店舗１Ｆ１号室 （補管）第7152号          平成27年 1月 1日
     046-204-9307  (046-204-9308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112303,014.5 杉山歯科医院 〒242-0015 （う蝕無痛）第191号       平成30年 1月 1日
     大和歯3014 大和市下和田８１４－４ （歯ＣＡＤ）第1818号      平成27年 5月 1日
     046-244-4470  （手術歯根）第124号       平成30年 1月 1日
     （補管）第7156号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113303,015.2 アポロニアデンタルク〒242-0017 （補管）第7174号          平成27年 4月 1日
     大和歯3015 リニック 大和市大和東２－７－５
     046-259-7407  (046-259-7408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114303,016.0 オーク歯科クリニック〒242-0004 （歯訪診）第2429号        平成29年 2月 1日
     大和歯3016 鶴間 大和市鶴間２－３－２２ヴェルド （歯ＣＡＤ）第126876号    平成30年 3月 1日
     ミール南林間１０２ （補管）第7261号          平成27年 9月 1日
     046-275-7465  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115303,018.6 南林間ひまわり歯科 〒242-0001 （歯訪診）第3259号        平成29年 4月 1日
     大和歯3018 大和市下鶴間３００５－１ （歯ＣＡＤ）第2227号      平成27年12月 1日
     046-200-9904  (046-205-3878) （補管）第7293号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3116303,019.4 上草柳歯科 〒242-0029 （補管）第7307号          平成27年12月 1日
     大和歯3019 大和市上草柳３－１－２２山口ビ
     ル１Ｆ
     046-262-6282  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  370

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3117303,021.0 カネコ歯科クリニック〒242-0021 （歯訪診）第3152号        平成29年 4月 1日
     大和歯3021 大和市中央２－２－８　ケントハ （歯ＣＡＤ）第2369号      平成28年 3月 1日
     ウスビル１Ｆ （補管）第7362号          平成28年 3月 1日
     046-263-6480  (046-259-6633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118303,023.6 セントルカ眼科歯科ク〒242-0004 （時間外２）第1277号      平成28年 3月 1日
     (301,021.2) リニック 大和市鶴間１－３１－１　大和ク （外来環）第750号         平成28年 3月 1日
     大和歯3023 リニックモール１Ｆ （医管）第1635号          平成28年 3月 1日
     046-262-6480  (046-262-8148) （コン１）第660号         平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第343号       平成28年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2416号      平成28年 3月 1日
     （補管）第7373号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119303,024.4 セントゼビアクリニッ〒242-0017 （時間外２）第1302号      平成28年 5月 1日
     (301,023.8) ク 大和市大和東１－４－２　オダギ （外来環）第852号         平成28年 7月 1日
     大和歯3024 リ薬局大和本店ビル３Ｆ （歯リハ２）第378号       平成28年 7月 1日
     046-204-7473  （歯ＣＡＤ）第2613号      平成28年 6月 1日
     （補管）第7427号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120303,025.1 医療法人好領会　小俣〒242-0006 （外来環）第1224号        平成29年 5月 1日
     大和歯3025 歯科医院 大和市南林間１－３－９ （医管）第2137号          平成29年 6月 1日
     046-274-0462  (046-274-0462) （か強診）第536号         平成29年 7月 1日
     （在歯管）第332号         平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第1936号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2584号      平成28年 5月 1日
     （補管）第7444号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121303,026.9 深見台歯科クリニック〒242-0013 （外来環）第1194号        平成29年 4月 1日
     大和歯3026 大和市深見台３－５－２８　２Ｆ （歯訪診）第3055号        平成29年 4月 1日
     046-240-6888  (046-204-7555) （歯ＣＡＤ）第2614号      平成28年 6月 1日
     （歯技工）第248号         平成29年 1月 1日
     （補管）第7456号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3122303,027.7 大和スマイル歯科クリ〒242-0016 （外来環）第977号         平成28年10月 1日
     大和歯3027 ニック 大和市大和南１－８－１　ＹＡＭ （歯ＣＡＤ）第126170号    平成28年 9月 1日
     ＡＴＯ文化森１Ｆ （補管）第7475号          平成28年 8月 1日
     046-200-4181  (046-200-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3123303,028.5 つきみ野駅前歯科 〒242-0002 （外来環）第1364号        平成29年10月 1日
     大和歯3028 大和市つきみ野５－９－１３ （歯訪診）第3214号        平成29年 4月 1日
     046-259-8241  （歯ＣＡＤ）第126275号    平成28年12月 1日
     （補管）第7544号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124303,029.3 あおぞら歯科医院 〒242-0016 （歯援診）第672号         平成29年 3月 1日
     大和歯3029 大和市大和南１－１２－２２　１ （補管）第7574号          平成29年 2月 1日
     Ｆ
     046-260-6010  (046-204-4845)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  371

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3125303,031.9 ひまわり歯科 〒242-0021 （歯援診）第812号         平成30年 3月 1日
     大和歯3031 大和市中央６－１－６　ＰＳＡビ （歯訪診）第3434号        平成29年12月 1日
     ルディング１Ｆ （在推進）第144号         平成30年 3月 1日
     046-244-4131  (046-244-4132) （補管）第7744号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126303,032.7 医療法人エスティーア〒242-0021 （外来環）第1425号        平成30年 1月 1日
     大和歯3032 ドバンス　大和駅前フ大和市中央４－１－９　パールハ （歯訪診）第3464号        平成30年 1月 1日
     ァミリー歯科 イツ１Ｆ１号 （歯ＣＡＤ）第126847号    平成30年 1月 1日
     046-408-8148  (046-408-8148) （補管）第7785号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127303,033.5 久保倉歯科医院 〒242-0024 （外来環）第1455号        平成30年 2月 5日
     大和歯3033 大和市福田５５２９ （歯特連）第56号          平成30年 2月 5日
     046-267-2104  （医管）第2217号          平成30年 2月 5日
     （か強診）第654号         平成30年 2月 5日
     （歯援診）第815号         平成30年 2月 5日
     （手顕微加）第264号       平成30年 2月 5日
     （歯ＣＡＤ）第126908号    平成30年 2月 5日
     （根切顕微）第236号       平成30年 2月 5日
     （補管）第7806号          平成30年 2月 5日
     （酸単）第42304号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128303,034.3 やなぎさわ歯科つきみ〒242-0002
     大和歯3034 野駅前クリニック 大和市つきみ野４－５－１　東急
     ドエルつきみ野ビレジＢ－１号棟
     １１２
     046-277-4618  (046-277-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129304,199.3 松尾歯科医院 〒242-0005 （歯ＣＡＤ）第126808号    平成30年 2月 1日
     大和歯199 大和市西鶴間１－９－１４ （補管）第3359号          平成 8年 4月 1日
     0462-74-0903  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130304,202.5 歯科クリニック中村 〒242-0013 （外来環）第282号         平成20年11月 1日
     大和歯202 大和市深見台１－８－１９ （医管）第1936号          平成28年 8月 1日
     0462-60-2378  （歯訪診）第333号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第122号       平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1470号      平成27年 1月 1日
     （手術歯根）第64号        平成26年 8月 1日
     （補管）第3526号          平成 8年 7月 1日
     （酸単）第40248号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3131304,203.3 田園歯科クリニック 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第447号       平成26年 5月 1日
     大和歯203 大和市中央林間３－４－１０Ｍ＆ （補管）第2009号          平成 8年 7月 1日
     Ｍビル２階
     0462-77-7877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  372

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3132304,207.4 医療法人社団　奉歯会〒242-0024 （歯ＣＡＤ）第623号       平成26年 4月 1日
     大和歯207 　富士歯科医院 大和市福田２０８６－８ （補管）第2033号          平成 9年 1月 6日
     0462-67-0566  （１７５）第2870号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133304,209.0 デンタルオフィスヒラ〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第126528号    平成29年 7月 1日
     大和歯209 タ 大和市中央林間４－５－１８加藤 （補管）第3802号          平成10年 3月 1日
     ビル２Ｆ
     0462-76-2244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134304,210.8 西鶴間デンタルクリニ〒242-0005 （歯訪診）第2573号        平成29年 3月 1日
     大和歯210 ック 大和市西鶴間４－１－４ （歯ＣＡＤ）第1495号      平成27年 1月 1日
     0462-65-2556  （補管）第3751号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135304,212.4 医療法人社団　杉医会〒242-0006 （補管）第3756号          平成 9年11月 1日
     大和歯212 　杉浦歯科クリニック大和市南林間２－１１－４杉浦ビ
     ル２階
     0462-74-6002  (0462-74-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136304,217.3 いちょう歯科医院 〒242-0015 （歯訪診）第1985号        平成28年 6月 1日
     大和歯217 大和市下和田８４石井ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126890号    平成30年 3月 1日
     0462-68-3700  （補管）第4667号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137304,218.1 瀬沼歯科医院 〒242-0004 （歯訪診）第2309号        平成29年 1月 1日
     大和歯218 大和市鶴間２－１－２２瀬沼ビル （歯ＣＡＤ）第2473号      平成28年 4月 1日
     １Ｆ （補管）第3793号          平成10年 2月 7日
     0462-73-1500  （１７５）第2101号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138304,220.7 星野歯科医院 〒242-0023 （歯ＣＡＤ）第1890号      平成27年 6月 1日
     大和歯220 大和市渋谷２－２４－１０オチア （補管）第4734号          平成14年 4月 1日
     イビルド１－Ａ
     0462-67-8550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139304,221.5 ハシダデンタル 〒242-0002 （歯訪診）第2214号        平成28年11月 1日
     大和歯221 大和市つきみ野６－９－２ （補管）第3629号          平成10年 6月 1日
     046-276-8148  (046-278-3089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140304,223.1 医療法人社団　桜美会〒242-0024 （う蝕無痛）第29号        平成20年 4月 1日
     大和歯223 　桜美歯科医院 大和市福田３７５９－１１桜一番 （補管）第4768号          平成14年 5月 1日
     館２０２
     0462-68-2472  (046-268-2472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141304,224.9 にしかわ歯科クリニッ〒242-0002 （歯ＣＡＤ）第184号       平成26年 4月 1日
     大和歯224 ク 大和市つきみ野５－８－６ （補管）第3929号          平成10年12月20日
     0462-78-5155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  373

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3142304,227.2 ちかつ歯科医院 〒242-0021 （歯ＣＡＤ）第126214号    平成28年10月 1日
     大和歯227 大和市中央１－４－３マルエツ大 （補管）第3617号          平成11年 7月 1日
     和中央店２Ｆ
     0462-63-7145  (0462-63-7145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143304,228.0 山岡歯科医院 〒242-0004 （歯ＣＡＤ）第1245号      平成26年11月 1日
     大和歯228 大和市鶴間２－２－２２ （補管）第4083号          平成11年10月15日
     046-274-0951  (046-274-0951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144304,229.8 かわひと歯科医院 〒242-0021 （歯訪診）第334号         平成28年 4月 1日
     大和歯229 大和市中央３－７－２７ （歯ＣＡＤ）第782号       平成26年 7月 1日
     046-265-3773  (046-265-3772) （補管）第4105号          平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145304,231.4 髙山歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第1906号        平成28年 5月 1日
     大和歯231 大和市南林間４－１１－９ （歯ＣＡＤ）第2474号      平成28年 4月 1日
     046-271-2211  （補管）第4183号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146304,234.8 医療法人社団　大川原〒242-0024 （外来環）第582号         平成26年10月 1日
     大和歯234 歯科医院 大和市福田５５２１－７ （医管）第2179号          平成29年11月 1日
     046-268-1288  (046-268-2287) （か強診）第166号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第791号         平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1123号      平成26年10月 1日
     （歯技工）第236号         平成28年 6月 1日
     （補管）第3764号          平成12年12月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147304,235.5 上和田歯科医院 〒242-0014 （外来環）第1046号        平成29年 1月 1日
     大和歯235 大和市上和田３４２１－５ （歯訪診）第2189号        平成28年10月 1日
     046-268-1180  （歯ＣＡＤ）第1891号      平成27年 6月 1日
     （補管）第4323号          平成13年 2月 1日
     （１７５）第2103号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3148304,240.5 高橋歯科医院 〒242-0029 （外来環）第616号         平成27年 1月 1日
     大和歯240 大和市上草柳７－８－７ （医管）第1977号          平成28年10月 1日
     046-200-4118  (046-200-4117) （か強診）第291号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第560号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第237号         平成28年10月 1日
     （歯訪診）第335号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第393号       平成28年10月 1日
     （手顕微加）第166号       平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1819号      平成27年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第478号         平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第136号       平成28年10月 1日
     （補管）第4402号          平成13年 6月 1日
     （矯診）第234号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  374

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3149304,241.3 二条通り歯科クリニッ〒242-0006 （歯ＣＡＤ）第1365号      平成26年12月 1日
     大和歯241 ク 大和市南林間１－２－８ハーモニ （補管）第4403号          平成13年 6月 1日
     ー南林間１Ｆ
     046-278-6480  (046-278-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150304,242.1 そがめ歯科医院 〒242-0008 （歯ＣＡＤ）第1366号      平成26年12月 1日
     大和歯242 大和市中央林間西２－７－６ （補管）第4439号          平成13年 8月 1日
     046-278-6481  (046-578-6482) （１７５）第2106号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3151304,244.7 大和パーク歯科クリニ〒242-0001 （外来環）第769号         平成28年 4月 1日
     大和歯244 ック 大和市下鶴間１－２－１イオンモ （医管）第351号           平成18年 4月 1日
     ール大和２Ｆ （か強診）第51号          平成28年 4月 1日
     046-200-0418  (046-200-0417) （歯援診）第464号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第174号         平成28年 6月 1日
     （歯地連）第310号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第89号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第65号        平成26年 4月 1日
     （補管）第4561号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152304,245.4 わたなべ歯科 〒242-0024 （歯ＣＡＤ）第1246号      平成26年11月 1日
     大和歯245 大和市福田２０３７－６ （補管）第4639号          平成14年 4月 1日
     046-279-4199  (046-279-4198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153304,247.0 あだちデンタルクリニ〒242-0001 （外来環）第952号         平成28年 9月 1日
     大和歯247 ック 大和市下鶴間１５９８－８ （医管）第1964号          平成28年 9月 1日
     046-271-1187  (046-271-1187) （歯ＣＡＤ）第1024号      平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第413号         平成26年 9月 1日
     （補管）第4894号          平成14年10月 1日
     （酸単）第40347号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154304,252.0 林歯科医院 〒242-0003 （歯訪診）第2253号        平成28年12月 1日
     大和歯252 大和市林間１－６－１１ （歯ＣＡＤ）第126561号    平成29年 8月 1日
     046-276-4618  (046-276-4618) （補管）第4967号          平成15年 4月 1日
     （酸単）第40249号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155304,253.8 友愛歯科クリニック 〒242-0024 （歯訪診）第2729号        平成29年 3月 1日
     大和歯253 大和市福田２－２－３ （歯ＣＡＤ）第448号       平成26年 5月 1日
     046-269-6802  (046-269-6802) （補管）第3356号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156304,254.6 斉木歯科医院 〒242-0017 （歯訪診）第1907号        平成28年 5月 1日
     大和歯254 大和市大和東３－１－１６
     046-263-0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157304,262.9 ほし歯科医院 〒242-0016 （補管）第5174号          平成16年 7月 1日
     大和歯262 大和市大和南１－７－３セレーネ
     久保田１Ｆ
     046-200-4184  (046-200-4152)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  375

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3158304,265.2 医療法人財団真和会　〒242-0024 （外来環）第1047号        平成29年 1月 1日
     大和歯265 みどりの森デンタルク大和市福田１９７０－１ （か強診）第378号         平成29年 1月 1日
     リニック高座渋谷 046-279-1118  （歯援診）第614号         平成29年 1月 1日
     （手顕微加）第187号       平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126638号    平成29年10月 1日
     （ＧＴＲ）第432号         平成27年 8月 1日
     （根切顕微）第152号       平成28年12月 1日
     （補管）第5206号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3159304,267.8 オークヒルズ歯科 〒242-0001 （歯訪診）第337号         平成28年 4月 1日
     大和歯267 大和市下鶴間１－３－１イトーヨ （歯リハ２）第267号       平成26年 8月 1日
     ーカドー大和鶴間店２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126721号    平成30年 1月 1日
     046-260-4618  (046-260-4618) （ＧＴＲ）第367号         平成24年12月 1日
     （補管）第4786号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160304,272.8 平和歯科 〒242-0024 （歯訪診）第1986号        平成28年 6月 1日
     大和歯272 大和市福田２－３－８平和ビル２ （歯ＣＡＤ）第784号       平成26年 7月 1日
     ０２ （補管）第4431号          平成17年 6月 1日
     046-269-8123  (046-269-8123) （１７５）第2105号        平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3161304,274.4 インテリデント中央林〒242-0007 （外来環）第293号         平成21年 1月 1日
     大和歯274 間相模歯科 大和市中央林間３－３－１ウミス （歯技工）第131号         平成22年 4月 1日
     クエア２Ｆ・３Ｆ （補管）第5182号          平成17年11月 1日
     046-276-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162304,275.1 南林間マーガレット歯〒242-0006 （補管）第5417号          平成18年 1月15日
     大和歯275 科クリニック 大和市南林間１－６－１１小田急
     マルシェ南林間２Ｆ　２０２
     046-278-2525  (046-278-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163304,276.9 大和東さくら歯科 〒242-0017 （歯ＣＡＤ）第920号       平成26年 8月 1日
     大和歯276 大和市大和東１－９－２４ヤマカ （補管）第5476号          平成18年 5月 1日
     ワビル１Ｆ－Ａ
     046-263-1661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164304,279.3 いたさか歯科医院 〒242-0006 （歯訪診）第338号         平成28年 4月 1日
     大和歯279 大和市南林間７－２５－８　日荷 （ＧＴＲ）第154号         平成20年 4月 1日
     倉庫本社ビル２Ｆ－Ａ・Ｂ （補管）第1995号          平成19年 1月 1日
     046-277-6488  (046-277-6490) （１７５）第2099号        平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3165304,280.1 つるた歯科医院 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第98号        平成26年 4月 1日
     大和歯280 大和市中央林間３－１１－１２　 （補管）第5573号          平成19年 4月 1日
     東総ビル１階
     046-271-1800  (046-271-1800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  376

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3166304,282.7 きうち歯科クリニック〒242-0001 （歯ＣＡＤ）第179号       平成26年 4月 1日
     大和歯282 大和市下鶴間２－１－１９　ヴィ （補管）第5596号          平成19年 4月15日
     ーエクレールⅡ１Ｆ
     046-265-4180  (046-265-4181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167304,283.5 ハローデンタルクリニ〒242-0028 （医管）第2205号          平成30年 2月 1日
     大和歯283 ック 大和市桜森３－８－１８第２中喜 （歯援診）第149号         平成28年 9月 1日
     ビル２Ｆ （在歯管）第321号         平成29年 4月 1日
     046-263-4057  (046-263-5201) （歯リハ２）第91号        平成26年 4月 1日
     （補管）第5053号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3168304,284.3 らいおん歯科クリニッ〒242-0005 （歯訪診）第2663号        平成29年 3月 1日
     大和歯284 ク 大和市西鶴間３－１－８　マルエ （歯ＣＡＤ）第1247号      平成26年11月 1日
     ツ鶴間店２階 （補管）第4907号          平成19年 5月 1日
     046-265-6480  (046-265-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169304,287.6 代官クリニック 〒242-0025 （外来環）第999号         平成28年11月 1日
     大和歯287 大和市代官１－１５－７　代官ク （医管）第1965号          平成28年 9月 1日
     リニックビル３Ｆ （か強診）第333号         平成28年11月 1日
     046-205-7755  (046-205-7756) （歯訪診）第572号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第64号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126276号    平成28年12月 1日
     （根切顕微）第193号       平成29年 6月 1日
     （補管）第5740号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170304,288.4 裕デンタルクリニック〒242-0017 （歯援診）第435号         平成29年 4月 1日
     大和歯288 大和市大和東１－３－１５　大和 （歯ＣＡＤ）第126566号    平成29年 8月 1日
     ミラービル２Ｆ （補管）第5744号          平成20年 4月 1日
     046-205-7221  (046-205-7224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171304,289.2 フェリーチェデンタル〒242-0001 （歯ＣＡＤ）第204号       平成26年 4月 1日
     大和歯289 クリニック 大和市下鶴間１７７４　高下ビル （補管）第5765号          平成20年 6月 1日
     ２Ｆ
     046-271-2001  (046-271-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172304,291.8 わたらい歯科クリニッ〒242-0007 （歯援診）第344号         平成28年 4月 1日
     大和歯291 ク 大和市中央林間５－７－２明埜ビ （在推進）第31号          平成26年 4月 1日
     ル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第87号        平成26年 4月 1日
     046-240-8241  （補管）第5882号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173304,292.6 あさがお歯科　高座渋〒242-0024 （歯援診）第441号         平成28年 8月 1日
     大和歯292 谷 大和市福田１８２６－２スカイス （歯ＣＡＤ）第277号       平成26年 4月 1日
     テーションビル１Ｆ （補管）第5980号          平成21年 9月 1日
     046-244-3667  (046-244-3668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  377

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3174304,293.4 小栗歯科クリニック 〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第126365号    平成29年 3月 1日
     大和歯293 大和市中央林間３－５－１１ （補管）第6000号          平成21年10月 1日
     0462-77-7988  (0462-77-7988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175304,294.2 石垣歯科 〒242-0014 （補管）第6082号          平成22年 3月 1日
     大和歯294 大和市上和田１７２０－３２
     046-268-8857  (046-268-8857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176304,296.7 今宮歯科医院 〒242-0021 （外来環）第532号         平成26年 4月 1日
     大和歯296 大和市中央２－３－１３ （医管）第1713号          平成28年 4月 1日
     046-200-5900  (046-200-5900) （か強診）第52号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第422号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第225号         平成28年 9月 1日
     （歯地連）第478号         平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第341号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第90号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第169号       平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第127号       平成28年 9月 1日
     （補管）第6046号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177304,297.5 和久井歯科 〒242-0024 （歯ＣＡＤ）第449号       平成26年 5月 1日
     大和歯297 大和市福田２０２１－２ＩＫＯＺ （補管）第6083号          平成22年 3月 1日
     Ａ　２Ｆ
     046-268-7776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178304,298.3 ホワイトデンタルクリ〒242-0007 （歯ＣＡＤ）第1124号      平成26年10月 1日
     大和歯298 ニック 大和市中央林間４－４－８吾妻ビ （補管）第6142号          平成22年 5月 1日
     ル１Ｆ
     046-244-6480  (046-244-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179304,299.1 すばる歯科医院 〒242-0014 （補管）第6151号          平成22年 4月29日
     大和歯299 大和市上和田２４１２上和田団地
     ２－１１－１０４
     046-279-6665  (046-279-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3180304,304.9 本郷歯科医院 〒242-0016 （外来環）第1048号        平成29年 1月 1日
     大和歯304 大和市大和南１－３－１０ （歯訪診）第342号         平成28年 4月 1日
     046-261-0648  (046-261-0648) （歯ＣＡＤ）第126302号    平成29年 1月 1日
     （補管）第6349号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181304,305.6 医療法人社団　誠瑛会〒242-0005 （外来環）第1403号        平成30年 1月 1日
     大和歯305 　つるま歯科医院 大和市西鶴間１－２－１　ナベタ （歯ＣＡＤ）第126781号    平成30年 1月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第6338号          平成23年 4月 1日
     046-276-3501  (046-272-4557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  378

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3182304,306.4 エンゼル歯科 〒242-0015 （歯ＣＡＤ）第450号       平成26年 5月 1日
     大和歯306 大和市下和田１２１６－１　イオ （補管）第6350号          平成23年 5月 1日
     ン大和店２Ｆ
     046-279-6480  (046-279-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183304,307.2 こころ歯科大和クリニ〒242-0022 （歯訪診）第3215号        平成29年 4月 1日
     大和歯307 ック 大和市柳橋１－４－７　ドエルコ （歯ＣＡＤ）第126748号    平成30年 1月 1日
     スモ１Ｆ　Ｂ （補管）第6400号          平成23年 8月 1日
     046-262-1233  (046-262-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184304,308.0 三愛歯科 〒242-0016 （補管）第6425号          平成23年 9月 1日
     大和歯308 大和市大和南１－１３－１８　第 （１７５）第3038号        平成23年 9月 1日
     二富澤ビル２Ｆ
     046-263-3675  (046-263-3675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185304,310.6 いしだ歯科クリニック〒242-0007 （外来環）第626号         平成27年 2月 1日
     大和歯310 大和市中央林間４－２６－１８ア （か強診）第202号         平成28年 7月 1日
     メニティーヒル１０１ （歯援診）第426号         平成28年 7月 1日
     046-259-8262  (046-259-8263) （在推進）第87号          平成27年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第278号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6464号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186304,311.4 医療法人社団　暁倭会〒242-0001 （外来環）第695号         平成27年11月 1日
     大和歯311 　たいよう歯科クリニ大和市下鶴間２７７７－５－６コ （歯ＣＡＤ）第2475号      平成28年 4月 1日
     ック ンフォール鶴間１Ｆ （補管）第6503号          平成24年 1月 1日
     046-278-4618  (046-278-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187304,313.0 とも歯科医院 〒242-0017 （歯ＣＡＤ）第1248号      平成26年11月 1日
     大和歯313 大和市大和東１－８－１０－２ （補管）第6521号          平成24年 3月 1日
     046-244-0507  (046-244-0507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188304,317.1 中央林間いとう歯科ク〒242-0007 （医管）第1846号          平成28年 6月 1日
     大和歯317 リニック 大和市中央林間４－１４－２０　 （歯ＣＡＤ）第137号       平成26年 4月 1日
     ２Ｆ （補管）第6777号          平成25年 5月 1日
     046-204-7303  (046-204-7304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3189304,318.9 オーク歯科クリニック〒242-0021 （歯訪診）第2431号        平成29年 2月 1日
     大和歯318 大和市中央５－２－２５ホーユー （歯ＣＡＤ）第126877号    平成30年 3月 1日
     パレス大和　１０４ （補管）第6803号          平成25年 5月 1日
     046-200-1178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3190304,320.5 桜ヶ丘歯科 〒242-0024 （歯援診）第405号         平成29年 4月 1日
     大和歯320 大和市福田３－１６－１ （在推進）第114号         平成28年 8月 1日
     046-268-8482  (046-268-8482) （歯ＣＡＤ）第126684号    平成29年12月 1日
     （補管）第6839号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  379

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3191310,123.5 野村歯科医院 〒233-0002 （外来環）第15号          平成20年 4月 1日
     港南歯123 横浜市港南区上大岡西２－１０－ （医管）第353号           平成18年 4月 1日
     １９ （か強診）第292号         平成28年 9月 1日
     045-845-2211  （歯訪診）第343号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第92号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第66号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2476号      平成28年 4月 1日
     （歯技工）第229号         平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第86号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第39号        平成28年 4月 1日
     （補管）第932号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2109号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40251号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3192310,133.4 桑島歯科医院 〒234-0054
     港南歯133 横浜市港南区港南台６－３－３２
     045-832-0524  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193310,135.9 国清歯科医院 〒234-0055 （補管）第900号           平成 8年 4月 1日
     港南歯135 横浜市港南区日野南６－３－７
     045-845-1572  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194310,138.3 豊場歯科医院 〒234-0051 （補管）第961号           平成 8年 4月 1日
     港南歯138 横浜市港南区港南台５－１６－１ （１７５）第2111号        平成14年 4月 1日
     045-831-1566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195310,141.7 宮本デンタルクリニッ〒234-0051 （補管）第915号           平成 8年 4月 1日
     港南歯141 ク 横浜市港南区港南台３－４－３５
     松田ビル２０１
     045-831-6990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196310,147.4 渡辺歯科診療所 〒234-0051 （歯訪診）第1987号        平成28年 6月 1日
     港南歯147 横浜市港南区日野９－４７－１ （補管）第4602号          平成14年 4月 1日
     045-845-1874  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197310,150.8 嵯峨野歯科医院 〒234-0054 （外来環）第209号         平成20年 8月 1日
     港南歯150 横浜市港南区港南台５－５－１福 （か強診）第379号         平成29年 1月 1日
     島ショッピングセンター （歯訪診）第2045号        平成28年 7月 1日
     831-1888      （歯リハ２）第220号       平成26年 6月 1日
     （補管）第945号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2113号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3198310,151.6 阿曽歯科医院 〒234-0054 （歯技工）第148号         平成22年 4月 1日
     港南歯151 横浜市港南区港南台３－１６－２ （補管）第964号           平成 8年 4月 1日
     ３ （酸単）第40252号         平成29年 4月 1日
     045-833-0418  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  380

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3199310,153.2 三宅歯科医院 〒234-0054 （歯ＣＡＤ）第624号       平成26年 6月 1日
     港南歯153 横浜市港南区港南台４－９－１８ （補管）第936号           平成 8年 4月 1日
     045-831-2218  （１７５）第2114号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200310,166.4 大橋歯科医院 〒233-0012 （歯ＣＡＤ）第1367号      平成26年12月 1日
     港南歯166 横浜市港南区上永谷２－１１－１ （補管）第962号           平成 8年 4月 1日
     いずみプラザマンション１３０号
     045-844-5582  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201310,167.2 医療法人社団　歯徳会〒233-0002 （歯ＣＡＤ）第1820号      平成27年 5月 1日
     港南歯167 　沖津歯科診療所 横浜市港南区上大岡西２－６－２ （補管）第978号           平成20年 1月 1日
     ０
     045-842-4578  (045-842-4571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202310,168.0 コジマ歯科医院 〒233-0002 （歯ＣＡＤ）第2275号      平成28年 1月 1日
     港南歯168 横浜市港南区上大岡西１－１２－ （補管）第968号           平成11年 4月 6日
     ５朝日生命上大岡ビル２Ｆ （１７５）第2116号        平成14年 4月 1日
     045-845-1983  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203310,169.8 岡本歯科医院 〒234-0052 （歯ＣＡＤ）第1736号      平成27年 4月 1日
     港南歯169 横浜市港南区笹下２－１－１１西 （補管）第967号           平成 8年 4月 1日
     山ビル
     045-844-5979  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204310,170.6 杉山歯科医院 〒234-0051 （歯訪診）第2574号        平成29年 3月 1日
     港南歯170 横浜市港南区日野５－１１－２０ （歯ＣＡＤ）第2667号      平成28年 7月 1日
     045-845-1484  （補管）第906号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2117号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205310,172.2 宮川歯科医院 〒233-0016 （外来環）第1049号        平成29年 1月 1日
     港南歯172 横浜市港南区下永谷５－４－５ （医管）第2033号          平成29年 1月 1日
     045-824-1200  (045-821-2223) （歯訪診）第2310号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126719号    平成30年 1月 1日
     （補管）第7018号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206310,174.8 小泉歯科医院 〒233-0013 （外来環）第1152号        平成29年 3月 1日
     港南歯174 横浜市港南区丸山台３－２－５ （か強診）第446号         平成29年 3月 1日
     045-843-8241  （歯訪診）第2311号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126683号    平成29年12月 1日
     （補管）第911号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2119号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207310,179.7 木村歯科医院 〒233-0006 （外来環）第920号         平成28年 7月 1日
     港南歯179 横浜市港南区芹が谷１－２０－１ （医管）第1802号          平成28年 5月 1日
     ０ （歯訪診）第2664号        平成29年 3月 1日
     824-1182      （歯リハ２）第221号       平成26年 6月 1日
     （補管）第956号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  381

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3208310,181.3 市川歯科医院 〒233-0011 （歯リハ２）第222号       平成26年 6月 1日
     港南歯181 横浜市港南区東永谷１－３７－５ （補管）第955号           平成 8年 4月 1日
     823-177       （１７５）第2703号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3209310,186.2 小野歯科医院 〒233-0013 （歯訪診）第2665号        平成29年 3月 1日
     港南歯186 横浜市港南区丸山台１－１３－７ （歯ＣＡＤ）第2477号      平成28年 4月 1日
     ベルセブンビル４Ｆ （補管）第963号           平成 8年 4月 1日
     045-843-6360  （１７５）第2704号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210310,188.8 江口歯科医院 〒234-0054 （医管）第1885号          平成28年 7月 1日
     港南歯188 横浜市港南区港南台７－４１－１ （在歯管）第207号         平成28年 7月 1日
     ０ （歯訪診）第2046号        平成28年 7月 1日
     045-832-1331  （歯リハ２）第184号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第788号       平成26年 7月 1日
     （補管）第920号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2121号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3211310,191.2 むや歯科医院 〒234-0054 （歯ＣＡＤ）第2615号      平成28年 6月 1日
     港南歯191 横浜市港南区港南台７－２５－３ （補管）第979号           平成 8年 4月 1日
     045-832-5100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3212310,196.1 藤井歯科医院 〒233-0015 （ＧＴＲ）第87号          平成20年 4月 1日
     港南歯196 横浜市港南区日限山４－５－２５ （補管）第4235号          平成12年 7月 1日
     045-844-0698  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213310,200.1 たけうち歯科医院 〒233-0012 （補管）第930号           平成 8年 4月 1日
     港南歯200 横浜市港南区上永谷６－１－１ （１７５）第2821号        平成14年 5月 1日
     045-845-5880  （酸単）第40253号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214310,201.9 黒川歯科診療所 〒234-0056 （歯訪診）第2047号        平成28年 7月 1日
     港南歯201 横浜市港南区野庭町６６８－９ （歯ＣＡＤ）第279号       平成26年 4月 1日
     045-843-6447  （補管）第912号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2123号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215310,203.5 田川歯科医院 〒234-0054 （歯訪診）第2823号        平成29年 4月 1日
     港南歯203 横浜市港南区港南台４－１７－２ （歯ＣＡＤ）第1472号      平成27年 1月 1日
     ９ヨコハマファイブ２Ｆ （補管）第974号           平成 8年 4月 1日
     045-832-7316  （１７５）第2124号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3216310,205.0 くさか歯科 〒233-0017 （歯訪診）第3153号        平成29年 4月 1日
     港南歯205 横浜市港南区芹が谷５－５５－２ （歯ＣＡＤ）第921号       平成26年 8月 1日
     045-824-8248  （補管）第899号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2125号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  382

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3217310,212.6 北詰歯科医院 〒234-0051 （歯訪診）第2824号        平成29年 4月 1日
     港南歯212 横浜市港南区日野８－４－１５ヨ （補管）第953号           平成 8年 4月 1日
     シミビル２Ｆ
     045-841-0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3218310,215.9 ヤマムラ歯科 〒233-0008 （歯ＣＡＤ）第126215号    平成28年10月 1日
     港南歯215 横浜市港南区最戸１－２２－２ （歯技工）第139号         平成22年 4月 1日
     045-711-9981  （補管）第897号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3219310,217.5 渡辺歯科医院 〒233-0007 （外来環）第1170号        平成29年 4月 1日
     港南歯217 横浜市港南区大久保１－１１－１ （医管）第2034号          平成29年 1月 1日
     １ （か強診）第465号         平成29年 4月 1日
     045-842-0233  （歯援診）第684号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第261号         平成29年 1月 1日
     （歯訪診）第2312号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126241号    平成28年11月 1日
     （補管）第971号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3220310,218.3 景山歯科医院 〒233-0001 （歯リハ２）第223号       平成26年 6月 1日
     港南歯218 横浜市港南区上大岡東２－４４－ （補管）第937号           平成 8年 4月 1日
     １１
     045-846-0271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3221310,222.5 佐藤歯科診療室 〒234-0051 （補管）第907号           平成 8年 4月 1日
     港南歯222 横浜市港南区日野９－２７－３
     045-843-5882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3222310,223.3 アイ歯科医院 〒233-0011 （補管）第929号           平成 8年 4月 1日
     港南歯223 横浜市港南区東永谷１－３７－５ （１７５）第2705号        平成14年 5月 1日
     045-824-1317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3223310,225.8 浅川歯科医院 〒233-0002 （外来環）第1408号        平成30年 2月 1日
     港南歯225 横浜市港南区上大岡西１－５－１ （医管）第2204号          平成30年 2月 1日
     －１０６ （か強診）第622号         平成30年 2月 1日
     045-845-1474  (045-845-1474) （歯援診）第797号         平成30年 2月 1日
     （歯訪診）第2432号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1368号      平成26年12月 1日
     （補管）第946号           平成15年10月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3224310,231.6 宮川矯正歯科クリニッ〒233-0002 （矯診）第197号           平成23年 4月12日
     港南歯231 ク 横浜市港南区上大岡西１－１９－ （顎診）第149号           平成23年 4月12日
     １７　ロッキーイケダ第２ビル　
     ２Ｆ
     045-846-5670  (045-846-5840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  383

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3225310,236.5 白川歯科クリニック 〒233-0004 （補管）第904号           平成 8年 4月 1日
     港南歯236 横浜市港南区港南中央通８－４１
     杉本ビル２階２０２号室
     045-846-5753  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3226310,238.1 医療法人社団　秀島歯〒233-0012 （外来環）第1050号        平成29年 1月 1日
     港南歯238 科医院 横浜市港南区上永谷２－２２－２ （医管）第2035号          平成29年 1月 1日
     ９ （歯訪診）第2313号        平成29年 1月 1日
     045-844-2406  (045-847-0650) （歯ＣＡＤ）第2478号      平成28年 4月 1日
     （補管）第909号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3227310,239.9 医療法人社団　山崎歯〒234-0051 （歯ＣＡＤ）第66号        平成26年 4月 1日
     港南歯239 科医院 横浜市港南区日野７－３３ （補管）第976号           平成 8年 4月 1日
     045-845-4180  (045-845-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3228310,240.7 今井歯科医院 〒233-0002 （歯ＣＡＤ）第2323号      平成28年 2月 1日
     港南歯240 横浜市港南区上大岡西２－２－１ （補管）第977号           平成 8年 4月 1日
     ０ＭＫ第２ビル
     045-842-0757  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3229310,241.5 田林歯科 〒234-0054 （外来環）第1171号        平成29年 4月 1日
     港南歯241 横浜市港南区港南台１－６－４Ｆ （医管）第2088号          平成29年 4月 1日
     Ｋビル２Ｆ （か強診）第466号         平成29年 4月 1日
     045-835-0182  （歯援診）第685号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第307号         平成29年 4月 1日
     （補管）第947号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3230310,242.3 石川歯科クリニック 〒233-0006 （う蝕無痛）第30号        平成20年 4月 1日
     港南歯242 横浜市港南区芹ヶ谷４－２－３６ （歯ＣＡＤ）第1125号      平成26年10月 1日
     末広ビル２Ｆ （手術歯根）第19号        平成22年 4月 1日
     045-822-8308  （補管）第933号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3231310,243.1 中村歯科医院 〒233-0012 （歯訪診）第2433号        平成29年 2月 1日
     港南歯243 横浜市港南区上永谷３－３３－１ （歯ＣＡＤ）第126558号    平成29年 8月 1日
     １ （補管）第903号           平成 8年 4月 1日
     045-842-4990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3232310,246.4 ミツワ歯科 〒233-0002 （補管）第3402号          平成 8年 4月 1日
     港南歯246 横浜市港南区上大岡西２－１－２
     ３
     045-841-0001  (045-843-7129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  384

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3233310,247.2 くわな歯科医院 〒233-0015 （外来環）第978号         平成28年10月 1日
     港南歯247 横浜市港南区日限山１－４９－２ （医管）第1991号          平成28年11月 1日
     ４ （か強診）第334号         平成28年11月 1日
     045-821-7481  （歯援診）第243号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第245号         平成28年11月 1日
     （補管）第914号           平成10年 7月 1日
     （１７５）第2128号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3234310,249.8 金子歯科医院 〒233-0008 （補管）第950号           平成11年 7月 1日
     港南歯249 横浜市港南区最戸１－２４８ （１７５）第2129号        平成14年 4月 1日
     045-742-4557  (045-742-4557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3235310,250.6 星　歯科医院 〒233-0003 （歯訪診）第2434号        平成29年 2月 1日
     港南歯250 横浜市港南区港南２－２８－２８ （補管）第972号           平成 8年 4月 1日
     －１０２ （１７５）第2130号        平成14年 4月 1日
     045-848-2000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3236310,252.2 岩本歯科医院 〒233-0003 （外来環）第237号         平成20年 9月 1日
     港南歯252 横浜市港南区港南４－８－１４ （歯訪診）第3154号        平成29年 4月 1日
     045-843-7038  （歯ＣＡＤ）第2561号      平成28年 5月 1日
     （補管）第957号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3237310,253.0 医療法人社団　晃仁会〒234-0054 （外来環）第566号         平成26年 8月 1日
     港南歯253 　みなと歯科 横浜市港南区港南台３－１－２ダ （手顕微加）第137号       平成28年 6月 1日
     イエー港南台ビル４Ｆ （歯ＣＡＤ）第1892号      平成27年 6月 1日
     045-832-5481  （根切顕微）第99号        平成28年 6月 1日
     （補管）第898号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3238310,257.1 なかの歯科医院 〒233-0006 （外来環）第1398号        平成30年 1月 1日
     港南歯257 横浜市港南区芹が谷４－６－１８ （歯訪診）第2943号        平成29年 4月 1日
     045-824-0791  （補管）第901号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3239310,258.9 医療法人社団　前田矯〒234-0054 （歯リハ２）第185号       平成26年 5月 1日
     港南歯258 正歯科クリニック 横浜市港南区港南台４－２３－２ （歯ＣＡＤ）第451号       平成26年 5月 1日
     ７第２荒井ビル２－Ｄ （補管）第4852号          平成14年 7月 1日
     045-831-7546  （矯診）第166号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第94号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3240310,260.5 永島歯科医院 〒234-0053 （外来環）第561号         平成26年 7月 1日
     港南歯260 横浜市港南区日野中央３－１－１ （医管）第1992号          平成28年11月 1日
     045-835-0888  （か強診）第351号         平成28年12月 1日
     （歯援診）第599号         平成28年12月 1日
     （在歯管）第246号         平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第292号       平成26年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第789号       平成26年 7月 1日
     （補管）第951号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  385

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3241310,261.3 神歯科クリニック 〒233-0015 （補管）第969号           平成 8年 4月 1日
     港南歯261 横浜市港南区日限山２－１－３３
     日限山開成ビル３Ｆ
     045-847-1231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3242310,264.7 柴田歯科医院 〒234-0051 （補管）第919号           平成 8年 4月 1日
     港南歯264 横浜市港南区日野９－４４－１８
     功心塾ビル２Ｆ
     045-844-6900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3243313,000.2 髙柳歯科医院 〒234-0054 （歯援診）第628号         平成29年 2月 1日
     港南歯3000 横浜市港南区港南台４－２８－３ （歯ＣＡＤ）第2480号      平成28年 4月 1日
     １ （補管）第6991号          平成26年 1月31日
     045-831-0418  (045-831-0421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3244313,001.0 ハマ　デンタルクリニ〒234-0054 （歯ＣＡＤ）第1249号      平成26年11月 1日
     港南歯3001 ック 横浜市港南区港南台４－２４－１ （補管）第6997号          平成26年 6月 1日
     港南台メディカルビル２Ｆ
     045-833-7507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3245313,002.8 野庭やまむら歯科 〒234-0056 （歯訪診）第3155号        平成29年 4月 1日
     港南歯3002 横浜市港南区野庭町６１４野庭団 （歯ＣＡＤ）第923号       平成26年 8月 1日
     地センター３－１０３ （補管）第7012号          平成26年 7月 1日
     045-844-3428  (045-844-3428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3246313,004.4 村上歯科医院 〒233-0002 （歯訪診）第2944号        平成29年 4月 1日
     港南歯3004 横浜市港南区上大岡西１－１６－ （歯ＣＡＤ）第1893号      平成27年 6月 1日
     １９上大岡エントランス４Ｆ （補管）第7086号          平成26年 7月18日
     045-843-9090  (045-843-9090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3247313,006.9 川平デンタルクリニッ〒234-0054 （外来環）第662号         平成27年 7月 1日
     港南歯3006 ク港南台院 横浜市港南区港南台４－１７－２ （歯ＣＡＤ）第1895号      平成27年 6月 1日
     ８　２Ｆ （補管）第7212号          平成27年 6月 1日
     045-353-5252  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3248313,007.7 おいかわ歯科クリニッ〒233-0002 （手顕微加）第67号        平成28年 4月 1日
     港南歯3007 ク 横浜市港南区上大岡西１－１０－ （根切顕微）第120号       平成28年 8月 1日
     １１第１２ウスイビル６Ｆ （補管）第7220号          平成27年 5月 1日
     045-849-1344  (045-849-1345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3249313,008.5 Ｃｌｏｖｅ歯科＆矯正〒233-0013 （外来環）第1052号        平成29年 1月 1日
     港南歯3008 歯科 横浜市港南区丸山台１－１２イト （補管）第7309号          平成27年12月 1日
     ーヨーカドー上永谷店３Ｆ
     045-844-8418  (045-844-8418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  386

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3250313,009.3 ラ・メール歯科クリニ〒233-0008 （歯ＣＡＤ）第2276号      平成28年 1月 1日
     港南歯3009 ック 横浜市港南区最戸１－３－９　１ （補管）第7321号          平成28年 1月 1日
     Ｆ
     045-716-5118  (045-714-5066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3251313,010.1 森デンタルオフィス 〒233-0002 （歯訪診）第2140号        平成28年 9月 1日
     港南歯3010 横浜市港南区上大岡西３－１４－ （歯ＣＡＤ）第2481号      平成28年 4月 1日
     ３　１Ｆ （補管）第7371号          平成28年 2月 1日
     045-840-5101  (045-211-6230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3252313,011.9 横浜デンタルオフィス〒234-0054 （補管）第7417号          平成28年 4月 1日
     港南歯3011 横浜市港南区港南台８－３５－６
     045-833-5616  (045-834-2506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3253313,013.5 ローカルズ歯科クリニ〒233-0001 （歯ＣＡＤ）第126318号    平成28年12月 1日
     港南歯3013 ック 横浜市港南区上大岡東１－９－１ （ＧＴＲ）第484号         平成28年12月 1日
     １　メゾン・ミカミ１Ｆ （補管）第7568号          平成28年12月 1日
     045-350-7372  (045-350-7372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3254313,014.3 港南台　ＮＥＸＵＳ　〒234-0054 （外来環）第1216号        平成29年 4月 1日
     港南歯3014 ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩ横浜市港南区港南台５－８－１７ （歯ＣＡＤ）第126389号    平成29年 3月 1日
     ＮＩＣ 　カーサオリエンテ１Ｆ１０１ （補管）第7598号          平成29年 3月 1日
     045-349-5773  (045-349-5783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3255313,015.0 ファミリーデンタルク〒234-0051 （歯訪診）第3322号        平成29年 5月 1日
     港南歯3015 リニック 横浜市港南区日野８－８－１５　 （歯ＣＡＤ）第126435号    平成29年 4月 1日
     １Ｆ （補管）第7616号          平成29年 4月 1日
     045-844-8710  (045-844-8710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3256313,016.8 ひの吉原歯科クリニッ〒234-0051 （外来環）第1277号        平成29年 6月 1日
     港南歯3016 ク 横浜市港南区日野５－１５－５　 （歯ＣＡＤ）第126461号    平成29年 5月 1日
     ビーエル・ラ・ヴィ （補管）第7632号          平成29年 5月 1日
     045-349-9807  (045-349-9807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3257313,018.4 マエハラ歯科医院 〒233-0002 （補管）第7697号          平成29年 7月 1日
     港南歯3018 横浜市港南区上大岡西２－４－２
     　上大岡ＭＴビル１Ｆ１０１
     045-844-3505  (045-844-3505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3258313,019.2 エス歯科クリニック 〒233-0002 （補管）第7807号          平成30年 2月 1日
     港南歯3019 横浜市港南区上大岡西１－１４－
     ６　Ｄａｉｗａ上大岡ビル３Ｆ
     045-848-3888  (045-848-3888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  387

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3259314,265.0 別部歯科医院 〒234-0055 （外来環）第37号          平成20年 4月 1日
     港南歯265 横浜市港南区日野南４－３０－８ （医管）第360号           平成18年 4月 1日
     ナカマチビル （か強診）第112号         平成28年 4月 1日
     045-846-3781  （歯援診）第465号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第118号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第313号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第344号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第94号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第68号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第280号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第183号         平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第40号        平成28年 4月 1日
     （補管）第938号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2132号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40254号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3260314,266.8 港南台歯科医院 〒234-0054 （歯訪診）第2048号        平成28年 7月 1日
     港南歯266 横浜市港南区港南台４－１－３－ （歯ＣＡＤ）第2228号      平成27年12月 1日
     ３０１ （補管）第3454号          平成 8年 5月 1日
     045-831-6300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3261314,268.4 医療法人社団　かもい〒233-0013 （外来環）第175号         平成20年 6月 1日
     港南歯268 歯科医院 横浜市港南区丸山台１－１３－１ （医管）第361号           平成18年 4月 1日
     ラポルト３階 （か強診）第507号         平成29年 5月 1日
     045-845-1929  （歯援診）第814号         平成30年 3月 1日
     （歯訪診）第2215号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2482号      平成28年 4月 1日
     （補管）第940号           平成 8年 7月 1日
     （酸単）第40255号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3262314,270.0 市川矯正歯科医院 〒233-0002 （顎診）第95号            平成18年 4月 1日
     港南歯270 横浜市港南区上大岡西１－１２－
     ５朝日生命上大岡ビル２Ｆ
     045-845-1888  (045-845-1319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3263314,271.8 高梨歯科医院 〒233-0002 （補管）第4337号          平成12年 4月 1日
     港南歯271 横浜市港南区上大岡西１－６－１
     京急百貨店７Ｆ
     045-842-0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3264314,273.4 橋戸歯科医院 〒233-0013 （歯ＣＡＤ）第126818号    平成30年 2月 1日
     港南歯273 横浜市港南区丸山台１－１０－１ （補管）第927号           平成 9年 5月 7日
     ２　
     045-845-3748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  388

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3265314,274.2 いもと歯科クリニック〒233-0006 （歯ＣＡＤ）第126171号    平成28年 9月 1日
     港南歯274 横浜市港南区芹が谷３－１－７ （補管）第3851号          平成10年 6月15日
     045-822-9541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3266314,275.9 加藤矯正歯科クリニッ〒233-0002 （矯診）第167号           平成22年 4月 1日
     港南歯275 ク 横浜市港南区上大岡西１－１８－ （顎診）第96号            平成18年11月 1日
     ３　リストガーデンスクエア７階
     045-841-0122  (045-841-0122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3267314,277.5 とみ川歯科医院 〒233-0016 （歯訪診）第2435号        平成29年 2月 1日
     港南歯277 横浜市港南区下永谷４－３－５ホ （補管）第3918号          平成10年11月15日
     ワイトシャイニー１０１・１０２
     045-824-0704  (045-824-0704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3268314,278.3 野庭歯科診療所 〒234-0056 （歯ＣＡＤ）第1822号      平成27年 5月 1日
     港南歯278 横浜市港南区野庭町６７２－２ （補管）第896号           平成11年 1月 1日
     045-844-7711  (045-845-7195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3269314,283.3 滝沢歯科医院 〒234-0055 （外来環）第1105号        平成29年 3月 1日
     港南歯283 横浜市港南区日野南６－４４－７ （か強診）第477号         平成29年 4月 1日
     045-891-8264  （歯援診）第702号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1738号      平成27年 4月 1日
     （補管）第924号           平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3270314,285.8 うえき矯正歯科クリニ〒234-0054 （矯診）第184号           平成22年 5月 1日
     港南歯285 ック 横浜市港南区港南台３－３－１ （顎診）第97号            平成18年 4月 1日
     045-830-0911  (045-830-0913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3271314,287.4 医療法人社団　桜美会〒233-0008 （う蝕無痛）第31号        平成20年 4月 1日
     港南歯287 　最戸町歯科診療所 横浜市港南区最戸１－４－１３－ （補管）第4173号          平成15年12月15日
     １０１
     045-714-3226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3272314,288.2 山岸歯科医院 〒233-0012 （補管）第4224号          平成12年 8月 1日
     港南歯288 横浜市港南区上永谷１－２－２
     045-842-2263  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3273314,294.0 深田橋デンタルクリニ〒234-0056 （補管）第4438号          平成13年 8月 1日
     港南歯294 ック 横浜市港南区野庭町６６５サブセ
     ンター１３
     045-882-3331  (045-882-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3274314,296.5 港南台パーク歯科クリ〒234-0054 （補管）第4251号          平成13年10月 1日
     港南歯296 ニック 横浜市港南区港南台３－１１－３
     １パルケビル１０４
     045-830-6061  (045-830-6061)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  389

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3275314,298.1 山手歯科クリニック 〒234-0054 （補管）第4556号          平成13年11月15日
     港南歯298 横浜市港南区港南台６－３３－３
     ５－２Ｆ
     045-830-6480  (045-830-6483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3276314,301.3 すずき歯科クリニック〒234-0054 （歯リハ２）第93号        平成26年 4月 1日
     港南歯301 横浜市港南区港南台９－２４－５ （歯ＣＡＤ）第2483号      平成28年 4月 1日
     坂大ローズィビル （補管）第5010号          平成15年 6月 1日
     045-830-1182  (045-830-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3277314,304.7 イシダ歯科 〒233-0007 （補管）第5055号          平成15年10月15日
     港南歯304 横浜市港南区大久保１－１５－２
     ０Ｋパレス２Ｆ
     045-845-6000  (045-845-6000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3278314,305.4 上大岡デンタルクリニ〒233-0001 （歯ＣＡＤ）第1369号      平成26年12月 1日
     港南歯305 ック 横浜市港南区上大岡東１－１１－ （補管）第4089号          平成16年 2月 1日
     ２９相沢ビル３Ｆ
     045-847-4182  (045-847-4181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3279314,307.0 タナベ歯科クリニック〒233-0007 （歯訪診）第3377号        平成29年 7月 1日
     港南歯307 横浜市港南区大久保１－２０－５ （歯ＣＡＤ）第1737号      平成27年 4月 1日
     ７エントランス大久保２Ｆ （歯技工）第163号         平成22年 7月 1日
     045-840-0095  (045-840-0140) （補管）第5112号          平成16年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3280314,308.8 西崎歯科医院 〒233-0002 （補管）第941号           平成16年 3月 4日
     港南歯308 横浜市港南区上大岡西１－１９－ （１７５）第2107号        平成16年 3月 4日
     ８
     045-842-1079  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3281314,309.6 もりの歯科クリニック〒233-0006 （補管）第5159号          平成16年 6月 1日
     港南歯309 横浜市港南区芹が谷２－８－１１
     芹が谷クリニックビル３Ｆ
     045-824-7377  (045-824-7377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3282314,310.4 しもじま歯科 〒233-0013 （外来環）第178号         平成20年 7月 1日
     港南歯310 横浜市港南区丸山台１－１２－１ （医管）第1714号          平成28年 4月 1日
     ３第５港南ビル２Ｆ （歯訪診）第2436号        平成29年 2月 1日
     045-846-8870  (045-846-8999) （補管）第917号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3283314,311.2 はらだ歯科 〒233-0002 （う蝕無痛）第123号       平成26年 8月 1日
     港南歯311 横浜市港南区上大岡西３－９－１ （手術歯根）第65号        平成26年 8月 1日
     あんふあんビル１０１号 （補管）第4023号          平成16年 7月 1日
     045-847-3718  (045-847-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  390

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3284314,312.0 ヒロデンタルクリニッ〒234-0053 （外来環）第210号         平成20年 8月 1日
     港南歯312 ク 横浜市港南区日野中央３－４３－ （歯訪診）第345号         平成28年 4月 1日
     ６　１Ｆ （補管）第4484号          平成16年12月 1日
     045-833-6480  (045-833-6487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3285314,316.1 佐藤歯科医院 〒233-0007 （補管）第939号           平成17年11月21日
     港南歯316 横浜市港南区大久保２－３－２１
     045-843-9907  (045-843-9907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3286314,317.9 もりむら歯科 〒233-0004 （外来環）第1185号        平成29年 4月 1日
     港南歯317 横浜市港南区港南中央通１３－２ （歯訪診）第3056号        平成29年 4月 1日
     ８オセアン港南中央ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第370号       平成26年 4月 1日
     045-845-2533  (045-845-2533) （補管）第5433号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3287314,318.7 なかの歯科クリニック〒233-0007 （歯リハ２）第224号       平成26年 4月 1日
     港南歯318 横浜市港南区大久保１－１６－３ （補管）第5457号          平成18年 4月15日
     ７
     045-842-8218  (045-842-8218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3288314,319.5 いづみデンタルクリニ〒234-0054 （外来環）第1077号        平成29年 2月 1日
     港南歯319 ック 横浜市港南区港南台４－１６－１ （医管）第2043号          平成29年 2月 1日
     １ （歯訪診）第2141号        平成28年 9月 1日
     045-835-0877  (045-835-0877) （補管）第5536号          平成18年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3289314,321.1 たじま歯科クリニック〒233-0015 （外来環）第1333号        平成29年 8月 1日
     港南歯321 横浜市港南区日限山１－５７－４ （歯訪診）第2575号        平成29年 3月 1日
     ０ （歯ＣＡＤ）第1821号      平成27年 5月 1日
     045-825-3662  (045-825-3662) （補管）第5547号          平成19年 1月15日
     （酸単）第40256号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3290314,322.9 上大岡中央歯科 〒233-0002 （医管）第1474号          平成19年 7月 1日
     港南歯322 横浜市港南区上大岡西１－７－２ （補管）第5640号          平成19年 7月 1日
     ８　３Ｆ
     045-845-9800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3291314,323.7 吉田歯科クリニック 〒234-0054 （外来環）第468号         平成25年 1月 1日
     港南歯323 横浜市港南区港南台７－８－４４ （医管）第1715号          平成28年 4月 1日
     045-211-8108  (045-211-8108) （か強診）第53号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第574号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1634号      平成27年 3月 1日
     （歯技工）第223号         平成28年 4月 1日
     （補管）第5672号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3292314,324.5 港南中央歯科 〒233-0004 （歯ＣＡＤ）第452号       平成26年 5月 1日
     港南歯324 横浜市港南区港南中央通８－１桜 （補管）第6713号          平成24年12月 1日
     道ビル１０３号
     045-845-2229  (045-845-2229)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  391

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3293314,326.0 おがさ歯科 〒234-0054 （歯訪診）第2825号        平成29年 4月 1日
     港南歯326 横浜市港南区港南台３－３－１　 （歯ＣＡＤ）第1635号      平成27年 3月 1日
     港南台２１４ビル２０１ （補管）第948号           平成20年 5月 1日
     045-835-0841  (045-835-0941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3294314,327.8 タナカ歯科クリニック〒233-0012 （歯訪診）第2945号        平成29年 4月 1日
     港南歯327 横浜市港南区上永谷５－６－２３ （歯ＣＡＤ）第453号       平成26年 5月 1日
     ガーデニア２１　１Ｆ （補管）第5819号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3295314,328.6 歯科荒井医院 〒234-0051 （補管）第6068号          平成21年12月23日
     港南歯328 横浜市港南区日野７－８－４
     045-844-0636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3296314,329.4 かるべ歯科クリニック〒234-0052 （外来環）第953号         平成28年 9月 1日
     港南歯329 横浜市港南区笹下２－７－１１－ （歯ＣＡＤ）第1739号      平成27年 4月 1日
     １－Ａ （補管）第5990号          平成21年10月 1日
     045-516-9675  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3297314,332.8 金子デンタルクリニッ〒233-0013 （外来環）第591号         平成26年11月 1日
     港南歯332 ク 横浜市港南区丸山台３－３０－２ （医管）第1887号          平成28年 7月 1日
     　１Ｆ （歯訪診）第2826号        平成29年 4月 1日
     045-846-8096  (045-846-8096) （歯リハ２）第199号       平成26年 5月 1日
     （補管）第6067号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3298314,333.6 ピース歯科クリニック〒234-0051 （歯ＣＡＤ）第112号       平成26年 4月 1日
     港南歯333 横浜市港南区日野２－１－１３ （補管）第6143号          平成22年 5月 1日
     045-353-5676  (045-353-5676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3299314,334.4 医療法人社団翔舞会　〒234-0054 （外来環）第1153号        平成29年 3月 1日
     港南歯334 エムズ歯科クリニック横浜市港南区港南台３－４－１Ｍ （医管）第2078号          平成29年 3月 1日
     港南台 Ｋビル２Ｆ （か強診）第486号         平成29年 4月 1日
     045-352-7171  (045-352-7172) （歯援診）第709号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第296号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第99号        平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第207号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第281号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第468号         平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第176号       平成29年 3月 1日
     （補管）第6132号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3300314,335.1 港南台オレンジ歯科 〒234-0055 （外来環）第1329号        平成29年 8月 1日
     港南歯335 横浜市港南区日野南５－４１－１ （か強診）第562号         平成29年 9月 1日
     １　１Ｆ （歯訪診）第3388号        平成29年 8月 1日
     045-846-4600  (045-846-4607) （歯ＣＡＤ）第508号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6152号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  392

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3301314,338.5 ｍｉｏｋａ　四季の森〒233-0002 （外来環）第1020号        平成28年12月 1日
     港南歯338 歯科クリニック 横浜市港南区上大岡西１－１８－ （医管）第1716号          平成28年 4月 1日
     ３　ミオカ　リスト館７Ｆ （歯訪診）第2576号        平成29年 3月 1日
     045-353-9518  （手顕微加）第159号       平成28年 8月 1日
     （根切顕微）第121号       平成28年 8月 1日
     （補管）第6273号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3302314,340.1 たなか歯科医院 〒234-0054 （補管）第6380号          平成23年 6月 1日
     港南歯340 横浜市港南区港南台３－６－３６
     045-831-5514  (045-831-5514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3303314,341.9 そえだ歯科クリニック〒234-0056 （補管）第6476号          平成24年 1月 1日
     港南歯341 横浜市港南区野庭町１０８－１コ
     スモステーション上永谷Ｃ棟１１
     ８
     045-374-3919  (045-374-3919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3304314,342.7 くちば歯科クリニック〒234-0055 （歯ＣＡＤ）第2190号      平成27年11月 1日
     港南歯342 横浜市港南区日野南１－６－１７ （補管）第6522号          平成24年 3月 1日
     勇吉ファイブビル１０１
     045-832-8214  (045-832-8214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3305314,343.5 みらい歯科港南台診療〒234-0054 （補管）第6613号          平成24年 5月 1日
     港南歯343 所 横浜市港南区港南台９－１－２港
     南台ショッピングセンター　２Ｆ
     045-836-1412  (045-836-1413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3306314,344.3 港南歯科クリニック 〒233-0015 （歯訪診）第3350号        平成29年 6月 1日
     港南歯344 横浜市港南区日限山１－４９－２ （補管）第6826号          平成25年 7月 1日
     045-821-8812  (045-821-8812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3307320,012.8 えんどう歯科医院 〒241-0825 （外来環）第415号         平成24年 4月 1日
     旭歯12 横浜市旭区中希望が丘１０２ （か強診）第54号          平成28年 4月 1日
     045-365-2231  （歯訪診）第2437号        平成29年 2月 1日
     （在推進）第70号          平成26年12月 1日
     （歯リハ２）第96号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第209号       平成26年 4月 1日
     （補管）第3406号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3308320,089.6 吉野歯科医院 〒241-0825 （補管）第1046号          平成 8年 4月 1日
     旭歯89 横浜市旭区中希望が丘１３０－１
     ６
     045-363-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3309320,104.3 荻野歯科医院 〒241-0004 （補管）第1017号          平成 8年 4月 1日
     旭歯104 横浜市旭区中白根２－４６－４ （１７５）第2140号        平成14年 4月 1日
     953-0333      



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  393

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3310320,107.6 谷口歯科医院 〒241-0004 （歯ＣＡＤ）第625号       平成26年 6月 1日
     旭歯107 横浜市旭区中白根４－１６－１４ （補管）第4769号          平成14年 5月 1日
     045-953-4506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3311320,119.1 鈴木歯科医院 〒241-0825 （外来環）第275号         平成20年11月 1日
     旭歯119 横浜市旭区中希望ヶ丘１３８－１ （か強診）第116号         平成28年 4月 1日
     第２山西ビル２Ｆ （歯援診）第141号         平成29年 4月 1日
     045-363-8276  (045-363-8276) （歯訪診）第346号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第626号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1034号          平成15年 1月 1日
     （１７５）第2142号        平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3312320,121.7 中谷歯科医院 〒241-0831 （歯訪診）第2216号        平成28年11月 1日
     旭歯121 横浜市旭区左近山１６－１左近山 （歯ＣＡＤ）第126737号    平成30年 1月 1日
     団地１－３５－１０１ （補管）第1004号          平成 8年 4月 1日
     045-351-0719  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3313320,124.1 医療法人社団広伸会　〒241-0825 （外来環）第290号         平成20年12月 1日
     旭歯124 希望が丘歯科診療所 横浜市旭区中希望が丘１０１ （歯ＣＡＤ）第133号       平成26年 4月 1日
     045-363-7400  （補管）第1018号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3314320,126.6 村上歯科医院 〒241-0816 （補管）第3495号          平成 8年 6月 1日
     旭歯126 横浜市旭区笹野台１－２８－９ （１７５）第2144号        平成14年 4月 1日
     045-364-1441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3315320,128.2 髙本歯科医院 〒241-0002 （外来環）第127号         平成20年 5月 1日
     旭歯128 横浜市旭区上白根１－１－２２グ （医管）第1717号          平成28年 4月 1日
     ランパーク鶴が峰１Ｆ （か強診）第352号         平成28年12月 1日
     045-954-3268  （在歯管）第119号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第347号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第354号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1969号      平成27年 7月 1日
     （補管）第1006号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2145号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3316320,130.8 五十川歯科医院 〒241-0023 （外来環）第1106号        平成29年 3月 1日
     旭歯130 横浜市旭区本宿町６７－６ （歯訪診）第2315号        平成29年 1月 1日
     045-365-3562  （歯ＣＡＤ）第1823号      平成27年 5月 1日
     （補管）第985号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2146号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40503号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3317320,131.6 永田歯科医院 〒241-0801 （歯訪診）第348号         平成28年 4月 1日
     旭歯131 横浜市旭区若葉台２－２２－１０ （補管）第1005号          平成 8年 4月 1日
     ４ （１７５）第2147号        平成14年 4月 1日
     045-921-0216  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  394

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3318320,133.2 大村歯科医院 〒241-0022 （外来環）第853号         平成28年 7月 1日
     旭歯133 横浜市旭区鶴ケ峰２－３０ （歯訪診）第2438号        平成29年 2月 1日
     045-373-6474  （歯ＣＡＤ）第2484号      平成28年 4月 1日
     （補管）第984号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40258号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3319320,135.7 藤井歯科医院 〒241-0835 （歯訪診）第2439号        平成29年 2月 1日
     旭歯135 横浜市旭区柏町１０８－１０ （歯ＣＡＤ）第1824号      平成27年 5月 1日
     045-365-3918  （補管）第1020号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3320320,139.9 エンドウ歯科医院 〒241-0821 （外来環）第1154号        平成29年 3月 1日
     旭歯139 横浜市旭区二俣川１－４５－８１ （医管）第1803号          平成28年 5月 1日
     045-365-0467  (045-365-6064) （か強診）第528号         平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第2730号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1970号      平成27年 7月 1日
     （補管）第3545号          平成14年 3月15日
     （１７５）第2707号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3321320,141.5 大澤歯科医院 〒241-0021 （補管）第1007号          平成 8年 4月 1日
     旭歯141 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－２７－
     １０
     045-954-4302  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3322320,144.9 太田歯科医院 〒241-0014 （歯ＣＡＤ）第627号       平成26年 6月 1日
     旭歯144 横浜市旭区市沢町９４６－１８ （補管）第1033号          平成 8年 4月 1日
     045-351-8811  （酸単）第40259号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3323320,145.6 ふじさわ歯科医院 〒241-0004 （歯訪診）第3442号        平成30年 1月 1日
     旭歯145 横浜市旭区中白根２－３－１４ （歯ＣＡＤ）第1126号      平成26年10月 1日
     045-955-1788  （補管）第1041号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3324320,147.2 横地歯科医院 〒241-0005 （補管）第1019号          平成 8年 4月 1日
     旭歯147 横浜市旭区白根２－４４－４あた （１７５）第2148号        平成14年 4月 1日
     ごマンション１Ｆ
     045-953-4841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3325320,148.0 藤田歯科医院 〒241-0812 （補管）第1048号          平成 8年 4月 1日
     旭歯148 横浜市旭区金ヶ谷２－２７－５ （１７５）第2149号        平成14年 4月 1日
     045-955-0889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3326320,150.6 サワイ歯科医院 〒241-0001 （歯訪診）第2142号        平成28年 9月 1日
     旭歯150 横浜市旭区上白根町７２９ （歯ＣＡＤ）第1740号      平成27年 4月 1日
     045-955-0418  （補管）第3528号          平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  395

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3327320,153.0 岡村デンタルクリニッ〒241-0817 （外来環）第770号         平成28年 4月 1日
     旭歯153 ク 横浜市旭区今宿１－２７－３ （医管）第1718号          平成28年 4月 1日
     045-363-6321  （か強診）第55号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第466号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第120号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2485号      平成28年 4月 1日
     （補管）第1026号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3328320,157.1 原歯科医院 〒241-0025 （歯地連）第407号         平成18年 6月 1日
     旭歯157 横浜市旭区四季美台５－７ （歯訪診）第2316号        平成29年 1月 1日
     045-366-0808  （補管）第1013号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2823号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3329320,158.9 山田歯科医院 〒241-0001 （歯訪診）第3216号        平成29年 4月 1日
     旭歯158 横浜市旭区上白根町１－２４－１ （補管）第4762号          平成14年 5月 1日
     ６ （１７５）第2708号        平成14年 5月 1日
     045-962-6291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3330320,164.7 ゆみ歯科クリニック 〒241-0801 （歯訪診）第2317号        平成29年 1月 1日
     旭歯164 横浜市旭区若葉台１－３－１１４ （歯ＣＡＤ）第1971号      平成27年 7月 1日
     045-921-2800  （補管）第1003号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3331320,165.4 医療法人社団　佐藤歯〒241-0821 （医管）第2044号          平成29年 2月 1日
     旭歯165 科医院 横浜市旭区二俣川１－４３－１０ （在歯管）第265号         平成29年 2月 1日
     内田ビル２Ｆ （歯訪診）第2440号        平成29年 2月 1日
     045-391-1918  （補管）第3407号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3332320,167.0 岩本歯科医院 〒241-0814 （医管）第1888号          平成28年 7月 1日
     旭歯167 横浜市旭区中沢１－１－２０ （在歯管）第361号         平成29年12月 1日
     045-391-0464  （歯訪診）第2441号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1825号      平成27年 5月 1日
     （補管）第990号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2150号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3333320,172.0 辻歯科医院 〒241-0825 （補管）第986号           平成 8年 4月 1日
     旭歯172 横浜市旭区中希望が丘１０８－７ （１７５）第2152号        平成14年 4月 1日
     045-361-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334320,173.8 医療法人社団光医会　〒241-0021 （医管）第1719号          平成28年 4月 1日
     旭歯173 たかなし歯科 横浜市旭区鶴ケ峰本町２－４５－ （歯援診）第44号          平成28年 4月 1日
     ９ （歯ＣＡＤ）第1474号      平成27年 1月 1日
     045-952-4070  (045-951-1316) （歯技工）第123号         平成22年 4月 1日
     （補管）第1024号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335320,174.6 わだ歯科医院 〒241-0826 （補管）第1025号          平成 8年 4月 1日
     旭歯174 横浜市旭区東希望が丘１０２
     045-361-3977  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁
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全医療機関出力
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3336320,178.7 医療法人社団　細谷歯〒241-0005 （歯訪診）第2577号        平成29年 3月 1日
     旭歯178 科医院 横浜市旭区白根６－１－１ （補管）第3530号          平成 8年 7月 1日
     045-951-1703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3337320,180.3 小田切歯科 〒241-0835 （補管）第1047号          平成 8年 4月 1日
     旭歯180 横浜市旭区柏町１３５－１５Ｋビ （１７５）第2154号        平成14年 4月 1日
     ルディング２Ｆ
     045-362-9151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3338320,181.1 医療法人社団　田口歯〒241-0022 （医管）第364号           平成18年 4月 1日
     旭歯181 科医院 横浜市旭区鶴ケ峰２－６７－７ （歯訪診）第2442号        平成29年 2月 1日
     045-373-6207  (045-373-6224) （歯ＣＡＤ）第1741号      平成27年 4月 1日
     （補管）第1000号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3339320,182.9 かわら歯科 〒241-0821 （歯訪診）第2217号        平成28年11月 1日
     旭歯182 横浜市旭区二俣川１－９－２二俣 （歯ＣＡＤ）第628号       平成26年 6月 1日
     川ハーモニビル２階 （補管）第3456号          平成10年 4月20日
     045-363-8247  (045-363-8243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3340320,183.7 植村歯科医院 〒241-0024 （補管）第4486号          平成12年 4月 1日
     旭歯183 横浜市旭区本村町１０８－７北井 （１７５）第2155号        平成14年 4月 1日
     ビル２Ｆ
     045-362-8160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3341320,184.5 森田歯科医院 〒241-0825 （補管）第988号           平成 8年 4月 1日
     旭歯184 横浜市旭区中希望が丘１０３　ア
     セットワカエ２０１
     045-362-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3342320,185.2 ハギハラ歯科医院 〒241-0002 （歯訪診）第2827号        平成29年 4月 1日
     旭歯185 横浜市旭区上白根８３３ （補管）第1040号          平成 8年 4月 1日
     045-953-4748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3343320,187.8 阿部歯科医院 〒241-0021 （外来環）第679号         平成27年 9月 1日
     旭歯187 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３８－ （医管）第1847号          平成28年 6月 1日
     ７ （か強診）第167号         平成28年 6月 1日
     045-953-7676  （歯援診）第253号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第175号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2157号      平成27年10月 1日
     （補管）第1032号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3344320,188.6 つるみ歯科クリニック〒241-0014 （歯訪診）第2143号        平成28年 9月 1日
     旭歯188 横浜市旭区市沢町６３１－６ （歯ＣＡＤ）第2486号      平成28年 4月 1日
     045-383-8177  (045-383-8177) （補管）第1010号          平成15年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  397

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3345320,189.4 鈴木歯科医院 〒241-0831 （歯ＣＡＤ）第2616号      平成28年 6月 1日
     旭歯189 横浜市旭区左近山団地７－１１－ （補管）第4201号          平成12年 4月 1日
     １０３
     045-353-0666  (045-353-0666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3346320,192.8 斉藤デンタルクリニッ〒241-0826 （外来環）第927号         平成28年 8月 1日
     旭歯192 ク 横浜市旭区東希望ケ丘９５－３　 （医管）第1721号          平成28年 4月 1日
     シルクハイツ１Ｆ （か強診）第263号         平成28年 8月 1日
     045-361-4182  （歯援診）第548号         平成28年 8月 1日
     （手顕微加）第235号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2487号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第206号       平成29年 9月 1日
     （補管）第1015号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3347320,193.6 えんどう矯正歯科クリ〒241-0821 （矯診）第169号           平成22年 4月 1日
     旭歯193 ニック 横浜市旭区二俣川１－５－３８Ｆ （顎診）第99号            平成18年 9月 1日
     Ｓビル６Ｆ
     045-365-0500  (045-365-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3348320,194.4 白根歯科医院 〒241-0005 （補管）第3616号          平成 8年12月 6日
     旭歯194 横浜市旭区白根５－１４－１ （１７５）第2156号        平成14年 4月 1日
     045-951-7701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3349320,197.7 ながせ歯科クリニック〒241-0836 （歯訪診）第2443号        平成29年 2月 1日
     旭歯197 横浜市旭区万騎が原２９ （補管）第4210号          平成12年 5月 1日
     045-367-4183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3350320,199.3 中山歯科医院 〒241-0814 （歯訪診）第3057号        平成29年 4月 1日
     旭歯199 横浜市旭区中沢１－５－１４ （補管）第1031号          平成 8年 4月 1日
     045-363-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3351320,203.3 小林歯科医院 〒241-0823 （補管）第3431号          平成 8年 4月 1日
     旭歯203 横浜市旭区善部町１０９－１０プ （１７５）第2157号        平成14年 4月 1日
     リヴェ南まきが原
     045-391-8535  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3352320,205.8 瀬戸歯科医院 〒241-0022 （歯訪診）第2444号        平成29年 2月 1日
     旭歯205 横浜市旭区鶴ケ峰１－２－９ヴァ （手顕微加）第138号       平成28年 6月 1日
     ンテベール２Ｆ （根切顕微）第100号       平成28年 6月 1日
     045-952-1301  （補管）第1030号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  398

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3353320,206.6 医療法人社団　若葉台〒241-0801 （外来環）第748号         平成28年 4月 1日
     旭歯206 歯科医院 横浜市旭区若葉台４－１２－１０ （医管）第1720号          平成28年 4月 1日
     ６ （か強診）第56号          平成28年 4月 1日
     045-922-0200  (045-923-1603) （歯援診）第199号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第121号         平成28年 4月 1日
     （補管）第993号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2158号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3354320,207.4 はま歯科医院 〒241-0816 （医管）第1848号          平成28年 6月 1日
     旭歯207 横浜市旭区笹野台１－５６－９ （在歯管）第266号         平成29年 2月 1日
     045-391-4618  （歯訪診）第2319号        平成29年 1月 1日
     （う蝕無痛）第115号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第58号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1014号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3355323,000.0 江渡歯科 〒241-0014 （歯訪診）第2666号        平成29年 3月 1日
     旭歯3000 横浜市旭区市沢町６７７－２ （歯ＣＡＤ）第1972号      平成27年 7月 1日
     045-382-4393  (045-382-4393) （補管）第6899号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3356323,001.8 こまがみね歯科医院 〒241-0005 （外来環）第908号         平成28年 8月 1日
     旭歯3001 横浜市旭区白根１－１６－３５ （か強診）第380号         平成29年 1月 1日
     045-953-1321  (045-953-1321) （歯訪診）第2320号        平成29年 1月 1日
     （手顕微加）第246号       平成29年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1896号      平成27年 6月 1日
     （根切顕微）第227号       平成30年 1月 1日
     （補管）第6961号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3357323,002.6 ニュータウンはぐくみ〒241-0814 （歯訪診）第2828号        平成29年 4月 1日
     旭歯3002 歯科 横浜市旭区中沢３－１－１ （歯ＣＡＤ）第126661号    平成29年11月 1日
     045-362-2662  (045-362-2662) （補管）第6979号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3358323,003.4 岩崎歯科医院 〒241-0032 （歯訪診）第576号         平成28年 4月 1日
     旭歯3003 横浜市旭区今宿東町８７９ （在推進）第100号         平成28年 4月 1日
     045-951-2521  (045-951-2521) （歯ＣＡＤ）第126303号    平成29年 1月 1日
     （歯技工）第201号         平成26年 7月23日
     （ＧＴＲ）第414号         平成26年 7月23日
     （補管）第7052号          平成26年 7月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3359323,005.9 ほづみ歯科クリニック〒241-0816 （外来環）第1155号        平成29年 3月 1日
     旭歯3005 横浜市旭区笹野台４－６７－１２ （医管）第2079号          平成29年 3月 1日
     045-520-3075  (045-520-3075) （か強診）第447号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第673号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第297号         平成29年 3月 1日
     （補管）第7137号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  399

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3360323,007.5 寒川デンタルクリニッ〒241-0821 （歯訪診）第3217号        平成29年 4月 1日
     旭歯3007 ク 横浜市旭区二俣川２－５７－１リ （補管）第7241号          平成27年 6月 1日
     ベールエム二俣川１Ｆ
     045-461-9116  (045-461-9106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3361323,008.3 児玉歯科医院 〒241-0021 （歯訪診）第3058号        平成29年 4月 1日
     旭歯3008 横浜市旭区鶴ケ峰本町２－１－３ （補管）第7270号          平成27年 8月 1日
     パレドール鶴ヶ峰１Ｆ
     045-951-2077  (045-951-7057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3362323,010.9 あさひプール前歯科ク〒241-0005 （歯訪診）第2218号        平成28年11月 1日
     旭歯3010 リニック 横浜市旭区白根７－２－１ （補管）第7412号          平成28年 4月 1日
     045-955-0618  (045-955-0618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3363323,011.7 小林歯科 〒241-0022 （外来環）第1156号        平成29年 3月 1日
     旭歯3011 横浜市旭区鶴ケ峰１－７０－８－ （か強診）第448号         平成29年 3月 1日
     ２Ｆ （歯援診）第674号         平成29年 3月 1日
     045-374-0816  (045-374-0816) （在歯管）第238号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2617号      平成28年 6月 1日
     （補管）第7445号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3364323,012.5 つかだ歯科クリニック〒241-0005 （歯訪診）第2445号        平成29年 2月 1日
     旭歯3012 横浜市旭区白根５－１－１０ （手顕微加）第192号       平成29年 1月 1日
     045-520-1325  (045-520-1325) （歯ＣＡＤ）第126216号    平成28年10月 1日
     （根切顕微）第157号       平成29年 1月 1日
     （補管）第7509号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3365323,013.3 希望ヶ丘デンタル 〒241-0825 （外来環）第1346号        平成29年 9月 1日
     旭歯3013 横浜市旭区中希望が丘２０３－３ （か強診）第557号         平成29年 8月 1日
     １ （歯援診）第759号         平成29年 7月 1日
     045-744-5566  (045-744-5566) （歯ＣＡＤ）第126406号    平成29年 2月 1日
     （補管）第7605号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3366323,014.1 横浜セントラルパーク〒241-0004 （外来環）第1239号        平成29年 5月 1日
     旭歯3014 歯科 横浜市旭区中白根３－１－３８　 （医管）第2126号          平成29年 5月 1日
     中白根ショッピングセンター （補管）第7617号          平成29年 4月 1日
     045-951-8877  (045-951-8876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3367323,015.8 藤井歯科 〒241-0835 （外来環）第1311号        平成29年 7月 1日
     旭歯3015 横浜市旭区柏町１２７－１　１Ｆ （医管）第2119号          平成29年 4月 1日
     １号店舗 （在歯管）第326号         平成29年 4月 1日
     045-361-3918  (045-361-3928) （歯訪診）第3318号        平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126436号    平成29年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第491号         平成29年 4月 1日
     （補管）第7618号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  400

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3368323,016.6 きらきら・やすだ歯科〒241-0814 （外来環）第1246号        平成29年 4月 1日
     旭歯3016 横浜市旭区中沢１－４６－７　二 （補管）第7649号          平成29年 4月 1日
     俣川クリニックモール１Ｆ（１）
     045-391-1180  (045-391-1802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3369323,017.4 くろかわ矯正歯科 〒241-0021 （補管）第7688号          平成29年 5月29日
     旭歯3017 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－１－１
     １
     045-520-3778  (045-955-3815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3370324,209.6 医療法人社団　蹊真会〒241-0825 （う蝕無痛）第32号        平成20年 4月 1日
     旭歯209 　若葉歯科 横浜市旭区中希望が丘９９－３　 （歯ＣＡＤ）第2370号      平成28年 3月 1日
     第５山庄ビル２０２ （補管）第3409号          平成 8年 4月 1日
     045-366-3636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3371324,210.4 もりやま歯科 〒241-0825 （医管）第455号           平成18年 4月 1日
     旭歯210 横浜市旭区中希望が丘１０１ （補管）第997号           平成 8年 4月 1日
     045-391-8846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3372324,211.2 こくふだ歯科医院 〒241-0835 （歯ＣＡＤ）第126562号    平成29年 8月 1日
     旭歯211 横浜市旭区柏町３６－１３－２０ （補管）第3529号          平成 8年 7月 1日
     １
     045-361-1110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3373324,212.0 医療法人社団　浩整会〒241-0825 （補管）第1038号          平成 8年 4月 1日
     旭歯212 　横浜サン歯科医院 横浜市旭区中希望が丘１９９－１
     　１Ｆ
     045-391-6667  (045-391-6779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3374324,214.6 医療法人社団　恒久会〒241-0821 （外来環）第211号         平成20年 8月 1日
     旭歯214 　江口歯科医院 横浜市旭区二俣川１－４５－１７ （歯訪診）第2667号        平成29年 3月 1日
     045-364-9550  (045-362-5623) （歯技工）第79号          平成22年 4月 1日
     （補管）第1008号          平成 9年10月 1日
     （矯診）第170号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第112号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3375324,216.1 飛田歯科医院 〒241-0825 （医管）第368号           平成18年 4月 1日
     旭歯216 横浜市旭区中希望が丘１６３－７ （歯地連）第316号         平成18年 4月 1日
     045-362-1123  （歯訪診）第2321号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第164号       平成26年 4月 1日
     （補管）第3709号          平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3376324,217.9 医療法人社団　角理会〒241-0821 （外来環）第1051号        平成29年 1月 1日
     旭歯217 　二俣川アルカディア横浜市旭区二俣川２－５２－１西 （歯ＣＡＤ）第1370号      平成26年12月 1日
     歯科 友二俣川店パーキングプラザ１Ｆ （ＧＴＲ）第319号         平成22年 4月 1日
     045-391-6451  （補管）第3784号          平成10年 1月 5日
     （１７５）第2710号        平成14年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  401

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3377324,218.7 しもぬる歯科クリニッ〒241-0825 （外来環）第146号         平成20年 6月 1日
     旭歯218 ク 横浜市旭区中希望ヶ丘２３３－８ （歯訪診）第3059号        平成29年 4月 1日
     045-362-1184  （歯ＣＡＤ）第126418号    平成29年 4月 1日
     （補管）第3757号          平成 9年10月 1日
     （１７５）第2160号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3378324,219.5 たどころ歯科医院 〒241-0022 （歯ＣＡＤ）第333号       平成26年 4月 1日
     旭歯219 横浜市旭区鶴ヶ峰１－２０－１Ｙ （補管）第3797号          平成10年 2月15日
     Ｓビル２Ｆ
     045-382-8383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3379324,220.3 ほしの歯科クリニック〒241-0014 （歯訪診）第3060号        平成29年 4月 1日
     旭歯220 横浜市旭区市沢町２６２－１１ア （歯ＣＡＤ）第2618号      平成28年 6月 1日
     クロスビル２Ｆ （補管）第3804号          平成10年 3月 2日
     045-372-1825  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3380324,222.9 安井歯科医院 〒241-0822 （歯訪診）第1842号        平成28年 4月 1日
     旭歯222 横浜市旭区さちが丘１４６ （歯ＣＡＤ）第2479号      平成28年 4月 1日
     045-391-2109  （補管）第3868号          平成10年 3月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3381324,223.7 かさい歯科クリニック〒241-0822 （歯ＣＡＤ）第126710号    平成30年 1月 1日
     旭歯223 横浜市旭区さちが丘５２－１ （補管）第3832号          平成10年 5月 1日
     045-390-3069  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3382324,224.5 鶴ヶ峰歯科クリニック〒241-0022 （歯ＣＡＤ）第1637号      平成27年 3月 1日
     旭歯224 横浜市旭区鶴ヶ峰２－２１－１５ （補管）第1036号          平成10年 6月 1日
     045-381-8418  (045-381-8940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3383324,225.2 いずみ歯科医院 〒241-0826 （歯ＣＡＤ）第126759号    平成30年 1月 1日
     旭歯225 横浜市旭区東希望が丘１００－６ （補管）第3931号          平成11年 1月 1日
     岩瀬ビル２０１号
     045-391-8148  (045-391-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3384324,226.0 よしえ歯科医院 〒241-0805 （歯訪診）第2946号        平成29年 4月 1日
     旭歯226 横浜市旭区都岡町４２－１３ （歯ＣＡＤ）第2158号      平成27年10月 1日
     045-953-3338  （補管）第3948号          平成11年 2月 1日
     （１７５）第2161号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3385324,230.2 こいけ歯科 〒241-0815 （外来環）第1157号        平成29年 3月 1日
     旭歯230 横浜市旭区中尾１－４８－６ （医管）第2080号          平成29年 3月 1日
     045-360-0333  (045-360-0335) （か強診）第449号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第298号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第2322号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1496号      平成27年 1月 1日
     （補管）第4092号          平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  402

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3386324,231.0 ひかり歯科クリニック〒241-0825 （歯ＣＡＤ）第126217号    平成28年10月 1日
     旭歯231 横浜市旭区中希望が丘１００－４ （補管）第4134号          平成12年 3月 1日
     希望ヶ丘センタービル２Ｆ
     045-360-1600  (045-360-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3387324,236.9 のぞみ歯科 〒241-0821 （歯ＣＡＤ）第629号       平成26年 6月 1日
     旭歯236 横浜市旭区二俣川２－５８第一清 （補管）第4263号          平成13年 7月 1日
     水ハーモニービル３Ｆ （酸単）第40348号         平成29年 4月 1日
     045-364-4418  (045-364-4418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3388324,237.7 山本歯科医院 〒241-0821 （医管）第371号           平成18年 4月 1日
     旭歯237 横浜市旭区二俣川２－８２ （歯地連）第321号         平成18年 4月 1日
     045-391-5544  (045-361-1867) （歯訪診）第2829号        平成29年 4月 1日
     （補管）第981号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3389324,238.5 石渡歯科医院 〒241-0821 （歯訪診）第2578号        平成29年 3月 1日
     旭歯238 横浜市旭区二俣川１－４５－７３ （補管）第3713号          平成14年 1月 1日
     045-391-0862  (045-391-3859) （１７５）第2163号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3390324,239.3 小林歯科クリニック 〒241-0816 （歯ＣＡＤ）第1638号      平成27年 3月 1日
     旭歯239 横浜市旭区笹野台１－３２－１０ （補管）第4607号          平成14年 3月15日
     Ｇ．Ｃアネックス１－Ａ
     045-365-4618  (045-365-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3391324,242.7 わかば歯科 〒241-0005 （外来環）第257号         平成20年10月 1日
     旭歯242 横浜市旭区白根５－１２－１ （医管）第1722号          平成28年 4月 1日
     045-953-4184  (045-953-4184) （歯訪診）第350号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第355号       平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第69号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126419号    平成29年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第451号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第41号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4862号          平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3392324,243.5 東海歯科 〒241-0021 （歯訪診）第2323号        平成29年 1月 1日
     旭歯243 横浜市旭区鶴ケ峰本町２－３－１ （歯ＣＡＤ）第1742号      平成27年 4月 1日
     サンハイツ１Ｆ （補管）第4903号          平成14年11月 1日
     045-951-5050  (045-951-5050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  403

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3393324,244.3 あまの歯科 〒241-0005 （外来環）第600号         平成26年11月 1日
     旭歯244 横浜市旭区白根６－１－２２ （医管）第1804号          平成28年 5月 1日
     045-951-8241  （歯訪診）第2668号        平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第367号       平成28年 5月 1日
     （手顕微加）第70号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第167号       平成28年12月 1日
     （手術歯根）第100号       平成28年12月 1日
     （根切顕微）第42号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4914号          平成14年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3394324,245.0 永田歯科 〒241-0803 （歯訪診）第2669号        平成29年 3月 1日
     旭歯245 横浜市旭区川井本町７３ （歯リハ２）第328号       平成27年 9月 1日
     045-958-0778  (045-958-0779) （ＧＴＲ）第263号         平成20年 8月 1日
     （補管）第4968号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3395324,246.8 医療法人社団啓裕会　〒241-0821 （外来環）第928号         平成28年 7月 1日
     旭歯246 あさひ歯科クリニック横浜市旭区二俣川１－４３－２８ （歯訪診）第2670号        平成29年 3月 1日
     アルコット二俣川１０１　 （歯ＣＡＤ）第785号       平成26年 7月 1日
     045-366-1818  (045-367-1216) （補管）第3399号          平成15年 5月 1日
     （１７５）第2159号        平成15年 5月 1日
     （酸単）第40261号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3396324,247.6 橋本歯科 〒241-0801 （歯訪診）第2579号        平成29年 3月 1日
     旭歯247 横浜市旭区若葉台３－３－２ （補管）第980号           平成15年 9月 1日
     045-921-8858  (045-921-8858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3397324,248.4 今宿歯科医院 〒241-0031 （外来環）第295号         平成21年 1月 1日
     旭歯248 横浜市旭区今宿西町４６９第３栗 （歯訪診）第3300号        平成29年 4月 1日
     原ビル１Ｆ （在推進）第32号          平成26年 4月 1日
     045-953-4500  (045-951-5222) （う蝕無痛）第109号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第149号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第54号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1011号          平成15年12月 1日
     （酸単）第40349号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3398324,249.2 大竹歯科医院 〒241-0826 （歯訪診）第2446号        平成29年 2月 1日
     旭歯249 横浜市旭区東希望ケ丘１０１－１ （歯ＣＡＤ）第126854号    平成30年 3月 1日
     ３山庄ビル２Ｆ （補管）第987号           平成16年 2月 1日
     045-363-4554  (045-363-4554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3399324,250.0 大橋歯科医院 〒241-0021 （外来環）第491号         平成25年10月 1日
     旭歯250 横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－３３－ （か強診）第623号         平成30年 2月 1日
     ５ （歯援診）第799号         平成30年 2月 1日
     045-951-3435  (045-952-1810) （在歯管）第371号         平成30年 2月 1日
     （歯訪診）第3061号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1025号      平成26年 9月 1日
     （補管）第1016号          平成17年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  404

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3400324,253.4 すずひろ歯科 〒241-0821 （歯ＣＡＤ）第630号       平成26年 5月 1日
     旭歯253 横浜市旭区二俣川２－１６－１ （補管）第5306号          平成17年 4月15日
     045-360-0046  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3401324,254.2 杉本歯科医院 〒241-0014 （歯訪診）第3156号        平成29年 4月 1日
     旭歯254 横浜市旭区市沢町１２４ （歯ＣＡＤ）第126428号    平成29年 4月 1日
     045-373-1510  (045-373-6162) （補管）第1042号          平成17年 5月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3402324,255.9 金子歯科医院 〒241-0001 （か強診）第478号         平成29年 4月 1日
     旭歯255 横浜市旭区上白根町８９１西ひか （歯援診）第287号         平成29年 4月 1日
     りが丘団地１８－５－１０１ （歯ＣＡＤ）第126415号    平成29年 4月 1日
     045-954-5048  (045-954-5087) （補管）第996号           平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3403324,256.7 髙階歯科医院 〒241-0816 （歯訪診）第2830号        平成29年 4月 1日
     旭歯256 横浜市旭区笹野台２－２６－５ （歯ＣＡＤ）第1639号      平成27年 3月 1日
     045-361-8663  (045-364-8399) （補管）第1035号          平成17年 6月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3404324,257.5 村上歯科医院 〒241-0825 （歯訪診）第3304号        平成29年 4月 1日
     旭歯257 横浜市旭区中希望が丘１１１－２ （歯ＣＡＤ）第2619号      平成28年 6月 1日
     045-364-6632  (045-363-0300) （補管）第1049号          平成17年12月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3405324,258.3 グレイス歯科クリニッ〒241-0821 （外来環）第592号         平成26年11月 1日
     旭歯258 ク 横浜市旭区二俣川２－５７－５二 （歯訪診）第2580号        平成29年 3月 1日
     俣川メディカルビル２０２ （歯ＣＡＤ）第126277号    平成28年12月 1日
     045-361-6000  (045-361-6000) （補管）第5434号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3406324,259.1 こば歯科 〒241-0821 （外来環）第1021号        平成28年12月 1日
     旭歯259 横浜市旭区二俣川１－６－１二俣 （医管）第2014号          平成28年12月 1日
     川北口ビル２Ｆ （か強診）第381号         平成29年 1月 1日
     045-365-4180  (045-362-4182) （歯援診）第615号         平成29年 1月 1日
     （歯訪診）第2254号        平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第398号       平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1371号      平成26年12月 1日
     （補管）第5448号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3407324,260.9 ヤマガタデンタルクリ〒241-0014 （歯訪診）第2581号        平成29年 3月 1日
     旭歯260 ニック 横浜市旭区市沢町９９５－１１田 （歯ＣＡＤ）第2070号      平成27年 8月 1日
     口ビル２Ｆ （補管）第5449号          平成18年 4月 1日
     045-351-7005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3408324,262.5 いない歯科 〒241-0004 （外来環）第1107号        平成29年 3月 1日
     旭歯262 横浜市旭区中白根１－８－８ （医管）第2089号          平成29年 4月 1日
     045-308-3303  (045-308-3301) （か強診）第467号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第686号         平成29年 4月 1日
     （補管）第5477号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  405

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3409324,263.3 四季の森歯科クリニッ〒241-0002 （歯訪診）第2582号        平成29年 3月 1日
     旭歯263 ク 横浜市旭区上白根３－４１－１横 （歯ＣＡＤ）第126825号    平成30年 2月 1日
     浜四季の森フォレオ３Ｆ （補管）第7793号          平成30年 3月 1日
     045-953-8823  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3410324,264.1 植松歯科医院 〒241-0002 （医管）第487号           平成18年11月 1日
     旭歯264 横浜市旭区上白根１－１－１５　 （歯訪診）第2583号        平成29年 3月 1日
     ２Ｆ （歯ＣＡＤ）第924号       平成26年 8月 1日
     045-954-3333  (045-954-3333) （補管）第5534号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3411324,265.8 鈴木歯科医院 〒241-0836 （外来環）第420号         平成24年 6月 1日
     旭歯265 横浜市旭区万騎が原８４ （医管）第1937号          平成28年 8月 1日
     045-364-6648  (045-361-8119) （か強診）第239号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第442号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第216号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第283号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1043号          平成18年11月 1日
     （酸単）第40262号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3412324,267.4 しげおか歯科 〒241-0821 （外来環）第1392号        平成30年 1月 1日
     旭歯267 横浜市旭区二俣川１－７－２アル （歯ＣＡＤ）第2488号      平成28年 4月 1日
     ファパレス１０１ （補管）第5965号          平成21年 8月 1日
     045-489-9925  (045-489-9925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3413324,270.8 岩並歯科クリニック 〒241-0835 （補管）第6133号          平成22年 5月 1日
     旭歯270 横浜市旭区柏町５３－６
     045-360-1182  (045-360-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3414324,272.4 あおみ歯科 〒241-0826 （外来環）第854号         平成28年 7月 1日
     旭歯272 横浜市旭区東希望が丘１００－５ （か強診）第256号         平成28年 7月 1日
     　２Ｆ （歯訪診）第2487号        平成29年 2月 1日
     045-365-5500  (045-365-5500) （歯リハ２）第380号       平成28年 7月 1日
     （手顕微加）第174号       平成28年10月 1日
     （う蝕無痛）第165号       平成28年10月 1日
     （手術歯根）第98号        平成28年10月 1日
     （根切顕微）第137号       平成28年10月 1日
     （補管）第6204号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3415324,273.2 すやま歯科医院 〒241-0022 （歯ＣＡＤ）第2178号      平成27年11月 1日
     旭歯273 横浜市旭区鶴ケ峰２－２１－３　 （補管）第6290号          平成23年 4月 1日
     ＩＴＯ鶴ヶ峰駅前ビル２Ｆ
     045-381-3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3416324,276.5 八木歯科クリニック 〒241-0816 （外来環）第593号         平成26年11月 1日
     旭歯276 横浜市旭区笹野台１－１－３０ （歯訪診）第2947号        平成29年 4月 1日
     045-744-5333  (045-744-5333) （歯ＣＡＤ）第1250号      平成26年11月 1日
     （補管）第6386号          平成23年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  406

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3417324,277.3 土屋歯科医院 〒241-0816 （外来環）第1124号        平成29年 3月 1日
     旭歯277 横浜市旭区笹野台４－１９－２５ （医管）第2072号          平成29年 3月 1日
     045-391-6360  (045-391-6647) （か強診）第450号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第675号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第288号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2229号      平成27年12月 1日
     （補管）第6426号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3418324,279.9 虎渓歯科医院 〒241-0805 （歯ＣＡＤ）第786号       平成26年 7月 1日
     旭歯279 横浜市旭区都岡町１０‐６ （補管）第6536号          平成24年 4月 1日
     045-744-8005  (045-744-8005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3419324,281.5 ちひろ歯科 〒241-0803 （歯ＣＡＤ）第126725号    平成30年 1月 1日
     旭歯281 横浜市旭区川井本町１００－１ （補管）第6657号          平成24年10月 1日
     045-744-9903  (045-744-9904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3420324,283.1 ＡＬＢＡ歯科＆矯正歯〒241-0022 （外来環）第601号         平成26年12月 1日
     旭歯283 科 横浜市旭区鶴ケ峰１－１３－１清 （補管）第6743号          平成25年 2月 1日
     田ビル１Ｆ （矯診）第222号           平成27年 2月 1日
     045-383-0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3421324,285.6 都岡歯科医院 〒241-0803 （歯ＣＡＤ）第126304号    平成29年 1月 1日
     旭歯285 横浜市旭区川井本町１－２１ （補管）第6832号          平成25年 7月 1日
     045-954-1141  (045-954-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3422330,143.9 横浜歯科医院 〒226-0025 （歯援診）第73号          平成29年 4月 1日
     緑歯143 横浜市緑区十日市場町８２０－３ （歯地連）第388号         平成18年 4月 1日
     第２サンワードビル２Ｆ （歯訪診）第352号         平成28年 4月 1日
     045-983-0418  （歯ＣＡＤ）第925号       平成26年 8月 1日
     （補管）第1076号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3423330,153.8 医療法人財団　共生会〒226-0003 （外来環）第372号         平成22年 5月 1日
     緑歯153 　浅野歯科医院 横浜市緑区鴨居１－７－４ （医管）第1726号          平成28年 4月 1日
     045-933-4544  (045-934-7700) （か強診）第117号         平成28年 4月 1日
     （歯援診）第169号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第122号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第98号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2489号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第43号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6155号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  407

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3424330,159.5 愛誠歯科 〒226-0011 （外来環）第124号         平成20年 4月 1日
     緑歯159 横浜市緑区中山町６１０－９ （医管）第1727号          平成28年 4月 1日
     045-931-1670  （か強診）第204号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第64号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第123号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第417号       平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1743号      平成27年 4月 1日
     （補管）第1063号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2711号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3425330,200.7 礒部歯科医院 〒226-0025 （外来環）第17号          平成20年 4月 1日
     緑歯200 横浜市緑区十日市場８５５－１２ （医管）第1805号          平成28年 5月 1日
     永瀬ビル２Ｆ （か強診）第119号         平成28年 4月 1日
     045-983-5161  （歯援診）第487号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第124号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第355号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第225号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第631号       平成26年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第89号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1060号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3426330,214.8 宍戸歯科 〒226-0027 （歯ＣＡＤ）第1973号      平成27年 7月 1日
     緑歯214 横浜市緑区長津田２－２５－２９ （補管）第4198号          平成15年 1月 1日
     －１０１
     045-984-4546  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3427330,221.3 ながつだ歯科医院 〒226-0027 （外来環）第239号         平成20年 9月 1日
     緑歯221 横浜市緑区長津田５－４－３２　 （医管）第1728号          平成28年 4月 1日
     鈴木コーポラス２Ｆ （か強診）第57号          平成28年 4月 1日
     045-981-9411  （歯援診）第467号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第125号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126420号    平成29年 4月 1日
     （補管）第1059号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3428330,232.0 小佐野歯科医院 〒226-0011 （医管）第354号           平成18年 4月 1日
     緑歯232 横浜市緑区中山町６８－１ （歯訪診）第356号         平成28年 4月 1日
     045-934-3003  （歯ＣＡＤ）第126809号    平成30年 2月 1日
     （補管）第1077号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2169号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3429330,234.6 ホワイト歯科クリニッ〒226-0027 （歯訪診）第2831号        平成29年 4月 1日
     緑歯234 ク 横浜市緑区長津田５－５－１２ア （歯ＣＡＤ）第1475号      平成27年 1月 1日
     ルテフィーチェ　１Ｆ （補管）第6598号          平成24年 5月 1日
     045-983-9337  (045-983-9337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  408

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3430330,241.1 伊奈歯科医院 〒226-0011 （外来環）第38号          平成20年 4月 1日
     緑歯241 横浜市緑区中山町３０６－１ミヨ （医管）第2015号          平成28年12月 1日
     シシードビル５０１ （歯ＣＡＤ）第926号       平成26年 8月 1日
     045-933-3570  （補管）第1073号          平成10年 3月31日
     （１７５）第2712号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3431330,252.8 三澤歯科医院 〒226-0006 （外来環）第39号          平成20年 4月 1日
     緑歯252 横浜市緑区白山２ー１２ー１ （医管）第1849号          平成28年 6月 1日
     045-934-7139  （か強診）第316号         平成28年10月 1日
     （歯援診）第575号         平成28年10月 1日
     （在歯管）第176号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第358号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第356号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1828号      平成27年 5月 1日
     （補管）第1089号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2713号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3432330,264.3 吉川歯科医院 〒226-0002 （補管）第1065号          平成 8年 4月 1日
     緑歯264 横浜市緑区東本郷５－３６－８ （１７５）第2170号        平成14年 4月 1日
     045-473-3181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3433330,265.0 中山歯科クリニック 〒226-0011 （補管）第1057号          平成 8年 4月 1日
     緑歯265 横浜市緑区中山町３０６－５
     045-932-3939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3434330,273.4 松尾歯科 〒226-0016 （補管）第1080号          平成 8年 4月 1日
     緑歯273 横浜市緑区霧ヶ丘３－１４－７
     045-921-3827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3435330,277.5 ファミリー歯科医院 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第126338号    平成29年 2月 1日
     緑歯277 横浜市緑区鴨居４－１－４ （補管）第1098号          平成 8年 4月 1日
     045-932-6886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3436330,283.3 井出歯科クリニック 〒226-0013 （歯ＣＡＤ）第1127号      平成26年10月 1日
     緑歯283 横浜市緑区寺山町５９ロンロン中 （補管）第1078号          平成 8年 4月 1日
     山駅ビル４０１ （酸単）第40549号         平成29年 4月 1日
     045-933-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3437330,294.0 めぐみ歯科医院 〒226-0013 （補管）第1097号          平成 8年 4月 1日
     緑歯294 横浜市緑区寺山町８６
     045-933-2384  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3438330,321.1 おぐり歯科医院 〒226-0022 （歯ＣＡＤ）第126582号    平成29年 9月 1日
     緑歯321 横浜市緑区青砥町１１２１ （補管）第1068号          平成 8年 4月 1日
     045-935-1182  （１７５）第2172号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  409

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3439330,322.9 あべ歯科医院 〒226-0027 （歯訪診）第1989号        平成28年 6月 1日
     緑歯322 横浜市緑区長津田５－３－３４サ （歯ＣＡＤ）第1974号      平成27年 7月 1日
     ンエースビル２０１号 （補管）第1093号          平成 8年 4月 1日
     045-981-8217  （１７５）第2914号        平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3440330,333.6 医療法人社団　白井歯〒226-0016 （外来環）第40号          平成20年 4月 1日
     緑歯333 科医院 横浜市緑区霧が丘１－２４－５ （歯ＣＡＤ）第634号       平成26年 6月 1日
     045-921-2103  (045-922-3912) （補管）第1050号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2173号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3441330,347.6 サン歯科医院 〒226-0011 （外来環）第49号          平成20年 4月 1日
     緑歯347 横浜市緑区中山町３２５－３ （医管）第356号           平成18年 4月 1日
     045-934-4411  （か強診）第118号         平成28年 4月 1日
     （歯援診）第13号          平成29年 4月 1日
     （歯地連）第311号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第284号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1067号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3442330,351.8 マキシ歯科医院 〒226-0025 （歯地連）第312号         平成18年 4月 1日
     緑歯351 横浜市緑区十日市場町９１３－１ （補管）第1069号          平成 8年 4月 1日
     ０サンビレッジ１０１号 （１７５）第2175号        平成14年 4月 1日
     045-984-7757  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3443330,358.3 医療法人社団　山口歯〒226-0016 （補管）第1099号          平成 8年 4月 1日
     緑歯358 科医院 横浜市緑区霧が丘５－２－１３ （１７５）第2714号        平成14年 5月 1日
     045-921-8788  (045-921-8788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3444330,359.1 いぶき野歯科 〒226-0028 （歯訪診）第360号         平成28年 4月 1日
     緑歯359 横浜市緑区いぶき野３４－９ （歯ＣＡＤ）第2406号      平成28年 4月 1日
     045-982-1164  （補管）第1083号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3445330,367.4 八幡歯科医院 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第1744号      平成27年 4月 1日
     緑歯367 横浜市緑区鴨居１－３－１０ （補管）第1084号          平成 8年 4月 1日
     045-936-0555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3446330,384.9 医療法人社団　緑生会〒226-0003 （歯訪診）第361号         平成28年 4月 1日
     緑歯384 　やまだ歯科医院 横浜市緑区鴨居３－１－４鴨居ユ （在推進）第128号         平成29年 4月 1日
     ニオンビル２階Ｂ号室 （歯ＣＡＤ）第2371号      平成28年 3月 1日
     045-934-8211  （補管）第3404号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3447330,391.4 井口歯科医院 〒226-0025 （歯ＣＡＤ）第126278号    平成28年12月 1日
     緑歯391 横浜市緑区十日市場町８０１－８ （補管）第1090号          平成 8年 4月 1日
     ホーメストプラザ十日市場　Ｅ－
     ２０８－１
     045-982-8469  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  410

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3448330,394.8 ワタナベ歯科医院 〒226-0011 （歯ＣＡＤ）第1372号      平成26年12月 1日
     緑歯394 横浜市緑区中山町３０５－１４ジ （補管）第1071号          平成 8年 4月 1日
     ョイモアビル４階
     045-935-6474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3449330,401.1 坂本歯科クリニック 〒226-0011 （歯訪診）第362号         平成28年 4月 1日
     緑歯401 横浜市緑区中山町３２２－２０第 （補管）第4694号          平成14年 4月 1日
     ３下渕ビル２０１
     045-937-2752  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3450333,000.8 おおぬき歯科 〒226-0002 （外来環）第1186号        平成29年 4月 1日
     緑歯3000 横浜市緑区東本郷１－１－２１サ （歯訪診）第363号         平成28年 4月 1日
     ンフラワー１Ｆ （歯ＣＡＤ）第285号       平成26年 4月 1日
     045-628-9915  (045-628-9916) （補管）第6877号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3451333,001.6 緑区オーク歯科クリニ〒226-0011 （歯訪診）第2448号        平成29年 2月 1日
     緑歯3001 ック 横浜市緑区中山町３０２－１ＭＭ （歯ＣＡＤ）第126878号    平成30年 3月 1日
     マツシタ１０２ （補管）第6900号          平成25年11月 1日
     045-930-2829  (045-930-2829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3452333,002.4 松下歯科クリニック 〒226-0006 （外来環）第556号         平成26年 6月 1日
     緑歯3002 横浜市緑区白山２－７－２ （歯ＣＡＤ）第1897号      平成27年 6月 1日
     045-482-6063  (045-482-6365) （補管）第6962号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3453333,003.2 みどり中山デンタルク〒226-0014 （外来環）第1228号        平成29年 5月 1日
     緑歯3003 リニック 横浜市緑区台村町２２５マルダイ （歯援診）第813号         平成30年 3月 1日
     スクエア （歯訪診）第364号         平成28年 4月 1日
     045-933-5700  (045-933-5700) （歯ＣＡＤ）第1476号      平成27年 1月 1日
     （補管）第7110号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3454333,004.0 長津田ふじた歯科・矯〒226-0027 （歯訪診）第2671号        平成29年 3月 1日
     緑歯3004 正歯科 横浜市緑区長津田４－３－１４　 （歯ＣＡＤ）第1975号      平成27年 7月 1日
     １Ｆ－１０１ （補管）第7175号          平成27年 4月 1日
     045-508-9299  (045-508-9299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3455333,005.7 きりが丘歯科クリニッ〒226-0016 （外来環）第855号         平成28年 7月 1日
     緑歯3005 ク 横浜市緑区霧が丘３－２－１０北 （医管）第1889号          平成28年 7月 1日
     辰ビル１Ｆ （か強診）第293号         平成28年 9月 1日
     045-923-0018  (045-453-8842) （歯援診）第561号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第374号         平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1829号      平成27年 5月 1日
     （補管）第7201号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第40263号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  411

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3456333,006.5 デンタルクリニック長〒226-0018 （外来環）第856号         平成28年 7月 1日
     緑歯3006 津田 横浜市緑区長津田みなみ台１－６ （歯訪診）第3062号        平成29年 4月 1日
     －１コリーナ・アロッジオ１－Ａ （手顕微加）第71号        平成28年 4月 1日
     045-532-8469  (045-532-8465) （歯ＣＡＤ）第1898号      平成27年 6月 1日
     （根切顕微）第44号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7187号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3457333,007.3 神奈川歯科 〒226-0003 （補管）第7202号          平成27年 4月 1日
     緑歯3007 横浜市緑区鴨居１－１６－１ロー
     ヤルシティ鴨居壱番館１０４
     045-937-4682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3458333,008.1 さくらば歯科クリニッ〒226-0027 （補管）第7229号          平成27年 7月 1日
     緑歯3008 ク 横浜市緑区長津田４－１５－８－
     １Ｆ
     045-530-5518  (045-530-5518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3459333,009.9 はやし歯科クリニック〒226-0011 （歯ＣＡＤ）第126774号    平成30年 1月 1日
     緑歯3009 横浜市緑区中山町１６１－１１ア （補管）第7294号          平成27年11月 1日
     ーバンコート中山１０１
     045-507-4040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3460333,010.7 岩本歯科医院 〒226-0013 （外来環）第935号         平成28年 7月 1日
     緑歯3010 横浜市緑区寺山町９７ （医管）第1949号          平成28年 7月 1日
     045-931-1172  (045-933-1917) （歯技工）第243号         平成28年 7月 1日
     （補管）第7481号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3461333,011.5 上條歯科クリニック 〒226-0011 （補管）第7525号          平成28年 9月 1日
     緑歯3011 横浜市緑区中山町３０４－１　中
     山とうきゅう４Ｆ
     045-935-5588  (045-935-5580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3462333,013.1 原田歯科医院 〒226-0016 （外来環）第1393号        平成30年 1月 1日
     緑歯3013 横浜市緑区霧が丘５－２５－５ （歯ＣＡＤ）第126631号    平成29年10月 1日
     045-921-9215  (045-921-9215) （補管）第7720号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3463333,014.9 たんぽぽ歯科クリニッ〒226-0014 （歯訪診）第3437号        平成29年11月 1日
     緑歯3014 ク 横浜市緑区台村町３２６－１ （補管）第7751号          平成29年11月 1日
     045-932-8241  (045-932-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3464333,015.6 さくら歯科クリニック〒226-0027 （外来環）第1456号        平成30年 2月 1日
     緑歯3015 横浜市緑区長津田２－１－１　長 （歯ＣＡＤ）第126909号    平成30年 2月 1日
     津田マークタウン２０１ （補管）第7808号          平成30年 2月 1日
     045-984-4880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  412

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3465334,408.2 ホワイト歯科 〒226-0011 （補管）第3612号          平成 8年12月 1日
     緑歯408 横浜市緑区中山３０６－１５パー
     ムビュ－２Ｆ
     045-936-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3466334,410.8 さとる歯科医院 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第2159号      平成27年10月 1日
     緑歯410 横浜市緑区鴨居６－２５－４シテ （補管）第3677号          平成 9年 5月 1日
     ィパレスアカネ１０７
     045-931-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3467334,412.4 つちはし歯科 〒226-0027 （歯訪診）第365号         平成28年 4月 1日
     緑歯412 横浜市緑区長津田４－９－６ホド （歯ＣＡＤ）第126487号    平成29年 6月 1日
     ガヤビル１Ｆ （補管）第5836号          平成20年12月 4日
     045-989-1188  (045-989-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3468334,416.5 井手歯科医院 〒226-0027 （歯リハ２）第226号       平成26年 6月 1日
     緑歯416 横浜市緑区長津田２－３７－１２ （補管）第3975号          平成11年 4月14日
     045-981-0124  (045-981-0271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3469334,417.3 アイリス歯科 〒226-0027 （外来環）第442号         平成24年11月 1日
     緑歯417 横浜市緑区長津田７－１－４３ガ （医管）第2016号          平成28年12月 1日
     ーデニアパーク１Ｆ （歯訪診）第366号         平成28年 4月 1日
     045-985-9418  (045-985-9419) （歯ＣＡＤ）第1128号      平成26年10月 1日
     （補管）第4009号          平成11年 6月15日
     （１７５）第2825号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3470334,418.1 田中歯科医院 〒226-0025 （歯ＣＡＤ）第286号       平成26年 4月 1日
     緑歯418 横浜市緑区十日市場町８５１－１ （補管）第1075号          平成11年12月 1日
     ３河口ビル２Ｆ
     045-984-1118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3471334,419.9 医療法人社団　山本歯〒226-0003 （外来環）第1078号        平成29年 2月 1日
     緑歯419 科医院 横浜市緑区鴨居４－５２－２６木 （歯訪診）第2449号        平成29年 2月 1日
     戸ビル （手顕微加）第194号       平成29年 2月 1日
     045-935-5600  (045-935-6850) （根切顕微）第164号       平成29年 3月 1日
     （補管）第7031号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3472334,420.7 みどり歯科医院 〒226-0025 （歯訪診）第367号         平成28年 4月 1日
     緑歯420 横浜市緑区十日市場町８４４－２ （歯ＣＡＤ）第1561号      平成27年 2月 1日
     045-988-0648  (045-988-0648) （補管）第4199号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  413

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3473334,422.3 ミヤケ歯科医院 〒226-0006 （医管）第1500号          平成20年 5月 1日
     緑歯422 横浜市緑区白山２－３－１１カサ （歯援診）第61号          平成29年 4月 1日
     ベルテ横濱１００２ （歯地連）第397号         平成18年 4月 1日
     045-939-3948  (045-939-3948) （歯訪診）第368号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126749号    平成30年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第241号         平成20年 5月 1日
     （補管）第4434号          平成13年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3474334,427.2 たかつ歯科医院 〒226-0025 （外来環）第680号         平成27年 9月 1日
     緑歯427 横浜市緑区十日市場町８３４－３ （医管）第2045号          平成29年 2月 1日
     ｃｈｅｅｒｓ　１Ｆ （か強診）第58号          平成28年 4月 1日
     045-985-1184  (045-985-1187) （歯援診）第417号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第267号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2114号      平成27年 9月 1日
     （補管）第4630号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3475334,429.8 医療法人社団　愛誓会〒226-0014 （歯訪診）第2584号        平成29年 3月 1日
     緑歯429 　中山駅前歯科 横浜市緑区台村町３２４貴光ビル （歯ＣＡＤ）第2071号      平成27年 8月 1日
     １Ｆ （補管）第4859号          平成19年11月24日
     045-938-4618  (045-938-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3476334,430.6 モリ歯科医院 〒226-0016 （補管）第4897号          平成14年10月15日
     緑歯430 横浜市緑区霧が丘２－７－１４
     045-920-0920  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3477334,431.4 グリーン歯科 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第1976号      平成27年 7月 1日
     緑歯431 横浜市緑区鴨居４－２－２６柳下 （補管）第4927号          平成15年 1月 1日
     ビル２Ｆ （１７５）第2933号        平成15年 1月 1日
     045-934-8041  (045-934-8041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3478334,432.2 酒井歯科医院 〒226-0014 （歯技工）第124号         平成22年 4月 1日
     緑歯432 横浜市緑区台村町３１７－１ （補管）第1096号          平成15年 4月 1日
     045-933-3751  (045-933-3753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3479334,434.8 ほんごう歯科医院 〒226-0002 （外来環）第1125号        平成29年 3月 1日
     緑歯434 横浜市緑区東本郷６－１４－２４ （歯訪診）第369号         平成28年 4月 1日
     045-472-7577  (045-472-7577) （歯ＣＡＤ）第1373号      平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第156号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3910号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3480334,437.1 いけだ歯科医院 〒226-0018 （外来環）第722号         平成28年 1月 1日
     緑歯437 横浜市緑区長津田みなみ台５－２ （医管）第1730号          平成28年 4月 1日
     ５－１３フローラルガーデン１０ （歯ＣＡＤ）第86号        平成26年 4月 1日
     ２ （補管）第5231号          平成16年11月15日
     045-982-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  414

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3481334,438.9 医療法人社団星陵会　〒226-0026 （歯訪診）第2731号        平成29年 3月 1日
     緑歯438 みなみ台歯科 横浜市緑区長津田みなみ台５－１ （歯ＣＡＤ）第126242号    平成28年11月 1日
     １－１プレステージヒルズみなみ （補管）第4991号          平成16年12月 1日
     台１Ｆ
     045-982-0075  (045-982-0075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3482334,439.7 長津田矯正歯科クリニ〒226-0027 （矯診）第206号           平成24年10月 3日
     緑歯439 ック 横浜市緑区長津田４－２－１８高 （顎診）第157号           平成25年 7月 1日
     木ビル１Ｆ１０２
     045-986-0363  (045-986-0363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3483334,440.5 わかば歯科医院 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第2072号      平成27年 8月 1日
     緑歯440 横浜市緑区鴨居６－１－３グラン （補管）第5291号          平成17年 4月 1日
     ・ボナール１Ｆ
     045-932-4618  (045-932-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3484334,441.3 あいはら矯正歯科 〒226-0011 （矯診）第192号           平成22年 6月 5日
     緑歯441 横浜市緑区中山町３０６ミヨシズ （顎診）第145号           平成22年 6月 5日
     シードビル６０１
     045-932-6663  (045-932-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3485334,442.1 石井歯科医院 〒226-0021 （外来環）第857号         平成28年 7月 1日
     緑歯442 横浜市緑区北八朔町１５９７－４ （か強診）第205号         平成28年 7月 1日
     045-935-4343  (045-935-4343) （歯援診）第519号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第217号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第456号       平成26年 5月 1日
     （補管）第5313号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3486334,446.2 医療法人社団　藤洲会〒226-0027 （歯ＣＡＤ）第1745号      平成27年 4月 1日
     緑歯446 　アピタファミリー歯横浜市緑区長津田みなみ台４－７ （補管）第5395号          平成17年12月 1日
     科クリニック －１アピタ長津田店１Ｆ
     045-984-6480  (045-984-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3487334,447.0 やまびこ歯科医院 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第2160号      平成27年10月 1日
     緑歯447 横浜市緑区鴨居５－２１－５ （補管）第5428号          平成18年 2月15日
     045-929-1171  (045-937-1105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3488334,449.6 医療法人社団　真峰会〒226-0018 （歯訪診）第2190号        平成28年10月 1日
     緑歯449 　若葉歯科 横浜市緑区長津田みなみ台４－６ （歯ＣＡＤ）第126243号    平成28年11月 1日
     －１スーパービバホーム長津田店 （補管）第5378号          平成18年 3月 1日
     ２Ｆ
     045-988-4618  (045-988-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3489334,451.2 ひだまり歯科医院 〒226-0015 （外来環）第1363号        平成29年10月 1日
     緑歯451 横浜市緑区三保町３０１６－１１ （歯ＣＡＤ）第791号       平成26年 7月 1日
     045-937-2006  (045-937-2006) （補管）第5507号          平成18年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  415

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3490334,452.0 廣松歯科医院 〒226-0025 （歯訪診）第371号         平成28年 4月 1日
     緑歯452 横浜市緑区十日市場町８００－３ （う蝕無痛）第99号        平成25年 4月 1日
     　エテルナⅢ４Ｆ （歯ＣＡＤ）第96号        平成26年 4月 1日
     045-989-1551  (045-989-1557) （手術歯根）第45号        平成25年 4月 1日
     （補管）第5597号          平成19年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3491334,453.8 医療法人社団　伸整会〒226-0025 （歯ＣＡＤ）第457号       平成26年 5月 1日
     緑歯453 　十日市場サンズデン横浜市緑区十日市場町８１８－２ （補管）第5478号          平成19年 8月 1日
     タルオフィス ダイエー十日市場店３階
     045-989-1003  (045-989-1004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3492334,456.1 ベルデンタルクリニッ〒226-0027 （歯訪診）第2832号        平成29年 4月 1日
     緑歯456 ク 横浜市緑区長津田６－１－６ファ （歯ＣＡＤ）第1562号      平成27年 2月 1日
     ナス長津田１Ｆ （補管）第5776号          平成20年 8月 1日
     045-989-1818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3493334,457.9 島田歯科医院 〒226-0006 （う蝕無痛）第126号       平成26年10月 1日
     緑歯457 横浜市緑区白山２－１４－１０ （歯ＣＡＤ）第927号       平成26年 8月 1日
     045-479-1230  (045-479-1230) （手術歯根）第67号        平成26年10月 1日
     （補管）第5820号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3494334,458.7 すぎうら歯科クリニッ〒226-0013 （補管）第5821号          平成20年12月 1日
     緑歯458 ク 横浜市緑区寺山町８９スクウェア
     ー２１　２Ｆ
     045-479-1148  (045-479-1148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3495334,461.1 三島歯科クリニック 〒226-0027 （歯ＣＡＤ）第1977号      平成27年 7月 1日
     緑歯461 横浜市緑区長津田３－１－１ （補管）第5907号          平成21年 5月 1日
     045-985-7747  (045-985-7747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3496334,463.7 かもい南口歯科・口腔〒226-0003 （補管）第6055号          平成22年 2月 1日
     緑歯463 外科 横浜市緑区鴨居１－８－３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3497334,464.5 竹山団地歯科 〒226-0005 （歯ＣＡＤ）第287号       平成26年 4月 1日
     緑歯464 横浜市緑区竹山３－１－８３１０ （補管）第6084号          平成22年 1月28日
     １号棟　１０６
     045-934-5187  (045-934-5187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3498334,465.2 ウッズ歯科クリニック〒226-0011 （補管）第6085号          平成22年 3月 1日
     緑歯465 横浜市緑区中山町１１０－６
     045-932-8880  (045-932-8990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3499334,467.8 ながた歯科医院 〒226-0003 （歯ＣＡＤ）第126790号    平成30年 2月 1日
     緑歯467 横浜市緑区鴨居３－２６－１４ （補管）第6205号          平成22年 9月 1日
     045-932-3226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  416

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3500334,469.4 なのはな歯科クリニッ〒226-0003 （歯訪診）第2672号        平成29年 3月 1日
     緑歯469 ク 横浜市緑区鴨居４－３－１５チサ （歯ＣＡＤ）第702号       平成26年 4月 1日
     ンマンション１０３ （補管）第6316号          平成23年 4月 1日
     045-516-2725  (045-516-2725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501334,471.0 野村歯科クリニック森〒226-0029 （歯ＣＡＤ）第34号        平成26年 4月 1日
     緑歯471 の台 横浜市緑区森の台７－１ボヌール （補管）第6444号          平成23年11月 1日
     森の台１Ｆ
     045-507-4111  (045-507-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3502334,472.8 優歯科クリニック 〒226-0013 （外来環）第1307号        平成29年 7月 1日
     緑歯472 横浜市緑区寺山町１０２　グリシ （歯訪診）第2833号        平成29年 4月 1日
     ーナＴ．Ｔ　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2620号      平成28年 6月 1日
     045-931-8808  (045-931-8878) （補管）第6523号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3503334,473.6 Ｓｏｒａ歯科・矯正ク〒226-0025 （歯訪診）第1990号        平成28年 6月 1日
     緑歯473 リニック 横浜市緑区十日市場町８１９－３ （歯ＣＡＤ）第458号       平成26年 5月 1日
     第５高久ビル２Ｆ （補管）第6550号          平成24年 4月 1日
     045-482-6080  (045-482-6080) （矯診）第202号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3504334,475.1 鴨居歯科医院 〒226-0003 （歯訪診）第373号         平成28年 4月 1日
     緑歯475 横浜市緑区鴨居３－３－２川端ビ （歯ＣＡＤ）第1830号      平成27年 5月 1日
     ル２Ｆ （補管）第6575号          平成24年 4月 1日
     045-932-1184  (045-932-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3505334,477.7 中村歯科クリニック 〒226-0027 （外来環）第511号         平成26年 1月 1日
     緑歯477 横浜市緑区長津田５－２－６７鈴 （医管）第1729号          平成28年 4月 1日
     木ビル （か強診）第60号          平成28年 4月 1日
     045-532-3747  (045-532-3747) （歯援診）第746号         平成29年 6月 1日
     （在歯管）第202号         平成28年 7月 1日
     （在推進）第71号          平成27年 1月 1日
     （歯リハ２）第100号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1129号      平成26年10月 1日
     （補管）第6725号          平成25年 2月 1日
     （酸単）第40598号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3506334,478.5 すずき歯科口腔外科 〒226-0027 （外来環）第534号         平成26年 4月 1日
     緑歯478 横浜市緑区長津田４－５－４長津 （医管）第1731号          平成28年 4月 1日
     田メディカルヴィレッジＡ棟２Ｆ （歯訪診）第374号         平成28年 4月 1日
     ２０１号室 （歯リハ２）第101号       平成26年 4月 1日
     045-988-6855  (045-988-6881) （歯ＣＡＤ）第67号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6757号          平成25年 4月 1日
     （酸単）第40264号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3507340,108.0 阿部歯科医院 〒246-0022 （歯訪診）第3157号        平成29年 4月 1日
     瀬歯108 横浜市瀬谷区三ッ境１５－８ （補管）第1138号          平成 8年 4月 1日
     364-2108      



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  417

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3508340,115.5 竹山歯科医院 〒246-0022 （補管）第1132号          平成 8年 4月 1日
     瀬歯115 横浜市瀬谷区三ッ境１０７ー１キ （１７５）第2180号        平成14年 4月 1日
     ャステル三ッ境２ー２０２
     045-361-1615  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3509340,123.9 黄河歯科医院 〒246-0022 （外来環）第1126号        平成29年 3月 1日
     瀬歯123 横浜市瀬谷区三ッ境町２０－１８ （医管）第2081号          平成29年 3月 1日
     045-364-1577  （か強診）第431号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第211号         平成29年 2月 1日
     （在歯管）第299号         平成29年 3月 1日
     （在推進）第140号         平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126218号    平成28年10月 1日
     （補管）第1104号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3510340,124.7 やまき歯科医院 〒246-0031 （歯訪診）第2586号        平成29年 3月 1日
     瀬歯124 横浜市瀬谷区瀬谷４－５－３１シ （補管）第1129号          平成 8年 4月 1日
     ルバープラザビル
     045-303-6674  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3511340,126.2 森田歯科医院 〒246-0031 （歯ＣＡＤ）第459号       平成26年 5月 1日
     瀬歯126 横浜市瀬谷区瀬谷２－５２－８田 （補管）第1127号          平成 8年 4月 1日
     辺ビル３Ｆ （１７５）第2181号        平成14年 4月 1日
     302-4030      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3512340,139.5 北田歯科医院 〒246-0034 （補管）第1107号          平成 8年 4月 1日
     瀬歯139 横浜市瀬谷区南瀬谷２－１－７
     045-303-1541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3513340,140.3 とりやま歯科医院 〒246-0022 （外来環）第858号         平成28年 7月 1日
     瀬歯140 横浜市瀬谷区三ッ境１－２ （医管）第1890号          平成28年 7月 1日
     045-363-7636  （か強診）第206号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第520号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第203号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第635号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1119号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2182号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3514340,141.1 村清和デンタルクリ〒246-0031 （外来環）第1079号        平成29年 2月 1日
     瀬歯141 ニック 横浜市瀬谷区瀬谷４－１１－２７ （医管）第2046号          平成29年 2月 1日
     ・２８ （か強診）第397号         平成29年 2月 1日
     045-303-1315  （歯援診）第269号         平成29年 2月 1日
     （在歯管）第268号         平成29年 2月 1日
     （補管）第1140号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  418

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3515340,142.9 マルヤマ歯科医院 〒246-0031 （外来環）第1108号        平成29年 3月 1日
     瀬歯142 横浜市瀬谷区瀬谷３－９－４５ （か強診）第419号         平成29年 3月 1日
     045-303-3611  (045-303-3611) （歯援診）第646号         平成29年 3月 1日
     （手顕微加）第198号       平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第165号       平成29年 3月 1日
     （補管）第6414号          平成23年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3516340,145.2 浜中歯科クリニック 〒246-0031 （歯訪診）第2255号        平成28年12月 1日
     瀬歯145 横浜市瀬谷区瀬谷１－２１－３露 （歯ＣＡＤ）第460号       平成26年 5月 1日
     木ビル第２ （補管）第1124号          平成 8年 4月 1日
     045-303-3020  （１７５）第2184号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3517340,146.0 小沢歯科医院 〒246-0035 （歯訪診）第375号         平成28年 4月 1日
     瀬歯146 横浜市瀬谷区下瀬谷３－１７－１ （補管）第1128号          平成 8年 4月 1日
     メゾン瀬谷２Ｆ
     045-301-8585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3518340,149.4 相沢歯科医院 〒246-0022 （補管）第1134号          平成 8年 4月 1日
     瀬歯149 横浜市瀬谷区三ッ境８－１８
     045-363-9508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3519340,150.2 湯川歯科医院 〒246-0031 （歯援診）第254号         平成29年 4月 1日
     瀬歯150 横浜市瀬谷区瀬谷４－３２－８ （歯リハ２）第186号       平成26年 5月 1日
     045-301-3000  （歯ＣＡＤ）第461号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1125号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2185号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3520340,152.8 新谷歯科医院 〒246-0014 （歯訪診）第2949号        平成29年 4月 1日
     瀬歯152 横浜市瀬谷区中央１７－２ （歯ＣＡＤ）第1831号      平成27年 5月 1日
     045-303-7771  (045-303-8643) （補管）第6632号          平成24年 6月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3521340,153.6 ヤゴオリ歯科医院 〒246-0032 （外来環）第1127号        平成29年 3月 1日
     瀬歯153 横浜市瀬谷区南台２－８－１３ （か強診）第432号         平成29年 3月 1日
     045-303-8811  (045-303-8837) （歯援診）第656号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1978号      平成27年 7月 1日
     （補管）第6002号          平成21年 8月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3522340,156.9 下村歯科医院 〒246-0014 （歯援診）第270号         平成29年 4月 1日
     瀬歯156 横浜市瀬谷区中央１９番地の５ （歯ＣＡＤ）第1640号      平成27年 3月 1日
     045-302-7512  （補管）第1112号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3523340,158.5 髙畑歯科医院 〒246-0022 （歯地連）第451号         平成24年 6月21日
     瀬歯158 横浜市瀬谷区三ツ境１－１７ （補管）第6641号          平成24年 6月21日
     045-366-7600  (045-366-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  419

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3524340,159.3 河田歯科医院 〒246-0034 （歯訪診）第2834号        平成29年 4月 1日
     瀬歯159 横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－５ （う蝕無痛）第33号        平成20年 4月 1日
     045-302-6277  （歯ＣＡＤ）第126244号    平成28年11月 1日
     （ＧＴＲ）第157号         平成20年 4月 1日
     （補管）第1137号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3525340,161.9 愛誠歯科医院 〒246-0013 （補管）第1121号          平成19年 7月23日
     瀬歯161 横浜市瀬谷区相沢７－５８－１０ （１７５）第2188号        平成19年 7月23日
     045-301-7540  (045-301-8730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3526340,168.4 黒澤歯科 〒246-0031 （補管）第4706号          平成14年 4月 1日
     瀬歯168 横浜市瀬谷区瀬谷６－２０－６
     045-302-2000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3527340,169.2 阿久和歯科医院 〒246-0025 （歯訪診）第2098号        平成28年 8月 1日
     瀬歯169 横浜市瀬谷区阿久和西４－８－４ （歯ＣＡＤ）第1979号      平成27年 7月 1日
     045-391-3865  （補管）第1122号          平成11年 4月 9日
     （１７５）第2572号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3528340,172.6 中村歯科医院 〒246-0037 （歯ＣＡＤ）第1564号      平成27年 2月 1日
     瀬歯172 横浜市瀬谷区橋戸３－６２－１２ （補管）第1130号          平成 8年 4月 1日
     045-302-8434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3529343,001.4 松原歯科医院 〒246-0034 （外来環）第954号         平成28年 9月 1日
     瀬歯3001 横浜市瀬谷区南瀬谷１－５－４ （医管）第1732号          平成28年 4月 1日
     045-302-6116  (045-302-6116) （か強診）第294号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第363号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第792号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6928号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3530343,002.2 医療法人水永会　ｅモ〒246-0021 （医管）第1608号          平成26年 4月 1日
     瀬歯3002 ール歯科 横浜市瀬谷区二ツ橋町３０９－１ （歯援診）第350号         平成29年 3月 1日
     ｅモール２Ｆ （在歯管）第77号          平成26年 4月 1日
     045-369-8148  (045-369-8149) （歯地連）第462号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2668号      平成28年 7月 1日
     （補管）第6980号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3531343,003.0 ひとみ歯科医院 〒246-0025 （外来環）第623号         平成26年12月 1日
     瀬歯3003 横浜市瀬谷区阿久和西２－５９－ （医管）第1850号          平成28年 6月 1日
     ２６ （か強診）第240号         平成28年 8月 1日
     045-390-3093  （歯援診）第538号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第177号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1563号      平成27年 2月 1日
     （補管）第7133号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  420

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3532343,004.8 医療法人笑顔を育む会〒246-0022 （外来環）第617号         平成27年 1月 1日
     瀬歯3004 　三ツ境駅前スマイル横浜市瀬谷区三ツ境８－６杉本ビ （医管）第1733号          平成28年 4月 1日
     歯科 ル１Ｆ （か強診）第61号          平成28年 4月 1日
     045-369-1182  (045-369-1183) （歯援診）第390号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第150号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第101号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第231号       平成29年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1477号      平成27年 1月 1日
     （根切顕微）第201号       平成29年 8月 1日
     （補管）第7128号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3533343,005.5 すがわら歯科医院 〒246-0025 （外来環）第650号         平成27年 5月 1日
     瀬歯3005 横浜市瀬谷区阿久和西４－１８－ （医管）第1734号          平成28年 4月 1日
     １７－１Ｆ （か強診）第168号         平成28年 6月 1日
     045-391-8499  (045-391-8499) （歯援診）第505号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第178号         平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第318号       平成27年 5月 1日
     （手顕微加）第148号       平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1925号      平成27年 5月 1日
     （根切顕微）第108号       平成28年 7月 1日
     （補管）第7221号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3534343,006.3 なないろ歯科 〒246-0022 （歯ＣＡＤ）第1980号      平成27年 7月 1日
     瀬歯3006 横浜市瀬谷区三ツ境１０９－３つ （補管）第7230号          平成27年 7月 1日
     どいパレス１Ｆ
     045-465-6667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3535343,007.1 アイリス歯科室 〒246-0022 （歯訪診）第2733号        平成29年 3月 1日
     瀬歯3007 横浜市瀬谷区三ッ境７－１ （歯ＣＡＤ）第2333号      平成28年 1月 1日
     045-366-9591  (045-366-9591) （補管）第7353号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3536343,008.9 ちば歯科診療室 〒246-0021 （歯訪診）第3334号        平成29年 4月 1日
     瀬歯3008 横浜市瀬谷区二ツ橋町２９５－２ （補管）第7650号          平成29年 4月 1日
     ２　シャンドール三ツ境１Ｆ
     045-362-4618  (045-362-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3537343,009.7 ファミリー歯科 〒246-0022 （歯訪診）第3395号        平成29年 7月 1日
     瀬歯3009 横浜市瀬谷区三ツ境２－２４ （歯リハ２）第432号       平成29年 7月 1日
     045-361-3323  (045-361-3320) （歯ＣＡＤ）第126573号    平成29年 7月 1日
     （補管）第7698号          平成29年 7月 1日
     （１７５）第3053号        平成29年 7月 1日
     （酸単）第40523号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3538343,010.5 医療法人社団徳誠会　〒246-0014 （補管）第7701号          平成29年 9月 1日
     瀬歯3010 瀬谷セントラル歯科 横浜市瀬谷区中央６－２０　マル
     エツ瀬谷店３Ｆ
     045-300-1222  (045-300-1223)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  421

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3539344,176.3 清水歯科医院 〒246-0031 （補管）第4818号          平成14年 6月 1日
     瀬歯176 横浜市瀬谷区瀬谷４－３８－１
     045-303-5827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3540344,177.1 医療法人社団　つなし〒246-0014 （外来環）第603号         平成26年12月 1日
     瀬歯177 ま歯科医院 横浜市瀬谷区中央１－１０カサデ （医管）第1735号          平成28年 4月 1日
     パティオ２Ｆ （か強診）第62号          平成28年 4月 1日
     045-301-3111  (045-301-1111) （歯援診）第284号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第126号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第501号         平成30年 1月 1日
     （在推進）第141号         平成30年 1月 1日
     （補管）第1100号          平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3541344,179.7 みくつ歯科医院 〒246-0023 （ＧＴＲ）第158号         平成20年 4月 1日
     瀬歯179 横浜市瀬谷区阿久和東４－１－１ （補管）第4489号          平成12年 4月 1日
     ３ （１７５）第2189号        平成14年 4月 1日
     045-362-7755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3542344,180.5 医療法人社団　白圭会〒246-0022 （歯訪診）第2450号        平成29年 2月 1日
     瀬歯180 　三ッ境北口歯科医院横浜市瀬谷区三ッ境５－３５グレ （歯ＣＡＤ）第126339号    平成29年 2月 1日
     ートヒル三ッ境三番館２階２０１ （補管）第1102号          平成10年 7月 1日
     045-361-0323  (045-361-0323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3543344,182.1 黒田歯科医院 〒246-0032 （補管）第3950号          平成11年 2月 1日
     瀬歯182 横浜市瀬谷区南台１－４４－８ヴ
     ァルツ南台１Ｆ
     045-300-0780  (045-300-0781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3544344,183.9 医療法人社団　山誉会〒246-0031 （外来環）第955号         平成28年 9月 1日
     瀬歯183 　山口歯科クリニック横浜市瀬谷区瀬谷３－１９－２藤 （歯ＣＡＤ）第1299号      平成26年11月 1日
     和瀬谷コープ１０１ （補管）第3628号          平成11年 6月 1日
     045-303-7077  (045-301-6485)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3545344,192.0 医療法人社団　江森会〒246-0013 （歯ＣＡＤ）第2231号      平成27年12月 1日
     瀬歯192 　あいざわ町歯科医院横浜市瀬谷区相沢４－９－１鈴木 （補管）第4357号          平成13年 4月 1日
     ビル１Ｆ （１７５）第2191号        平成14年 4月 1日
     045-302-6413  (045-302-6413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3546344,193.8 なみき歯科医院 〒246-0014 （歯ＣＡＤ）第1251号      平成26年11月 1日
     瀬歯193 横浜市瀬谷区中央２－２８クレー （補管）第4346号          平成13年 3月 1日
     ル２Ｆ （１７５）第2192号        平成14年 4月 1日
     045-300-6588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3547344,194.6 りき歯科医院 〒246-0013 （歯ＣＡＤ）第126596号    平成29年10月 1日
     瀬歯194 横浜市瀬谷区相沢７－５０－５ （補管）第4353号          平成13年 4月 1日
     045-303-6485  (045-303-6485)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  422

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3548344,195.3 ひぐち歯科医院 〒246-0013 （歯訪診）第377号         平成28年 4月 1日
     瀬歯195 横浜市瀬谷区相沢１－１５－９ （外後発使）第246号       平成29年 8月 1日
     045-304-5817  (045-304-5817) （歯ＣＡＤ）第2115号      平成27年 9月 1日
     （補管）第4386号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3549344,196.1 いずみ歯科クリニック〒246-0014 （歯訪診）第3260号        平成29年 4月 1日
     瀬歯196 横浜市瀬谷区中央２－１２ルピナ （歯ＣＡＤ）第126892号    平成30年 3月 1日
     ス瀬谷１０６ （補管）第4560号          平成13年12月 1日
     045-304-3881  (045-304-3881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3550344,198.7 こが歯科医院 〒246-0023 （補管）第1135号          平成14年 4月 1日
     瀬歯198 横浜市瀬谷区阿久和東２－５－１
     045-365-1180  (045-361-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3551344,199.5 なかじま歯科医院 〒246-0025 （外来環）第443号         平成24年11月 1日
     瀬歯199 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１ （歯訪診）第3063号        平成29年 4月 1日
     ３あくわメディカルビレッジ内 （歯ＣＡＤ）第1565号      平成27年 2月 1日
     045-391-6658  (045-391-6658) （補管）第4874号          平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3552344,200.1 りょう歯科医院 〒246-0022 （補管）第4898号          平成14年10月15日
     瀬歯200 横浜市瀬谷区三ツ境１３０－１ク
     レイハイツ１Ｆ
     045-360-4182  (045-360-4180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3553344,201.9 志村歯科医院 〒246-0021 （歯訪診）第2587号        平成29年 3月 1日
     瀬歯201 横浜市瀬谷区二ッ橋町２９１－８ （歯ＣＡＤ）第636号       平成26年 6月 1日
     045-391-5600  (045-367-0197) （補管）第1136号          平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3554344,202.7 みやさか歯科 〒246-0008 （外来環）第369号         平成22年 5月 1日
     瀬歯202 横浜市瀬谷区五貫目町１０－３８ （か強診）第382号         平成29年 1月 1日
     045-920-0763  (045-920-0764) （歯援診）第217号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1921号      平成27年 6月 1日
     （補管）第5018号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3555344,203.5 なかざわ歯科クリニッ〒246-0022 （医管）第442号           平成18年 4月 1日
     瀬歯203 ク 横浜市瀬谷区三ツ境２１大岡ビル （補管）第5021号          平成15年 7月15日
     １０４ （１７５）第2946号        平成15年10月 1日
     045-367-4180  (045-367-4180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3556344,204.3 山之内歯科医院 〒246-0031 （歯訪診）第2050号        平成28年 7月 1日
     瀬歯204 横浜市瀬谷区瀬谷４－１１－２ （補管）第1120号          平成16年 1月 1日
     045-301-0161  (045-304-9526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  423

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3557344,209.2 杉浦歯科医院 〒246-0031 （歯ＣＡＤ）第2490号      平成28年 4月 1日
     瀬歯209 横浜市瀬谷区瀬谷４－８－８川口 （補管）第1126号          平成17年 6月30日
     ビル第２マンション２０１・２０
     ２
     045-301-5562  (045-301-5562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3558344,210.0 よしむら歯科 〒246-0031 （歯援診）第153号         平成29年 3月 1日
     瀬歯210 横浜市瀬谷区瀬谷４－７－３ （う蝕無痛）第2号         平成20年 4月 1日
     045-304-1552  (045-304-1663) （歯ＣＡＤ）第126755号    平成30年 1月 1日
     （補管）第5418号          平成18年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3559344,212.6 かわしま歯科医院 〒246-0015 （外来環）第708号         平成27年12月 1日
     瀬歯212 横浜市瀬谷区本郷３－８－１４ （歯ＣＡＤ）第637号       平成26年 6月 1日
     045-300-3123  （補管）第4084号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3560344,214.2 大内歯科クリニック 〒246-0022 （補管）第1111号          平成19年 5月 1日
     瀬歯214 横浜市瀬谷区三ツ境１０６－１パ
     ールビル２階
     045-391-0500  (045-391-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3561344,216.7 今坂歯科クリニック 〒246-0014 （歯ＣＡＤ）第638号       平成26年 6月 1日
     瀬歯216 横浜市瀬谷区中央３－１０守ビル （補管）第5861号          平成21年 1月 1日
     ２Ｆ
     045-302-4477  (045-302-4477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3562344,218.3 鎌田歯科医院 〒246-0022 （外来環）第1405号        平成30年 2月 1日
     瀬歯218 横浜市瀬谷区三ッ境１４－６ （歯訪診）第3158号        平成29年 4月 1日
     045-391-0085  (045-366-1910) （歯ＣＡＤ）第2491号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6353号          平成23年 4月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3563344,219.1 医療法人社団　川滝会〒246-0031 （外来環）第618号         平成27年 1月 1日
     瀬歯219 　かわたき歯科クリニ横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４Ｙ （医管）第1736号          平成28年 4月 1日
     ック ・ＢＵＩＬＤＩＮＧ　１Ｆ （か強診）第63号          平成28年 4月 1日
     045-303-4182  （歯援診）第391号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第179号         平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第373号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2492号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6563号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3564344,220.9 あつ歯科クリニック 〒246-0031 （歯訪診）第2835号        平成29年 4月 1日
     瀬歯220 横浜市瀬谷区瀬谷５－８－１Ｋハ （歯ＣＡＤ）第1130号      平成26年10月 1日
     イツ　１Ｆ （補管）第6576号          平成24年 4月 1日
     045-303-0411  (045-303-0466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3565344,221.7 小野寺歯科医院 〒246-0022 （歯訪診）第2099号        平成28年 8月 1日
     瀬歯221 横浜市瀬谷区三ツ境１－１７ （歯ＣＡＤ）第126219号    平成28年10月 1日
     045-366-7600  (045-366-7666) （補管）第6807号          平成25年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  424

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3566353,000.3 二宮歯科医院 〒244-0842 （歯訪診）第2734号        平成29年 3月 1日
     栄歯3000 横浜市栄区飯島町１４３５　２・ （歯ＣＡＤ）第793号       平成26年 7月 1日
     ３Ｆ （補管）第6887号          平成25年10月 1日
     045-891-7468  (045-891-7597)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3567353,001.1 いとう歯科クリニック〒247-0009 （外来環）第1158号        平成29年 3月 1日
     栄歯3001 横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１ （医管）第2082号          平成29年 3月 1日
     ０－４ （か強診）第451号         平成29年 3月 1日
     045-390-0418  (045-390-0418) （歯援診）第676号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第300号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第928号       平成26年 8月 1日
     （補管）第6929号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3568353,002.9 大谷歯科医院 〒247-0007 （歯訪診）第2673号        平成29年 3月 1日
     栄歯3002 横浜市栄区小菅ケ谷２－１９－４ （歯ＣＡＤ）第1027号      平成26年 9月 1日
     ３ （補管）第7013号          平成26年 7月 1日
     045-435-5945  (045-435-5946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3569353,003.7 医療法人社団愛誓会　〒247-0034 （歯訪診）第2588号        平成29年 3月 1日
     栄歯3003 オリーブ歯科 横浜市栄区桂台中１５－１桂台サ （歯ＣＡＤ）第2095号      平成27年 8月 1日
     ンユービルディング１Ｆ （補管）第7188号          平成27年 5月 1日
     045-872-0602  (045-872-0603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3570353,004.5 岡本歯科クリニック 〒247-0006 （外来環）第979号         平成28年10月 1日
     栄歯3004 横浜市栄区笠間１－１－１　ルリ （医管）第1819号          平成28年 5月 1日
     エ大船１Ｆ （か強診）第317号         平成28年10月 1日
     045-890-0810  (045-890-0811) （歯援診）第576号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2585号      平成28年 5月 1日
     （補管）第7446号          平成28年 5月 1日
     （酸単）第40554号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3571353,005.2 クローバー歯科 〒247-0026 （歯訪診）第2589号        平成29年 3月 1日
     栄歯3005 横浜市栄区犬山町５６－８ （在推進）第122号         平成29年 2月 1日
     080-3551-9680 （歯ＣＡＤ）第126245号    平成28年11月 1日
     （補管）第7510号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3572353,006.0 永渕歯科医院 〒247-0012 （歯訪診）第3311号        平成29年 4月 1日
     栄歯3006 横浜市栄区若竹町２１－１ （歯ＣＡＤ）第126722号    平成30年 1月 1日
     045-891-7851  (045-892-8831) （補管）第7626号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3573353,007.8 本郷台駅前ファミリー〒247-0007 （外来環）第1428号        平成30年 3月 1日
     栄歯3007 歯科 横浜市栄区小菅ケ谷１－４－７ （歯訪診）第3452号        平成30年 1月 1日
     045-443-8217  （歯ＣＡＤ）第126780号    平成30年 1月 1日
     （補管）第7762号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  425

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3574354,005.1 ほんごう歯科 〒247-0011 （外来環）第771号         平成28年 4月 1日
     栄歯5 横浜市栄区元大橋１－２－１４ （か強診）第259号         平成28年 7月 1日
     045-831-4601  （歯援診）第521号         平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2073号      平成27年 8月 1日
     （補管）第3368号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2194号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3575354,008.5 小笠原歯科医院 〒247-0007 （歯ＣＡＤ）第1981号      平成27年 7月 1日
     栄歯8 横浜市栄区小菅ケ谷１－１－１ （補管）第1163号          平成 8年 4月 1日
     045-893-2452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3576354,018.4 土屋歯科医院 〒247-0006 （歯ＣＡＤ）第462号       平成26年 5月 1日
     栄歯18 横浜市栄区笠間町１－４－３２ （補管）第1159号          平成 8年 4月 1日
     045-894-5386  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3577354,019.2 杉山歯科医院 〒247-0014 （外来環）第772号         平成28年 4月 1日
     栄歯19 横浜市栄区公田町１６３８－２８ （か強診）第97号          平成28年 4月 1日
     045-891-6023  （歯援診）第468号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第379号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1168号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3578354,022.6 森元歯科 〒247-0004 （歯ＣＡＤ）第2669号      平成28年 7月 1日
     栄歯22 横浜市栄区柏陽２２－２２ （補管）第1142号          平成 8年 4月 1日
     045-892-2170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3579354,024.2 山村歯科医院 〒247-0013 （歯訪診）第2950号        平成29年 4月 1日
     栄歯24 横浜市栄区桂台東８－７ （補管）第1165号          平成 8年 4月 1日
     045-891-5901  （１７５）第2926号        平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3580354,028.3 大矢歯科医院 〒247-0014 （外来環）第1080号        平成29年 2月 1日
     栄歯28 横浜市栄区公田町５１４－５柳沢 （医管）第1851号          平成28年 6月 1日
     ビル１Ｆ （か強診）第398号         平成29年 2月 1日
     045-892-1011  （歯援診）第392号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1641号      平成27年 3月 1日
     （補管）第1171号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2201号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3581354,031.7 斎藤歯科医院 〒247-0006 （外来環）第447号         平成24年12月 1日
     栄歯31 横浜市栄区笠間５－２９－５ （医管）第363号           平成18年12月20日
     045-894-1188  (045-894-9638) （か強診）第268号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第37号          平成22年 5月 1日
     （歯訪診）第380号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第103号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第509号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第452号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1164号          平成18年12月20日
     （矯診）第185号           平成22年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  426

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3582354,034.1 東公園歯科 〒247-0008 （歯訪診）第3159号        平成29年 4月 1日
     栄歯34 横浜市栄区本郷台２－７－３三橋 （補管）第1147号          平成 8年 4月 1日
     ビル
     045-894-7655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3583354,036.6 小山台歯科医院 〒247-0002 （外来環）第859号         平成28年 7月 1日
     栄歯36 横浜市栄区小山台２－９ー１７ （医管）第1891号          平成28年 7月 1日
     045-891-3539  （か強診）第207号         平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第2051号        平成28年 7月 1日
     （補管）第4685号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2202号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3584354,037.4 桂台歯科医院 〒247-0013 （外来環）第1173号        平成29年 4月 1日
     栄歯37 横浜市栄区桂台南２－３１－１ （医管）第2090号          平成29年 4月 1日
     045-894-1530  (045-894-3948) （か強診）第479号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第192号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第308号         平成29年 4月 1日
     （う蝕無痛）第34号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第117号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第4号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第306号         平成22年 4月 1日
     （補管）第1158号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2203号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3585354,038.2 河野歯科医院 〒247-0005 （歯ＣＡＤ）第2277号      平成28年 1月 1日
     栄歯38 横浜市栄区桂町１９０－８ （補管）第1157号          平成 8年 4月 1日
     045-893-4888  (045-892-7754) （１７５）第2204号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3586354,040.8 朝廣歯科クリニック 〒247-0026 （外来環）第1053号        平成29年 1月 1日
     栄歯40 横浜市栄区犬山町４０－６ （医管）第1737号          平成28年 4月 1日
     045-893-6480  （か強診）第383号         平成29年 1月 1日
     （歯援診）第205号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第127号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第468号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第102号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第153号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1746号      平成27年 4月 1日
     （手術歯根）第86号        平成28年 4月 1日
     （補管）第1151号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2205号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3587354,041.6 医療法人社団　スドウ〒247-0006 （歯ＣＡＤ）第794号       平成26年 7月 1日
     栄歯41 歯科医院 横浜市栄区笠間２－４－５ （補管）第1167号          平成 8年 4月 1日
     045-894-5551  （１７５）第2206号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  427

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3588354,043.2 近藤歯科医院 〒247-0007 （外来環）第1054号        平成29年 1月 1日
     栄歯43 横浜市栄区小菅ヶ谷１－１９－２ （か強診）第384号         平成29年 1月 1日
     １ （歯援診）第717号         平成29年 4月 1日
     045-893-8855  （歯ＣＡＤ）第1478号      平成27年 1月 1日
     （歯技工）第80号          平成22年 4月 1日
     （補管）第1146号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2207号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3589354,044.0 小岩井歯科医院 〒247-0005 （歯訪診）第3160号        平成29年 4月 1日
     栄歯44 横浜市栄区桂町３２４ （補管）第1155号          平成 8年 4月 1日
     045-892-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3590354,046.5 菅原歯科医院 〒247-0024 （歯訪診）第2674号        平成29年 3月 1日
     栄歯46 横浜市栄区野七里１丁目３４－５ （歯ＣＡＤ）第1131号      平成26年 9月 1日
     045-891-1810  （補管）第1161号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40265号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3591354,050.7 小田歯科医院 〒247-0006 （補管）第1149号          平成19年 3月 1日
     栄歯50 横浜市栄区笠間３－１７－９ （１７５）第3034号        平成23年 5月 1日
     045-891-6660  (045-893-7757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3592354,051.5 ハヤト歯科クリニック〒247-0007 （医管）第2113号          平成29年 4月 1日
     栄歯51 横浜市栄区小菅ヶ谷町１－１５－ （在歯管）第324号         平成29年 4月 1日
     ８エクセル本郷台１階 （歯訪診）第3218号        平成29年 4月 1日
     045-891-3737  （歯ＣＡＤ）第463号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1152号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3593354,052.3 かたくら歯科医院 〒244-0842 （歯訪診）第3064号        平成29年 4月 1日
     栄歯52 横浜市栄区飯島町１５１１－６セ （歯ＣＡＤ）第795号       平成26年 7月 1日
     ンセールカミリア１０２ （補管）第3531号          平成 8年 7月 1日
     045-896-2425  （酸単）第40266号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3594354,053.1 本田歯科医院 〒247-0014 （歯訪診）第2144号        平成28年 9月 1日
     栄歯53 横浜市栄区公田町５２８ （歯ＣＡＤ）第126172号    平成28年 9月 1日
     045-892-4605  (045-892-8566) （補管）第3766号          平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3595354,054.9 医療法人　洋光会　上〒247-0013 （補管）第3923号          平成10年12月 3日
     栄歯54 郷町診療所 横浜市栄区上郷町１３５８－６
     045-893-6646  (045-893-6646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3596354,055.6 ほしの歯科医院 〒247-0013 （歯ＣＡＤ）第2493号      平成28年 4月 1日
     栄歯55 横浜市栄区上郷町４９－５ （補管）第3759号          平成 9年10月15日
     045-896-0143  （１７５）第2209号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  428

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3597354,056.4 長瀬歯科医院 〒247-0013 （医管）第365号           平成18年 4月 1日
     栄歯56 横浜市栄区上郷町１３６９－３ （歯訪診）第3065号        平成29年 4月 1日
     045-896-2323  （歯ＣＡＤ）第126173号    平成28年 9月 1日
     （補管）第4279号          平成10年 7月 1日
     （矯診）第171号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3598354,060.6 はまだ歯科クリニック〒247-0009 （歯訪診）第381号         平成28年 4月 1日
     栄歯60 横浜市栄区鍛冶ケ谷１－１７－１ （歯ＣＡＤ）第126805号    平成30年 2月 1日
     ９ヴィラコイト１Ｆ （補管）第4277号          平成12年10月 1日
     045-897-1184  (045-897-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3599354,061.4 寺尾歯科クリニック 〒247-0005 （補管）第4296号          平成12年10月15日
     栄歯61 横浜市栄区桂町６８１－１０ラフ
     ィネシャンヴル１Ｆ
     045-896-0884  (045-896-0884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3600354,062.2 ホワイト歯科医院 〒247-0007 （補管）第4306号          平成12年12月 1日
     栄歯62 横浜市栄区小菅ケ谷４－９－３８
     －１０１
     045-895-6483  (045-895-6483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3601354,065.5 本郷台たかぎ歯科 〒247-0005 （外来環）第802号         平成28年 5月 1日
     栄歯65 横浜市栄区桂町３０３－１ （医管）第1806号          平成28年 5月 1日
     045-890-5877  (045-890-5871) （か強診）第208号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第488号         平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2562号      平成28年 5月 1日
     （根切顕微）第187号       平成29年 5月 1日
     （補管）第5221号          平成16年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3602354,069.7 桂町デンタルクリニッ〒247-0005 （歯訪診）第2836号        平成29年 4月 1日
     栄歯69 ク 横浜市栄区桂町１９７－１渡邉ビ （歯ＣＡＤ）第126340号    平成29年 2月 1日
     ル２Ｆ （補管）第5391号          平成17年11月 1日
     045-891-2262  (045-891-2262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3603354,071.3 大船駅北口歯科 〒247-0006 （外来環）第240号         平成20年 9月 1日
     栄歯71 横浜市栄区笠間１－５－１リーフ （ＧＴＲ）第204号         平成20年 5月 1日
     ビル３Ｆ （補管）第5458号          平成18年 4月15日
     045-891-3334  (045-891-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3604354,073.9 横浜歯科クリニック 〒247-0033 （補管）第5710号          平成20年 1月 1日
     栄歯73 横浜市栄区桂台南１－１８－２
     045-892-8318  (045-892-8318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3605354,074.7 庄戸歯科医院 〒247-0022 （補管）第5721号          平成20年 2月15日
     栄歯74 横浜市栄区庄戸３－６－４ （１７５）第3000号        平成21年 1月 1日
     045-893-3541  (045-893-3541)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  429

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3606354,075.4 やまぞえ歯科医院 〒247-0006 （補管）第5751号          平成20年 4月15日
     栄歯75 横浜市栄区笠間１－６－１７
     045-892-8249  (045-892-8249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3607354,076.2 橋本歯科医院 〒244-0841 （歯訪診）第2145号        平成28年 9月 1日
     栄歯76 横浜市栄区長沼町２０６ （歯ＣＡＤ）第639号       平成26年 6月 1日
     045-881-6463  （補管）第5859号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3608354,079.6 茂木歯科 〒247-0005 （外来環）第417号         平成24年 6月 1日
     栄歯79 横浜市栄区桂町６９７－５桂町加 （医管）第1564号          平成24年 5月 1日
     藤ビル１０１ （か強診）第255号         平成28年 8月 1日
     045-894-7791  (045-894-7791) （歯援診）第193号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第371号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5884号          平成21年 4月 1日
     （酸単）第40267号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3609354,080.4 医療法人　卓歯会　か〒247-0006 （歯援診）第219号         平成28年 7月 1日
     栄歯80 しま歯科医院 横浜市栄区笠間３－２－８　福神 （補管）第6115号          平成22年 3月 1日
     ビル２Ｆ
     045-892-1482  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3610354,081.2 ゆうび歯科クリニック〒247-0008 （外来環）第405号         平成24年 4月 1日
     栄歯81 横浜市栄区本郷台３－１－８ （医管）第1807号          平成28年 5月 1日
     045-892-0190  (045-892-0190) （か強診）第399号         平成29年 2月 1日
     （歯援診）第629号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第929号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第324号         平成22年 6月 1日
     （補管）第6156号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3611354,082.0 伊藤デンタルクリニッ〒247-0006 （歯ＣＡＤ）第289号       平成26年 4月 1日
     栄歯82 ク 横浜市栄区笠間２－１４－１　１ （補管）第6248号          平成22年12月 1日
     Ｆ
     045-894-3379  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3612354,083.8 笠間歯科医院 〒247-0006 （外来環）第957号         平成28年 9月 1日
     栄歯83 横浜市栄区笠間３－１５－１８　 （歯訪診）第2951号        平成29年 4月 1日
     石井ビル２Ｆ　Ｔ－１号室 （歯ＣＡＤ）第288号       平成26年 4月 1日
     045-895-2356  （補管）第6339号          平成23年 5月 1日
     （酸単）第40426号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3613354,084.6 栄・上之歯科医院 〒247-0025 （歯訪診）第382号         平成28年 4月 1日
     栄歯84 横浜市栄区上之町２－１９ （歯ＣＡＤ）第640号       平成26年 6月 1日
     045-893-8350  (045-893-8350) （補管）第6673号          平成24年 9月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  430

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3614363,000.1 医療法人社団志健会　〒245-0002 （外来環）第1000号        平成28年11月 1日
     泉歯3000 アップル歯科クリニッ横浜市泉区緑園１－１８－１４ （か強診）第335号         平成28年11月 1日
     ク 045-410-8214  (045-410-8214) （歯援診）第585号         平成28年11月 1日
     （在推進）第33号          平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第5号         平成26年 4月 1日
     （補管）第6913号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3615363,001.9 よこやま歯科 〒245-0016 （歯ＣＡＤ）第290号       平成26年 4月 1日
     泉歯3001 横浜市泉区和泉町６２１６－１－ （補管）第6981号          平成26年 4月 1日
     ２Ｆ
     045-489-7374  (045-489-7374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3616363,002.7 Ｇｒｅｅｎ　Ｄｅｎｔ〒245-0002 （外来環）第622号         平成26年12月 1日
     泉歯3002 ａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ　横浜市泉区緑園４－１－６ジスタ （医管）第1739号          平成28年 4月 1日
     緑園 スビル２Ｆ （か強診）第64号          平成28年 4月 1日
     045-813-4618  （歯援診）第395号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第129号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第104号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1502号      平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第421号         平成26年12月 1日
     （補管）第7132号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3617363,003.5 たてばスマイル歯科 〒245-0023 （歯訪診）第2146号        平成28年 9月 1日
     泉歯3003 横浜市泉区和泉中央南２－１２－ （歯ＣＡＤ）第2161号      平成27年10月 1日
     ５小山ビル （補管）第7278号          平成27年10月 1日
     045-410-7274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3618363,004.3 ＨＡＬ　ＤＥＮＴＡＬ〒245-0016 （歯ＣＡＤ）第126279号    平成28年12月 1日
     泉歯3004 　ＣＬＩＮＩＣ 横浜市泉区和泉町６２１４－１　 （補管）第7487号          平成28年 9月 1日
     相鉄いずみ野駅北口ビル２０７号
     店舗
     045-392-9120  (045-392-9120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3619363,005.0 白神歯科クリニック 〒245-0014 （歯ＣＡＤ）第126280号    平成28年12月 1日
     泉歯3005 横浜市泉区中田南１－４０－５ （ＧＴＲ）第482号         平成28年12月 1日
     045-804-6808  (045-804-6808) （補管）第7545号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  431

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3620363,006.8 やまざき歯科クリニッ〒245-0023 （外来環）第1179号        平成29年 2月 1日
     泉歯3006 ク 横浜市泉区和泉中央南１－１０－ （医管）第2092号          平成29年 2月 1日
     ３７　立場ＡＭＡＮＯビル２Ｆ （か強診）第471号         平成29年 2月 1日
     045-806-3151  (045-806-3152) （歯援診）第703号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第309号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第409号       平成29年 2月 1日
     （手顕微加）第212号       平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126407号    平成29年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第490号         平成29年 2月 1日
     （根切顕微）第180号       平成29年 2月 1日
     （補管）第7606号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3621363,007.6 ルーエ歯科クリニック〒245-0003 （歯ＣＡＤ）第126437号    平成29年 4月 1日
     泉歯3007 横浜市泉区岡津町５９７－７ （補管）第7619号          平成29年 4月 1日
     045-410-9888  (045-410-9888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3622363,008.4 渡瀬歯科医院 〒245-0016 （外来環）第1247号        平成29年 4月 1日
     泉歯3008 横浜市泉区和泉町１３９６ （医管）第2133号          平成29年 4月 1日
     045-803-5335  (045-803-5335) （か強診）第516号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第740号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第330号         平成29年 6月 1日
     （歯地連）第495号         平成29年 6月 1日
     （咀嚼機能）第20号        平成29年 6月 1日
     （手顕微加）第222号       平成29年 6月 1日
     （う蝕無痛）第180号       平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126472号    平成29年 4月 1日
     （手術歯根）第114号       平成29年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第492号         平成29年 6月 1日
     （根切顕微）第191号       平成29年 6月 1日
     （補管）第7651号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3623363,009.2 三田矯正歯科医院 〒245-0008
     泉歯3009 横浜市泉区弥生台１２－１７
     045-810-1353  (045-810-1354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  432

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3624363,010.0 和泉町歯科クリニック〒245-0024 （外来環）第1347号        平成29年 9月 1日
     泉歯3010 横浜市泉区和泉中央北１－３１－ （医管）第2169号          平成29年 7月31日
     １６ （か強診）第572号         平成29年 9月 1日
     045-802-2243  (045-802-2294) （歯援診）第776号         平成29年 7月31日
     （在歯管）第354号         平成29年 7月31日
     （歯地連）第500号         平成29年 7月31日
     （在推進）第134号         平成29年 7月31日
     （外後発使）第247号       平成29年 7月31日
     （歯リハ２）第435号       平成29年 7月31日
     （手顕微加）第239号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126589号    平成29年 7月31日
     （ＧＴＲ）第506号         平成29年 7月31日
     （根切顕微）第207号       平成29年 9月 1日
     （補管）第7706号          平成29年 7月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3625363,011.8 弥生台マノア歯科 〒245-0008 （歯ＣＡＤ）第126667号    平成29年11月 1日
     泉歯3011 横浜市泉区弥生台１６－１　相鉄 （補管）第7730号          平成29年11月 1日
     弥生台第１ビル　地上１Ｆ第１－
     １－２号店舗
     045-435-9666  (045-435-9322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3626363,012.6 ふじ歯科 〒245-0008 （外来環）第1373号        平成29年10月 1日
     泉歯3012 横浜市泉区弥生台２４－１１ （う蝕無痛）第188号       平成29年10月 1日
     045-813-7047  (045-813-7047) （歯ＣＡＤ）第126674号    平成29年10月 1日
     （手術歯根）第121号       平成29年10月 1日
     （ＧＴＲ）第508号         平成29年10月 1日
     （補管）第7739号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3627363,013.4 いずみ中央駅前歯科 〒245-0024 （歯ＣＡＤ）第126898号    平成30年 3月 1日
     泉歯3013 横浜市泉区和泉中央北４－３０－ （補管）第7796号          平成30年 3月 1日
     ７　それいゆ泉１Ｆ
     045-438-9242  (045-438-9241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3628364,003.4 菊池歯科医院 〒245-0023 （補管）第1202号          平成 8年 4月 1日
     泉歯3 横浜市泉区和泉中央南１－２３－
     ３
     045-802-8371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3629364,009.1 松田歯科医院 〒245-0022 （歯訪診）第3345号        平成29年 6月 1日
     泉歯9 横浜市泉区和泉が丘１－３１－３ （補管）第1206号          平成 8年 4月 1日
     ７ （１７５）第2211号        平成14年 4月 1日
     045-804-1190  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3630364,010.9 曲山歯科医院 〒245-0009 （補管）第1210号          平成 8年 4月 1日
     泉歯10 横浜市泉区新橋町１１９７ （１７５）第2213号        平成14年 4月 1日
     045-812-0018  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  433

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3631364,012.5 伊東歯科医院 〒245-0018 （歯訪診）第2952号        平成29年 4月 1日
     泉歯12 横浜市泉区上飯田町３１７３メイ （補管）第1208号          平成 8年 4月 1日
     プレ中和田２Ｆ （１７５）第2214号        平成14年 4月 1日
     804-7011      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3632364,014.1 いずみ野歯科医院 〒245-0016 （歯訪診）第2735号        平成29年 3月 1日
     泉歯14 横浜市泉区和泉町６２１６－１３ （歯リハ２）第104号       平成26年 4月 1日
     045-803-6811  （歯ＣＡＤ）第105号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第395号         平成26年 4月 1日
     （補管）第1204号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2215号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40268号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3633364,021.6 富所歯科医院 〒245-0003 （歯訪診）第2675号        平成29年 3月 1日
     泉歯21 横浜市泉区岡津町２２４２ （歯ＣＡＤ）第1982号      平成27年 7月 1日
     045-812-0854  （補管）第1214号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2718号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3634364,022.4 細谷歯科医院 〒245-0016 （歯ＣＡＤ）第1252号      平成26年11月 1日
     泉歯22 横浜市泉区和泉町５７３３－１ （補管）第1182号          平成 8年 4月 1日
     045-804-2565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3635364,023.2 遠藤歯科医院 〒245-0008
     泉歯23 横浜市泉区弥生台５５－２９
     045-812-6290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3636364,024.0 曲山歯科医院 〒245-0017 （補管）第1180号          平成 8年 4月 1日
     泉歯24 横浜市泉区下飯田町７９８－７ （１７５）第2217号        平成14年 4月 1日
     045-801-0539  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3637364,026.5 相沢歯科 〒245-0016 （歯ＣＡＤ）第1028号      平成26年 9月 1日
     泉歯26 横浜市泉区和泉町５７３２－１ （補管）第1186号          平成 8年 4月 1日
     045-804-1655  （１７５）第2219号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3638364,028.1 橋本歯科医院 〒245-0018 （歯訪診）第2590号        平成29年 3月 1日
     泉歯28 横浜市泉区上飯田町１３３１－４ （補管）第1196号          平成 8年 4月 1日
     045-804-2654  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3639364,030.7 江口歯科医院 〒245-0002 （外来環）第273号         平成20年11月 1日
     泉歯30 横浜市泉区緑園２－６－１ （医管）第370号           平成18年 4月 1日
     045-812-8041  （医管）第1892号          平成28年 7月 1日
     （か強診）第563号         平成29年 9月 1日
     （歯地連）第320号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第383号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1195号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2719号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40269号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  434

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3640364,031.5 わたべ歯科医院 〒245-0006 （歯ＣＡＤ）第126768号    平成30年 1月 1日
     泉歯31 横浜市泉区西ヶ岡１－２７－１ （補管）第1207号          平成 8年 4月 1日
     045-813-2017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3641364,033.1 本間歯科医院 〒245-0006 （補管）第1213号          平成 8年 4月 1日
     泉歯33 横浜市泉区西ケ岡１－６－４
     045-813-0803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3642364,034.9 やすだ歯科医院 〒245-0024 （歯ＣＡＤ）第126375号    平成29年 3月 1日
     泉歯34 横浜市泉区和泉中央北２－２－２ （補管）第1178号          平成 8年 4月 1日
     ７
     045-804-1414  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3643364,036.4 おくの歯科医院 〒245-0023 （歯訪診）第2837号        平成29年 4月 1日
     泉歯36 横浜市泉区和泉中央南１－２３－ （歯ＣＡＤ）第1566号      平成27年 2月 1日
     １０ （補管）第6614号          平成24年 6月 1日
     045-801-0400  (045-801-0400) （酸単）第40270号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3644364,042.2 青嵐歯科医院 〒245-0002 （歯ＣＡＤ）第1833号      平成27年 5月 1日
     泉歯42 横浜市泉区緑園７－１－１３ （補管）第1177号          平成 8年 4月 1日
     045-813-7077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3645364,044.8 宮内歯科医院 〒245-0018 （歯ＣＡＤ）第797号       平成26年 7月 1日
     泉歯44 横浜市泉区上飯田町９３８ （補管）第1198号          平成 8年11月11日
     045-801-8732  (045-801-8648) （１７５）第2212号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3646364,047.1 医療法人社団　あくわ〒245-0016 （う蝕無痛）第132号       平成27年 4月 1日
     泉歯47 歯科医院 横浜市泉区和泉町６２３４－８ （歯ＣＡＤ）第1132号      平成26年10月 1日
     045-804-3411  （補管）第1184号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3647364,049.7 なおき歯科 〒245-0002 （歯地連）第489号         平成29年 4月 1日
     泉歯49 横浜市泉区緑園１－１－１４オベ （歯訪診）第384号         平成28年 4月 1日
     リスク３０１ （歯ＣＡＤ）第1983号      平成27年 7月 1日
     045-812-5626  （補管）第1175号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2221号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3648364,050.5 青沼歯科 〒245-0004 （外来環）第1320号        平成29年 8月 1日
     泉歯50 横浜市泉区領家１－９－１１ （医管）第373号           平成18年 4月 1日
     045-813-7099  (045-810-1525) （か強診）第549号         平成29年 8月 1日
     （歯援診）第761号         平成29年 8月 1日
     （歯訪診）第2451号        平成29年 2月 1日
     （補管）第1176号          平成11年12月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  435

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3649364,051.3 弥生台歯科医院 〒245-0008 （外来環）第958号         平成28年 9月 1日
     泉歯51 横浜市泉区弥生台１３－４　 （か強診）第295号         平成28年 9月 1日
     045-812-4582  （歯援診）第144号         平成29年 3月 1日
     （在推進）第109号         平成28年 6月 1日
     （う蝕無痛）第35号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1567号      平成27年 2月 1日
     （補管）第1185号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3650364,057.0 田沢歯科医院 〒245-0018 （補管）第3571号          平成 8年 9月 2日
     泉歯57 横浜市泉区上飯田町３８４９－１
     ９
     045-801-3600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3651364,058.8 くずのぐち歯科クリニ〒245-0013 （歯訪診）第1908号        平成28年 5月 1日
     泉歯58 ック 横浜市泉区中田東２－１－５鈴木 （歯ＣＡＤ）第126563号    平成29年 8月 1日
     ビル２０１ （補管）第3563号          平成 8年 8月21日
     045-803-2111  （１７５）第2223号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3652364,059.6 森歯科クリニック 〒245-0021 （歯ＣＡＤ）第126137号    平成28年 8月 1日
     泉歯59 横浜市泉区下和泉２－１５－１３ （補管）第3592号          平成 8年11月 1日
     045-801-7171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3653364,060.4 医療法人社団　緑香会〒245-0002 （外来環）第709号         平成27年12月 1日
     泉歯60 　むとう歯科医院 横浜市泉区緑園２－１－１ＧＦビ （医管）第1852号          平成28年 6月 1日
     ル２Ｆ （か強診）第169号         平成28年 6月 1日
     045-813-6677  (045-813-6677) （歯援診）第710号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第180号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第930号       平成26年 8月 1日
     （補管）第1209号          平成13年 9月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3654364,062.0 七栗歯科医院 〒245-0023 （歯援診）第586号         平成28年11月 1日
     泉歯62 横浜市泉区和泉中央南４－１－１ （歯ＣＡＤ）第2408号      平成28年 4月 1日
     ストリームプラザ２Ｂ （補管）第3635号          平成 9年 3月 1日
     045-802-8811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3655364,063.8 西島歯科医院 〒245-0014 （外来環）第400号         平成24年 2月 1日
     泉歯63 横浜市泉区中田南２－１７－１２ （医管）第1738号          平成28年 4月 1日
     045-802-6207  （か強診）第269号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第204号         平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第381号       平成28年 7月 1日
     （う蝕無痛）第86号        平成24年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第68号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第36号        平成24年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第4号           平成20年 4月 1日
     （補管）第1211号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  436

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3656364,067.9 むろふし歯科クリニッ〒245-0013 （外来環）第959号         平成28年 9月 1日
     泉歯67 ク 横浜市泉区中田東１－１－２５－ （か強診）第296号         平成28年 9月 1日
     ３Ｆ （歯援診）第562号         平成28年 9月 1日
     045-804-7737  （歯訪診）第1992号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2409号      平成28年 4月 1日
     （補管）第3871号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3657364,069.5 小野歯科医院 〒245-0014 （外来環）第746号         平成28年 4月 1日
     泉歯69 横浜市泉区中田南５－６５－１９ （医管）第1740号          平成28年 4月 1日
     045-801-6480  (045-801-6480) （か強診）第65号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第274号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第128号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第436号         平成22年 6月 1日
     （歯訪診）第385号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第60号          平成26年 8月 1日
     （外後発使）第118号       平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第152号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第6号         平成26年 4月 1日
     （歯技工）第125号         平成22年 4月 1日
     （補管）第3457号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3658364,070.3 あいば歯科医院 〒245-0013 （歯訪診）第3066号        平成29年 4月 1日
     泉歯70 横浜市泉区中田東１－３７－２ （歯リハ２）第105号       平成26年 4月 1日
     045-802-1765  （歯ＣＡＤ）第128号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第91号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1201号          平成11年 3月 1日
     （１７５）第2224号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3659364,073.7 かまたき歯科医院 〒245-0008 （歯ＣＡＤ）第1133号      平成26年10月 1日
     泉歯73 横浜市泉区弥生台２６－４ （補管）第4044号          平成11年 8月 1日
     045-811-1710  (045-811-5327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3660364,075.2 小川歯科医院 〒245-0003 （歯ＣＡＤ）第2563号      平成28年 5月 1日
     泉歯75 横浜市泉区岡津町１２２８－２ （補管）第4150号          平成12年 4月 1日
     045-810-4118  (045-810-4119) （１７５）第2225号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3661364,078.6 おぐら歯科 〒245-0012 （歯ＣＡＤ）第1899号      平成27年 6月 1日
     泉歯78 横浜市泉区中田北１－１－３アー （補管）第4295号          平成12年10月15日
     クヒルズいずみ１Ｆ
     045-803-8154  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3662364,079.4 大久保歯科医院 〒245-0002 （歯地連）第326号         平成18年 4月 1日
     泉歯79 横浜市泉区緑園５－２９－１０ （歯ＣＡＤ）第1834号      平成27年 5月 1日
     045-814-6480  (045-814-6481) （補管）第4288号          平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  437

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3663364,082.8 新田歯科医院 〒245-0012 （補管）第1187号          平成13年11月26日
     泉歯82 横浜市泉区中田北２－７－１７ （１７５）第2227号        平成14年 4月 1日
     045-802-3706  (045-805-1622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3664364,083.6 堀内歯科医院 〒245-0023 （歯訪診）第2452号        平成29年 2月 1日
     泉歯83 横浜市泉区和泉中央南５－２－６ （歯ＣＡＤ）第17号        平成26年 4月 1日
     　１Ｆ （ＧＴＲ）第333号         平成22年12月 1日
     045-800-0103  (045-800-0104) （補管）第6249号          平成22年12月 1日
     （酸単）第40560号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3665364,084.4 山村歯科クリニック 〒245-0016 （外来環）第213号         平成20年 8月 1日
     泉歯84 横浜市泉区和泉町２５８２ （医管）第469号           平成18年 4月 1日
     045-801-2800  (045-805-1400) （歯援診）第124号         平成29年 4月 1日
     （歯地連）第391号         平成18年 4月 1日
     （補管）第1179号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3666364,085.1 西が丘デンタルクリニ〒245-0008 （歯ＣＡＤ）第126775号    平成30年 1月 1日
     泉歯85 ック 横浜市泉区弥生台２８－１弥生台 （補管）第4567号          平成13年12月 1日
     ＳＹビル１０６
     045-812-8155  (045-812-8155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3667364,086.9 おかだ歯科医院 〒245-0012 （歯ＣＡＤ）第2074号      平成27年 8月 1日
     泉歯86 横浜市泉区中田北２－１２－２１ （補管）第7032号          平成26年 6月 1日
     045-805-6480  (045-805-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3668364,088.5 山手台クリニック 〒245-0004 （時間外１）第430号       平成26年 6月 1日
     (361,002.9) 横浜市泉区領家３－２－４山手台 （支援診２）第278号       平成29年 4月 1日
     泉歯88 ＩＫプラザ２Ｆ （在緩診実）第62号        平成29年 5月 1日
     045-814-6821  (045-814-6829) （医管）第1893号          平成28年 7月 1日
     （歯援診）第247号         平成29年 3月 1日
     （在医総管）第1771号      平成26年 6月 1日
     （在総）第1288号          平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2162号      平成27年10月 1日
     （補管）第4244号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3669364,089.3 いずみ中央歯科医院 〒245-0013 （補管）第4032号          平成15年11月 1日
     泉歯89 横浜市泉区中田東３－２－１０エ
     スタ泉２Ｆ
     045-801-0008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3670364,091.9 立場ファミリー歯科ク〒245-0015 （外来環）第604号         平成26年12月 1日
     泉歯91 リニック 横浜市泉区中田西１－１－１５イ （手顕微加）第108号       平成28年 4月 1日
     トーヨーカドー立場店２Ｆ （根切顕微）第78号        平成28年 4月 1日
     045-806-0877  (045-806-0877) （補管）第5070号          平成15年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  438

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3671364,092.7 泉ヶ丘歯科医院 〒245-0016 （歯地連）第327号         平成18年 4月 1日
     泉歯92 横浜市泉区和泉町１２９４ （歯訪診）第386号         平成28年 4月 1日
     045-801-8241  （歯ＣＡＤ）第2116号      平成27年 9月 1日
     （補管）第5213号          平成16年10月 1日
     （１７５）第2962号        平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3672364,093.5 よしの歯科クリニック〒245-0008 （歯訪診）第387号         平成28年 4月 1日
     泉歯93 横浜市泉区弥生台２５－１　２０ （歯ＣＡＤ）第1900号      平成27年 6月 1日
     ４号室 （補管）第1205号          平成17年 4月 1日
     045-813-5504  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3673364,094.3 恩田歯科医院 〒245-0018 （外来環）第266号         平成20年10月 1日
     泉歯94 横浜市泉区上飯田町１０９７－３ （歯援診）第147号         平成29年 4月 1日
     045-802-3330  （歯ＣＡＤ）第126693号    平成29年12月 1日
     （補管）第3696号          平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3674364,098.4 おおつ歯科クリニック〒245-0013 （外来環）第1430号        平成30年 3月 1日
     泉歯98 横浜市泉区中田東１－３－１０ （歯訪診）第3383号        平成29年 7月 1日
     045-801-8007  (045-801-8007) （歯ＣＡＤ）第126541号    平成29年 7月 1日
     （補管）第5429号          平成18年 2月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3675364,100.8 立場歯科 〒245-0023 （歯ＣＡＤ）第642号       平成26年 6月 1日
     泉歯100 横浜市泉区和泉中央南２－２３－ （補管）第1200号          平成18年12月 1日
     １ （１７５）第2717号        平成18年12月 1日
     045-802-7228  (045-802-7228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3676364,101.6 上飯田デンタルクリニ〒245-0018 （歯訪診）第2953号        平成29年 4月 1日
     泉歯101 ック 横浜市泉区上飯田町２６５３－６ （歯ＣＡＤ）第1374号      平成26年12月 1日
     045-804-7333  (045-804-7334) （補管）第5576号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3677364,102.4 アートデンタル中田南〒245-0014 （外来環）第1271号        平成29年 6月 1日
     泉歯102 クリニック 横浜市泉区中田南３－７－２スカ （か強診）第532号         平成29年 6月 1日
     イコート１Ｆ （歯援診）第748号         平成29年 6月 1日
     045-806-3718  (045-806-3718) （補管）第5365号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3678364,103.2 石川歯科医院 〒245-0008 （歯リハ２）第106号       平成26年 4月 1日
     泉歯103 横浜市泉区弥生台１８－１３ （歯ＣＡＤ）第145号       平成26年 4月 1日
     045-812-0300  (045-811-5937) （補管）第1189号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3679364,104.0 久保歯科クリニック 〒245-0002 （歯ＣＡＤ）第1134号      平成26年10月 1日
     泉歯104 横浜市泉区緑園６－４６－２０－ （補管）第5604号          平成19年 5月 1日
     １Ｆ
     045-814-6415  (045-814-6415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  439

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3680364,105.7 中田中央歯科医院 〒245-0015 （外来環）第576号         平成26年 9月 1日
     泉歯105 横浜市泉区中田西２－８－３　サ （医管）第1853号          平成28年 6月 1日
     ンブリエ１Ｆ （か強診）第66号          平成28年 4月 1日
     045-803-9988  (045-803-9988) （歯援診）第345号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1901号      平成27年 6月 1日
     （補管）第5683号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3681364,106.5 戸塚中央歯科医院 〒245-0015 （補管）第5622号          平成19年 6月 1日
     泉歯106 横浜市泉区中田西１－１－３１ （１７５）第2987号        平成19年 6月 1日
     045-805-3139  (045-805-3139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3682364,108.1 毛呂歯科医院 〒245-0016 （外来環）第663号         平成27年 7月 1日
     泉歯108 横浜市泉区和泉町４５９３－１浅 （医管）第2073号          平成29年 3月 1日
     川ビル２Ｆ （か強診）第433号         平成29年 3月 1日
     045-800-1188  (045-800-1189) （歯援診）第657号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第289号         平成29年 3月 1日
     （在推進）第125号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第320号       平成27年 7月 1日
     （手顕微加）第201号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1985号      平成27年 7月 1日
     （歯技工）第207号         平成27年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第93号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第170号       平成29年 3月 1日
     （補管）第1194号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3683364,110.7 たかほり歯科口腔外科〒245-0022 （外来環）第247号         平成20年 9月 1日
     泉歯110 横浜市泉区和泉が丘１－２８－３ （医管）第1488号          平成20年 4月 1日
     ２ （か強診）第132号         平成28年 5月 1日
     045-800-4141  (045-800-4343) （在歯管）第162号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第388号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第157号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第108号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第272号         平成20年 9月 1日
     （補管）第5732号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3684364,113.1 臼井デンタルクリニッ〒245-0023 （外来環）第1136号        平成29年 3月 1日
     泉歯113 ク 横浜市泉区和泉中央南５－１－１ （歯訪診）第2676号        平成29年 3月 1日
     ８スガノビル１Ｆ－Ａ （歯ＣＡＤ）第643号       平成26年 6月 1日
     045-803-9535  (045-803-9535) （補管）第5793号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3685364,116.4 医療法人社団　ケイア〒245-0002 （外来環）第408号         平成24年 4月 1日
     泉歯116 ンドシー　緑園歯科医横浜市泉区緑園１－４－１オーシ （か強診）第114号         平成28年 4月 1日
     院 ャンテラス緑園　１Ｆ （歯援診）第275号         平成28年 7月 1日
     045-813-1018  (045-813-1018) （歯リハ２）第108号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第291号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第358号         平成24年 3月 1日
     （補管）第6524号          平成24年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  440

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3686364,117.2 會川歯科医院 〒245-0014 （外来環）第1137号        平成29年 3月 1日
     泉歯117 横浜市泉区中田南３－６－１希光 （か強診）第509号         平成29年 5月 1日
     ビル１Ｆ （歯援診）第664号         平成29年 3月 1日
     045-804-1182  （歯技工）第170号         平成22年 7月 1日
     （補管）第6193号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3687364,118.0 恵歯科医院 〒245-0002 （歯ＣＡＤ）第464号       平成26年 5月 1日
     泉歯118 横浜市泉区緑園６－２－６ （補管）第6250号          平成22年11月 1日
     045-812-8731  (045-812-9268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3688364,119.8 さくら歯科クリニック〒245-0014 （歯訪診）第3067号        平成29年 4月 1日
     泉歯119 中田 横浜市泉区中田南４－１－４５　 （歯ＣＡＤ）第502号       平成26年 5月 1日
     シェリール・ラヴィ１Ｆ （補管）第6364号          平成23年 6月 1日
     045-410-7119  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3689364,120.6 かわかみファミリー歯〒245-0014 （か強診）第615号         平成30年 1月 1日
     泉歯120 科 横浜市泉区中田南４－４３－３４ （歯訪診）第2220号        平成28年11月 1日
     　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1135号      平成26年10月 1日
     045-410-9990  (045-410-9991) （補管）第6477号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3690364,121.4 ブルーラインデンタル〒245-0013 （外来環）第1348号        平成29年 9月 1日
     泉歯121 オフィス 横浜市泉区中田東３－１－５第５ （補管）第6592号          平成24年 6月 1日
     ミキビル１０１号
     045-800-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3691373,000.9 グレースデンタルクリ〒227-0064 （歯援診）第322号         平成28年 7月 1日
     青歯3000 ニック　横浜分院 横浜市青葉区田奈町７８－２０ （歯ＣＡＤ）第644号       平成26年 6月 1日
     045-981-2148  (045-981-2148) （補管）第6879号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3692373,001.7 長津田アオバ矯正歯科〒227-0064
     青歯3001 横浜市青葉区田奈町１５－４田奈
     駅前クリニックビル３Ｆ３０１
     045-532-8013  (045-532-8517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3693373,002.5 歯科さくらクリニック〒227-0061 （外来環）第1326号        平成29年 8月 1日
     青歯3002 横浜市青葉区桜台２９－１イサミ （歯訪診）第390号         平成28年 4月 1日
     ビルⅠ－１Ｆ （補管）第6919号          平成25年12月 1日
     045-988-6030  (045-988-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3694373,003.3 荏田ファミリー歯科・〒225-0014 （外来環）第525号         平成26年 4月 1日
     青歯3003 矯正歯科 横浜市青葉区荏田西２－１４－５ （医管）第1603号          平成26年 4月 1日
     荏田西第２横山ビル　２０１ （歯訪診）第3361号        平成29年 6月 1日
     045-507-5522  (045-507-5522) （歯ＣＡＤ）第1376号      平成26年12月 1日
     （補管）第6940号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  441

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3695373,004.1 みたけ歯科 〒227-0048 （歯訪診）第389号         平成28年 4月 1日
     青歯3004 横浜市青葉区柿の木台１３－３ （歯ＣＡＤ）第799号       平成26年 7月 1日
     045-507-8244  (045-507-7955) （補管）第6941号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3696373,005.8 たなべ歯科医院 〒227-0048 （補管）第6963号          平成26年 4月 1日
     青歯3005 横浜市青葉区柿の木台１３－２７
     045-979-0787  (045-979-0775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3697373,006.6 とりうみデンタルクリ〒225-0015 （補管）第6964号          平成26年 4月 1日
     青歯3006 ニック 横浜市青葉区荏田北３－１－２向
     山ビル４Ｆ
     045-530-0607  (045-530-0106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3698373,007.4 えみ歯科医院 〒225-0014 （補管）第7033号          平成26年 8月 1日
     青歯3007 横浜市青葉区荏田西５－７－１１
     045-482-4108  (045-482-4108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3699373,008.2 山崎歯科医院 〒225-0013 （歯ＣＡＤ）第2075号      平成27年 8月 1日
     青歯3008 横浜市青葉区荏田町２３６１－３ （補管）第7054号          平成26年 8月 1日
     林ビル２階Ｂ号
     045-912-1810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3700373,009.0 シニアライフデンタル〒227-0038 （歯訪診）第2954号        平成29年 4月 1日
     青歯3009 クリニック青葉 横浜市青葉区奈良３－２－１１リ （歯ＣＡＤ）第126760号    平成30年 1月 1日
     バティ緑山１０２ （補管）第7103号          平成26年12月 1日
     045-960-5941  (045-960-5941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3701373,010.8 あい歯科クリニック 〒227-0064 （外来環）第910号         平成28年 8月 1日
     青歯3010 横浜市青葉区田奈町２９－１アー （歯ＣＡＤ）第1503号      平成26年12月 1日
     バンクレールソシア１Ｆ （補管）第7129号          平成26年12月 1日
     045-507-6479  (045-507-6479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3702373,011.6 藤が丘デンタルクリニ〒227-0043 （外来環）第1381号        平成29年12月 1日
     青歯3011 ック 横浜市青葉区藤が丘２－４－３藤 （歯訪診）第3431号        平成29年12月 1日
     が丘会館３０２ （手顕微加）第252号       平成29年12月 1日
     045-972-6480  (045-972-6481) （補管）第7158号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3703373,012.4 ファミリア歯科 〒225-0024 （外来環）第1227号        平成29年 5月 1日
     青歯3012 横浜市青葉区市ケ尾町１１６９－ （か強診）第602号         平成30年 1月 1日
     ５フォンテーヌ市ヶ尾１０２ （歯援診）第792号         平成30年 1月 1日
     045-530-4817  (045-530-4839) （歯ＣＡＤ）第1986号      平成27年 7月 1日
     （補管）第7189号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  442

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3704373,013.2 吉本歯科クリニック 〒225-0001 （外来環）第911号         平成28年 8月 1日
     青歯3013 横浜市青葉区美しが丘西２－１１ （医管）第1941号          平成28年 8月 1日
     －６アルファ保野坂１Ｆ （歯訪診）第2453号        平成29年 2月 1日
     045-530-5260  (045-530-5260) （歯ＣＡＤ）第1835号      平成27年 5月 1日
     （補管）第7190号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3705373,014.0 州デンタルオフィス 〒225-0003 （外来環）第672号         平成27年 8月 1日
     青歯3014 横浜市青葉区新石川２－４－１６ （歯訪診）第2147号        平成28年 9月 1日
     たまプラ南口メディカルセンター （歯ＣＡＤ）第2496号      平成28年 4月 1日
     ２０２ （補管）第7231号          平成27年 7月 1日
     045-509-1481  (045-509-1482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3706373,015.7 たまプラーザ南口矯正〒225-0003
     青歯3015 歯科 横浜市青葉区新石川２－４－１６
     たまプラ南口メディカルセンター
     ２０１
     045-509-1816  (045-509-1802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3707373,017.3 あざみ野フォレスト歯〒225-0004 （外来環）第696号         平成27年11月 1日
     青歯3017 科 横浜市青葉区元石川町３７１６－ （医管）第1978号          平成28年10月 1日
     ３スカイガーデン元石川１０３ （歯訪診）第2191号        平成28年10月 1日
     045-482-4111  (045-482-4666) （歯ＣＡＤ）第2117号      平成27年 9月 1日
     （補管）第7264号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3708373,018.1 わたぎ歯科医院 〒225-0021 （外来環）第683号         平成27年 8月 1日
     青歯3018 横浜市青葉区すすき野３－７－２ （医管）第1742号          平成28年 4月 1日
     プロスペールすすき野１Ｆ （か強診）第353号         平成28年12月 1日
     045-901-3931  (045-903-9407) （歯援診）第755号         平成29年 7月 1日
     （歯リハ２）第330号       平成27年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2128号      平成27年 8月 1日
     （補管）第7271号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3709373,019.9 田園都市歯科・シニア〒227-0067 （外来環）第861号         平成28年 7月 1日
     青歯3019 口腔ケアクリニック 横浜市青葉区松風台１４－１５田 （歯訪診）第2838号        平成29年 4月 1日
     園都市ケア・プラザ３Ｆ （歯ＣＡＤ）第2497号      平成28年 4月 1日
     045-989-2061  (045-989-2062) （補管）第7295号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3710373,020.7 ブルーリーフ歯科 〒225-0002 （外来環）第710号         平成27年12月 1日
     青歯3020 横浜市青葉区美しが丘２－１８－ （か強診）第642号         平成30年 3月 1日
     １４・２Ｆ （歯訪診）第392号         平成28年 4月 1日
     045-482-3312  (045-482-3312) （手顕微加）第73号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2191号      平成27年11月 1日
     （根切顕微）第46号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7296号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  443

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3711373,021.5 みのわデンタルクリニ〒225-0021 （歯訪診）第3161号        平成29年 4月 1日
     青歯3021 ック 横浜市青葉区すすき野３－５－２ （歯ＣＡＤ）第126138号    平成28年 6月 1日
     ８ （補管）第7297号          平成27年11月 1日
     045-507-3018  (045-507-3081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3712373,022.3 藤が丘スピカデンタル〒227-0043 （外来環）第731号         平成28年 2月 1日
     青歯3022 ケアクリニック 横浜市青葉区藤が丘１－２８－２ （か強診）第655号         平成30年 3月 1日
     ９ （歯ＣＡＤ）第2232号      平成27年12月 1日
     045-530-5968  （補管）第7310号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3713373,024.9 山崎歯科クリニック 〒227-0045 （歯ＣＡＤ）第126750号    平成30年 1月 1日
     青歯3024 横浜市青葉区若草台５－５７ （補管）第7413号          平成28年 3月20日
     045-963-0648  (045-963-0649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3714373,025.6 沖田歯科医院 〒225-0013 （補管）第7559号          平成28年11月 1日
     青歯3025 横浜市青葉区荏田町４８８－１２
     　プラザ池尻１　１０１
     045-911-8111  (045-911-8111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3715373,026.4 原歯科医院 〒225-0024 （外来環）第1349号        平成29年 9月 1日
     青歯3026 横浜市青葉区市ケ尾町１１７５－ （か強診）第564号         平成29年 9月 1日
     １２　１階Ｂ号室 （歯援診）第772号         平成29年 9月 1日
     045-511-7275  (045-342-8069) （歯地連）第499号         平成29年 9月 1日
     （在推進）第138号         平成29年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126376号    平成29年 3月 1日
     （補管）第7546号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3716373,027.2 医療法人社団藤栄会　〒227-0054 （歯援診）第711号         平成29年 4月 1日
     青歯3027 あおば台デンタルクリ横浜市青葉区しらとり台２－１９ （歯ＣＡＤ）第126341号    平成29年 2月 1日
     ニック 045-482-9982  (045-482-9983) （補管）第7575号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3717373,028.0 あざみ野ポプラ歯科ク〒225-0011 （歯訪診）第3323号        平成29年 5月 1日
     青歯3028 リニック 横浜市青葉区あざみ野２－１２－ （歯ＣＡＤ）第126438号    平成29年 4月 1日
     １　丸善ビル１Ｆ （補管）第7620号          平成29年 4月 1日
     045-511-8214  (045-511-8378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3718373,029.8 きむら歯科医院 〒227-0038 （補管）第7633号          平成29年 5月 1日
     青歯3029 横浜市青葉区奈良５－８－２０ （酸単）第40370号         平成29年 4月 1日
     045-960-0118  (045-960-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3719373,030.6 ヒルウエストデンタル〒227-0043 （歯ＣＡＤ）第126529号    平成29年 7月 1日
     青歯3030 クリニック 横浜市青葉区藤が丘２－３－３　 （補管）第7661号          平成29年 6月 1日
     第２飯田ビル２０２
     045-482-5191  (045-482-5192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  444

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3720373,031.4 あざみ野矯正歯科 〒225-0011
     青歯3031 横浜市青葉区あざみ野１－２６－
     ３
     045-509-1603  (045-509-1604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3721373,032.2 ＫＵＭＡＺＡＷＡ　Ｄ〒225-0003 （外来環）第1457号        平成30年 3月 1日
     青歯3032 ＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮ横浜市青葉区新石川１－１３－２ （歯ＣＡＤ）第126632号    平成29年10月 1日
     ＩＣ 　ラフィネビル１Ｆ （補管）第7721号          平成29年10月 1日
     045-482-4970  (045-482-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3722373,033.0 谷本歯科医院 〒227-0055 （歯訪診）第3421号        平成29年11月 1日
     青歯3033 横浜市青葉区つつじが丘７－５ （歯ＣＡＤ）第126662号    平成29年11月 1日
     045-981-3200  (045-981-3200) （補管）第7740号          平成29年10月 1日
     （１７５）第3056号        平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3723373,034.8 むろき歯科医院 〒225-0003 （歯ＣＡＤ）第126707号    平成29年11月 1日
     青歯3034 横浜市青葉区新石川３－４－１８ （補管）第7752号          平成29年11月 1日
     　ウルス２たまプラーザ１Ｆ
     045-912-2633  (045-912-2633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3724373,036.3 さくら歯科クリニック〒227-0062 （外来環）第1426号        平成30年 1月 1日
     青歯3036 あおば 横浜市青葉区青葉台１－６－１６ （医管）第2209号          平成30年 1月 1日
     Ｇ・Ｈビル４Ｆ （歯訪診）第3465号        平成30年 1月 1日
     045-989-1147  (045-989-1148) （咀嚼機能）第24号        平成30年 1月 1日
     （歯リハ２）第443号       平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126848号    平成30年 1月 1日
     （補管）第7786号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3725373,037.1 ｎｉｃｏデンタルクリ〒225-0002 （歯訪診）第3475号        平成30年 3月 1日
     青歯3037 ニック 横浜市青葉区美しが丘２－２１－ （歯ＣＡＤ）第126839号    平成30年 2月 1日
     ９　プレール・ロヴェ美しが丘１ （補管）第7775号          平成30年 2月 1日
     ０４
     045-500-9825  (045-500-9828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3726374,006.5 前野歯科医院 〒225-0002 （補管）第1290号          平成 8年 4月 1日
     青歯6 横浜市青葉区美しが丘３－１ （１７５）第2230号        平成14年 4月 1日
     045-901-4584  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3727374,008.1 藤下歯科医院 〒225-0024 （医管）第375号           平成18年 4月 1日
     青歯8 横浜市青葉区市ケ尾町１１６４－ （歯訪診）第2955号        平成29年 4月 1日
     １１ （補管）第1309号          平成 8年 4月 1日
     045-971-0740  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  445

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3728374,009.9 村田歯科医院 〒227-0063 （外来環）第732号         平成28年 2月 1日
     青歯9 横浜市青葉区榎が丘２６－５ （か強診）第540号         平成29年 7月 1日
     045-981-1181  （歯援診）第32号          平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第800号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第160号         平成20年 4月 1日
     （補管）第1241号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3729374,012.3 増田歯科医院 〒227-0063 （補管）第1281号          平成 8年 4月 1日
     青歯12 横浜市青葉区榎が丘３４－１２ （１７５）第2231号        平成14年 4月 1日
     045-981-9058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3730374,019.8 藤田歯科医院 〒225-0013 （歯訪診）第394号         平成28年 4月 1日
     青歯19 横浜市青葉区荏田町４４６－５ （歯ＣＡＤ）第2564号      平成28年 5月 1日
     045-912-0118  （補管）第1217号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3731374,027.1 藤井歯科医院 〒225-0011 （歯訪診）第396号         平成28年 4月 1日
     青歯27 横浜市青葉区あざみ野２－２８－ （歯ＣＡＤ）第126717号    平成30年 1月 1日
     ６メゾンあざみ野２Ｆ （補管）第1216号          平成 8年 4月 1日
     045-901-5150  （１７５）第2236号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3732374,029.7 中島歯科医院 〒225-0002 （補管）第1325号          平成 8年 4月 1日
     青歯29 横浜市青葉区美しが丘１－９－１
     平野ビル２Ｆ
     045-901-2177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3733374,030.5 松浦歯科医院 〒225-0002 （補管）第1247号          平成 8年 4月 1日
     青歯30 横浜市青葉区美しが丘２－１４－ （１７５）第2871号        平成14年 6月 1日
     １正美ビル２Ｆ （酸単）第40350号         平成29年 4月 1日
     045-901-3255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3734374,031.3 大橋歯科医院 〒227-0062 （歯ＣＡＤ）第2192号      平成27年11月 1日
     青歯31 横浜市青葉区青葉台２－９－１ケ （補管）第1268号          平成 8年 4月 1日
     ンプラザ青葉台ビル４Ｆ
     045-984-1597  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3735374,033.9 佐氏歯科医院 〒227-0045 （外来環）第214号         平成20年 8月 1日
     青歯33 横浜市青葉区若草台１０－２８ （医管）第1854号          平成28年 6月 1日
     045-962-2323  （か強診）第212号         平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第395号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第418号       平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第465号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第95号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1257号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2238号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  446

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3736374,034.7 しらとり台歯科 〒227-0054 （歯訪診）第397号         平成28年 4月 1日
     青歯34 横浜市青葉区しらとり台１－１１ （歯ＣＡＤ）第801号       平成26年 7月 1日
     ユーエスビル （補管）第1265号          平成 8年 4月 1日
     045-983-6664  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3737374,037.0 奈良北歯科 〒227-0036 （補管）第1266号          平成 8年 4月 1日
     青歯37 横浜市青葉区奈良町２９１３奈良
     北団地１－１０２
     045-962-6788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3738374,039.6 青葉台歯科診療所 〒227-0062 （外来環）第1218号        平成29年 5月 1日
     青歯39 横浜市青葉区青葉台１－２９－１ （か強診）第502号         平成29年 5月 1日
     ひこべービル （歯援診）第730号         平成29年 5月 1日
     045-984-0357  （補管）第1313号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2241号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3739374,040.4 バンビ歯科 〒225-0021 （外来環）第562号         平成26年 7月 1日
     青歯40 横浜市青葉区すすき野２－１－４ （か強診）第354号         平成28年12月 1日
     小駒ビル２Ｆ （歯援診）第351号         平成28年11月 1日
     045-902-0733  （補管）第1312号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3740374,041.2 たまプラーザセラ歯科〒225-0002 （補管）第1226号          平成 8年 4月 1日
     青歯41 横浜市青葉区美しが丘４－３２－
     ６３
     901-6677      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3741374,042.0 石井歯科医院 〒227-0033 （外来環）第1234号        平成29年 5月 1日
     青歯42 横浜市青葉区鴨志田町８１５－３ （歯リハ２）第416号       平成29年 5月 1日
     ５ （歯ＣＡＤ）第126888号    平成30年 3月 1日
     045-962-1184  （補管）第1293号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3742374,043.8 クボタ歯科医院 〒225-0024 （歯訪診）第398号         平成28年 4月 1日
     青歯43 横浜市青葉区市ケ尾町１１５６－ （歯ＣＡＤ）第1747号      平成27年 4月 1日
     １５ （補管）第1238号          平成 8年 4月 1日
     045-971-0011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3743374,048.7 阿部歯科 〒227-0062 （外来環）第567号         平成26年 8月 1日
     青歯48 横浜市青葉区青葉台１－２４－１ （歯訪診）第1993号        平成28年 6月 1日
     電興ビル２Ｆ （補管）第1275号          平成 8年 4月 1日
     045-983-6009  （１７５）第2242号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3744374,049.5 有吉歯科医院 〒227-0043 （歯訪診）第399号         平成28年 4月 1日
     青歯49 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１ （歯ＣＡＤ）第802号       平成26年 7月 1日
     ４ＴＢＯＸ２Ｆ （ＧＴＲ）第96号          平成20年 4月 1日
     045-971-3100  (045-971-3100) （補管）第1300号          平成12年11月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  447

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3745374,050.3 早乙女歯科医院 〒225-0024 （外来環）第960号         平成28年 9月 1日
     青歯50 横浜市青葉区市ヶ尾町１０６４－ （医管）第1855号          平成28年 6月 1日
     ４横山ビル２Ｆ （歯訪診）第400号         平成28年 4月 1日
     045-973-8397  （歯ＣＡＤ）第2193号      平成27年11月 1日
     （補管）第1316号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2243号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3746374,051.1 金子歯科医院 〒227-0036 （歯ＣＡＤ）第2670号      平成28年 7月 1日
     青歯51 横浜市青葉区奈良町１５６６－１ （補管）第1259号          平成20年 9月12日
     １３
     045-962-8751  (045-962-8751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3747374,052.9 石曽根歯科医院 〒227-0062 （歯ＣＡＤ）第1836号      平成27年 5月 1日
     青歯52 横浜市青葉区青葉台１－２９－１ （補管）第1230号          平成 8年 4月 1日
     １
     045-982-8484  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3748374,054.5 ア歯科岡崎診療所 〒225-0011 （歯訪診）第578号         平成28年 4月 1日
     青歯54 横浜市青葉区あざみ野１－１０－ （歯ＣＡＤ）第1987号      平成27年 7月 1日
     ２－１ （補管）第1284号          平成 8年 4月 1日
     045-901-6271  （１７５）第2244号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3749374,055.2 ほりぐち歯科医院 〒227-0062 （外来環）第1431号        平成30年 3月 1日
     青歯55 横浜市青葉区青葉台１－７－１東 （か強診）第635号         平成30年 3月 1日
     急スクエアＳｏｕｔｈ２－７Ｆ （歯援診）第443号         平成28年 8月 1日
     045-985-8107  (045-989-0301) （歯ＣＡＤ）第803号       平成26年 7月 1日
     （補管）第1294号          平成14年10月 8日
     （矯診）第211号           平成25年 9月 1日
     （顎診）第121号           平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3750374,057.8 坂井歯科医院 〒227-0067 （歯訪診）第1911号        平成28年 5月 1日
     青歯57 横浜市青葉区松風台３７－１２ （歯ＣＡＤ）第1748号      平成27年 4月 1日
     045-961-5757  （補管）第1253号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3751374,058.6 内木歯科医院 〒227-0051 （歯ＣＡＤ）第1029号      平成26年 9月 1日
     青歯58 横浜市青葉区千草台１０－２ （補管）第1314号          平成 8年 4月 1日
     045-971-1338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3752374,061.0 しもやま歯科医院 〒227-0045 （歯援診）第563号         平成28年 9月 1日
     青歯61 横浜市青葉区若草台１－１ （歯訪診）第401号         平成28年 4月 1日
     962-2241      （補管）第1303号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3753374,063.6 千草台歯科医院 〒227-0051 （歯ＣＡＤ）第126496号    平成29年 6月 1日
     青歯63 横浜市青葉区千草台２－７ （補管）第1222号          平成 8年 4月 1日
     045-971-8266  （１７５）第2245号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  448

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3754374,064.4 みどり小児歯科 〒227-0061 （外来環）第583号         平成26年10月 1日
     青歯64 横浜市青葉区桜台２－２－３　オ （医管）第1894号          平成28年 7月 1日
     キ・ガゼール２階 （在歯管）第346号         平成29年 7月 1日
     045-982-7977  (045-985-1234) （歯訪診）第2591号        平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第109号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1988号      平成27年 7月 1日
     （補管）第1242号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40620号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3755374,069.3 よこやま歯科医院 〒225-0002 （歯訪診）第2956号        平成29年 4月 1日
     青歯69 横浜市青葉区美しが丘４－１－１ （歯ＣＡＤ）第1568号      平成27年 2月 1日
     ３ （歯ＣＡＤ）第1749号      平成27年 4月 1日
     045-902-9511  （補管）第1254号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3756374,071.9 山根歯科クリニック 〒225-0024 （外来環）第1055号        平成29年 1月 1日
     青歯71 横浜市青葉区市ケ尾町１１６８－ （医管）第1905号          平成28年 7月 1日
     １　カーサー・ウチノ２Ｆ （か強診）第385号         平成29年 1月 1日
     045-972-5225  （歯援診）第647号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第279号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第401号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第645号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1270号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3757374,076.8 三浦歯科医院 〒227-0048 （外来環）第1109号        平成29年 3月 1日
     青歯76 横浜市青葉区柿ノ木台４－１第２ （か強診）第650号         平成30年 3月 1日
     石原ビル （歯援診）第687号         平成29年 4月 1日
     045-973-2980  (045-972-8331) （歯ＣＡＤ）第2621号      平成28年 6月 1日
     （補管）第1274号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2247号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3758374,077.6 たばな歯科医院 〒227-0048 （歯訪診）第405号         平成28年 4月 1日
     青歯77 横浜市青葉区柿の木台１４－２キ （補管）第1264号          平成13年 4月30日
     ャクタス柿の木台１Ｆ （１７５）第2720号        平成14年 5月 1日
     045-972-9681  (045-972-9681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3759374,078.4 医療法人社団　栗原歯〒225-0024 （歯訪診）第406号         平成28年 4月 1日
     青歯78 科医院 横浜市青葉区市ヶ尾町１０５３－ （歯ＣＡＤ）第1479号      平成27年 1月 1日
     ２３ （補管）第1278号          平成 8年 4月 1日
     045-971-0780  (045-971-4302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3760374,080.0 げんかい歯科医院 〒227-0034 （歯ＣＡＤ）第1569号      平成27年 2月 1日
     青歯80 横浜市青葉区桂台２－２１－１６ （補管）第1277号          平成 8年 4月 1日
     045-961-7741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  449

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3761374,082.6 関町歯科医院 〒225-0002 （歯ＣＡＤ）第126752号    平成30年 1月 1日
     青歯82 横浜市青葉区美しが丘２－１８－ （補管）第1286号          平成 8年 4月 1日
     １平野ビル２Ｆ
     045-922-4117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3762374,086.7 山本歯科医院 〒227-0043 （か強診）第495号         平成29年 4月 1日
     青歯86 横浜市青葉区藤が丘２－１９－１ （歯訪診）第407号         平成28年 4月 1日
     045-973-4618  （補管）第1317号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3763374,087.5 上野歯科 〒227-0033 （歯訪診）第3261号        平成29年 4月 1日
     青歯87 横浜市青葉区鴨志田町５０９－１ （補管）第1251号          平成 8年 4月 1日
     　中谷都第３ビル
     045-961-8800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3764374,088.3 イモト歯科 〒225-0005 （歯ＣＡＤ）第804号       平成26年 7月 1日
     青歯88 横浜市青葉区荏子田２－２－９ア （補管）第1297号          平成 8年 4月 1日
     ドバンスビル２Ｆ （１７５）第2249号        平成14年 4月 1日
     045-904-4422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3765374,091.7 富川歯科医院 〒227-0062 （歯援診）第648号         平成29年 3月 1日
     青歯91 横浜市青葉区青葉台２－６－１３ （補管）第1322号          平成 8年 4月 1日
     青葉台Ｔ・Ｋビル４階
     045-982-8833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3766374,093.3 鳥居歯科医院 〒225-0022 （外来環）第474号         平成25年 4月 1日
     青歯93 横浜市青葉区黒須田３２－５ （か強診）第241号         平成28年 8月 1日
     045-973-8211  （歯援診）第380号         平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第254号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第805号       平成26年 7月 1日
     （補管）第1291号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3767374,094.1 しこね歯科医院 〒225-0003 （補管）第1320号          平成 8年 4月 1日
     青歯94 横浜市青葉区新石川１－９－８ア
     イケービル２Ｆ
     045-912-3699  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3768374,095.8 医療法人社団　川本歯〒225-0002 （歯訪診）第2012号        平成28年 6月 1日
     青歯95 科クリニック 横浜市青葉区美しが丘１－６－５ （補管）第1233号          平成 8年 4月 1日
     045-901-0053  （１７５）第2722号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第40271号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3769374,098.2 たまプラーザどう矯正〒225-0002 （矯診）第172号           平成22年 4月 1日
     青歯98 歯科 横浜市青葉区美しが丘２－１４－ （顎診）第131号           平成19年 7月 1日
     ３
     045-901-1246  (045-902-7180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  450

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3770374,099.0 えだ歯科医院 〒225-0015 （外来環）第605号         平成26年11月 1日
     青歯99 横浜市青葉区荏田北３－１－４ （歯訪診）第410号         平成28年 4月 1日
     045-912-0242  （補管）第1315号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3771374,100.6 岩井歯科医院 〒225-0024 （歯ＣＡＤ）第2410号      平成28年 4月 1日
     青歯100 横浜市青葉区市ケ尾町１６２７－ （補管）第1280号          平成 8年 4月 1日
     １エミネンス市ケ尾１Ｆ （１７５）第2253号        平成14年 4月 1日
     045-974-7899  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3772374,101.4 医療法人社団　田端歯〒225-0024 （外来環）第1221号        平成29年 5月 1日
     青歯101 科医院 横浜市青葉区市ヶ尾町１０６２－ （歯訪診）第411号         平成28年 4月 1日
     １ローゼ市ケ尾２０２ （歯ＣＡＤ）第126450号    平成29年 5月 1日
     045-971-7775  (045-971-7775) （補管）第1258号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2263号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3773374,103.0 ベルデンタルクリニッ〒227-0062 （外来環）第358号         平成22年 4月 1日
     青歯103 ク 横浜市青葉区青葉台２－１０－３ （医管）第378号           平成18年 4月 1日
     ３ （か強診）第612号         平成30年 1月 1日
     045-983-1152  (045-983-6452) （歯援診）第523号         平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第412号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第110号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第201号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1304号          平成15年 9月19日
     （酸単）第40420号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3774374,104.8 木村歯科医院 〒225-0003 （歯リハ２）第255号       平成26年 7月 1日
     青歯104 横浜市青葉区新石川２－６－１ （補管）第1235号          平成 8年 4月 1日
     045-911-6244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3775374,105.5 よしやま歯科医院 〒227-0054 （歯訪診）第413号         平成28年 4月 1日
     青歯105 横浜市青葉区しらとり台２－１５ （歯ＣＡＤ）第1902号      平成27年 6月 1日
     コーラルビル１Ｆ （補管）第1220号          平成 8年 6月 1日
     045-981-6829  （１７５）第2260号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40272号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3776374,106.3 河津歯科 〒225-0001 （外来環）第262号         平成20年10月 1日
     青歯106 横浜市青葉区美しが丘西３－１２ （医管）第2102号          平成29年 4月 1日
     －１８ （か強診）第499号         平成29年 4月 1日
     045-903-6043  （歯援診）第728号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第316号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第412号       平成29年 4月 1日
     （補管）第1248号          平成19年 4月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  451

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3777374,107.1 医療法人社団緑真会　〒225-0002 （外来環）第112号         平成20年 5月 1日
     青歯107 服部歯科医院 横浜市青葉区美しが丘１－２３－ （歯援診）第62号          平成29年 4月 1日
     ２ （歯訪診）第415号         平成28年 4月 1日
     045-901-8214  （歯ＣＡＤ）第2411号      平成28年 4月 1日
     （補管）第1283号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3778374,108.9 医療法人社団双葉会　〒225-0002 （歯ＣＡＤ）第1377号      平成26年12月 1日
     青歯108 ユリノキ歯科医院 横浜市青葉区美しが丘２－２１－ （補管）第4603号          平成14年 4月 1日
     １１
     045-901-2271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3779374,109.7 医療法人社団清和会　〒225-0002 （歯訪診）第416号         平成28年 4月 1日
     青歯109 赤池歯科クリニック 横浜市青葉区美しが丘４－１－１ （歯ＣＡＤ）第1750号      平成27年 4月 1日
     ９ （補管）第1287号          平成 8年 4月 1日
     045-901-6465  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3780374,113.9 山下歯科医院 〒227-0044 （外来環）第488号         平成25年10月 1日
     青歯113 横浜市青葉区もえぎ野６－３　Ｂ （歯ＣＡＤ）第1253号      平成26年11月 1日
     １Ｆ （補管）第1245号          平成 8年 4月 1日
     045-973-2892  （酸単）第40351号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3781374,114.7 加々見歯科 〒227-0061 （外来環）第1291号        平成29年 7月 1日
     青歯114 横浜市青葉区桜台２９－１６ （医管）第2047号          平成29年 2月 1日
     045-982-8241  （か強診）第543号         平成29年 7月 1日
     （歯援診）第445号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第418号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2372号      平成28年 3月 1日
     （補管）第1271号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2252号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3782374,116.2 篠原歯科医院 〒225-0001 （歯ＣＡＤ）第1031号      平成26年 9月 1日
     青歯116 横浜市青葉区美しが丘西３－６５ （補管）第1250号          平成 8年 4月 1日
     －５ルヴェデュソレイユ
     045-901-6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3783374,117.0 北野歯科医院 〒225-0011 （外来環）第122号         平成20年 5月 1日
     青歯117 横浜市青葉区あざみ野２－２－８ （医管）第2172号          平成29年10月 1日
     プロスパあざみ野１０１号 （か強診）第209号         平成28年 7月 1日
     045-902-4182  （歯援診）第329号         平成28年 5月 1日
     （在歯管）第356号         平成29年10月 1日
     （在推進）第82号          平成27年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1751号      平成27年 4月 1日
     （補管）第1249号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  452

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3784374,118.8 中村歯科クリニック 〒225-0011 （外来環）第332号         平成21年 8月 1日
     青歯118 横浜市青葉区あざみ野２－７－１ （か強診）第242号         平成28年 8月 1日
     ５アヴァンセあざみ野２Ｆ （歯援診）第506号         平成28年 6月 1日
     045-903-6807  （歯訪診）第419号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第228号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1993号      平成27年 7月 1日
     （歯技工）第237号         平成28年 7月 1日
     （補管）第6240号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3785374,120.4 梅が丘歯科診療所 〒227-0052 （補管）第1260号          平成 8年 4月 1日
     青歯120 横浜市青葉区梅が丘２４－１０ （１７５）第2251号        平成14年 4月 1日
     045-972-0972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3786374,121.2 青山歯科医院 〒227-0043 （外来環）第216号         平成20年 8月 1日
     青歯121 横浜市青葉区藤が丘２－２９－１ （医管）第1489号          平成20年 4月 1日
     １ロイヤルハイツ藤が丘１階 （歯訪診）第420号         平成28年 4月 1日
     045-972-0505  （歯ＣＡＤ）第1989号      平成27年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第97号          平成20年 4月 1日
     （補管）第1269号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2264号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3787374,122.0 川原歯科医院 〒227-0062 （外来環）第217号         平成20年 8月 1日
     青歯122 横浜市青葉区青葉台２－１２－１ （医管）第382号           平成18年 4月 1日
     １ （歯訪診）第421号         平成28年 4月 1日
     045-981-0418  (045-981-0418) （歯リハ２）第158号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第74号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1254号      平成26年11月 1日
     （根切顕微）第101号       平成28年 6月 1日
     （補管）第3371号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40519号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3788374,124.6 青葉歯科医院 〒227-0062 （外来環）第1378号        平成29年12月 1日
     青歯124 横浜市青葉区青葉台１－６－１３ （医管）第2199号          平成30年 1月 1日
     045-984-0118  （か強診）第590号         平成29年12月 1日
     （歯援診）第658号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第368号         平成30年 1月 1日
     （補管）第1240号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3789374,125.3 川﨑歯科 〒227-0038 （歯訪診）第3162号        平成29年 4月 1日
     青歯125 横浜市青葉区奈良１－１８－１１ （補管）第1261号          平成13年10月18日
     045-961-5525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3790374,128.7 医療法人　駿和会　い〒227-0062 （補管）第4790号          平成14年 5月 1日
     青歯128 なげ矯正歯科医院 横浜市青葉区青葉台２－１０－１ （矯診）第173号           平成22年 4月 1日
     ５　鈴木ビル２Ｆ （顎診）第100号           平成18年 4月 1日
     045-984-8588  (045-984-8946)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  453

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3791374,129.5 沖歯科医院 〒225-0024 （歯ＣＡＤ）第646号       平成26年 5月 1日
     青歯129 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４東 （歯技工）第166号         平成22年 7月 1日
     急プラザビル１Ｆ （補管）第1289号          平成 8年 4月 1日
     045-973-6626  (045-978-1333) （１７５）第2250号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3792374,133.7 あかね台歯科医院 〒227-0066 （歯訪診）第422号         平成28年 4月 1日
     青歯133 横浜市青葉区あかね台１－２２－ （歯ＣＡＤ）第932号       平成26年 8月 1日
     １５ （補管）第1318号          平成 8年 4月 1日
     045-985-9559  （１７５）第2266号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3793374,136.0 島田歯科診療室 〒225-0012 （補管）第1232号          平成 8年 4月 1日
     青歯136 横浜市青葉区あざみ野南２－４－
     ２シャルドービル２０１
     045-911-1486  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3794374,137.8 ミナト歯科医院 〒225-0024 （補管）第3590号          平成 8年11月 1日
     青歯137 横浜市青葉区市ヶ尾町１１５０－
     ２コスモ市が尾ビル
     045-973-1818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3795374,138.6 いせ歯科クリニック 〒225-0014 （歯訪診）第423号         平成28年 4月 1日
     青歯138 横浜市青葉区荏田西３－１１－２ （歯ＣＡＤ）第2671号      平成28年 7月 1日
     ８ （補管）第4491号          平成17年 4月 6日
     045-912-0410  (045-912-0412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3796374,139.4 カトウ歯科 〒227-0054 （補管）第3576号          平成 8年 9月 1日
     青歯139 横浜市青葉区しらとり台１９－４ （１７５）第2254号        平成14年 4月 1日
     045-985-1209  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3797374,140.2 まき歯科医院 〒227-0046 （歯ＣＡＤ）第466号       平成26年 5月 1日
     青歯140 横浜市青葉区たちばな台２－１－ （補管）第1276号          平成 8年12月 1日
     １４
     045-962-0405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3798374,141.0 医療法人社団　健美歯〒227-0062 （歯訪診）第424号         平成28年 4月 1日
     青歯141 会　ササキ歯科医院 横浜市青葉区青葉台２－９－７ （補管）第4492号          平成 9年 1月 1日
     045-981-6286  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3799374,142.8 浜田歯科医院 〒227-0044 （外来環）第43号          平成20年 4月 1日
     青歯142 横浜市青葉区もえぎ野１－２１イ （医管）第1490号          平成20年 4月 1日
     ワコー藤が丘ビル１０１号 （か強診）第134号         平成28年 5月 1日
     045-978-1188  （歯援診）第524号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第206号         平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第425号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第111号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第85号        平成26年 4月 1日
     （補管）第3634号          平成 9年 2月27日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  454

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3800374,143.6 さぬきだ歯科医院 〒227-0062 （外来環）第584号         平成26年10月 1日
     青歯143 横浜市青葉区青葉台２－１１－２ （歯訪診）第427号         平成28年 4月 1日
     ５ （歯リハ２）第281号       平成26年10月 1日
     045-989-1118  （歯ＣＡＤ）第467号       平成26年 5月 1日
     （補管）第4493号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3801374,145.1 坂下歯科クリニック 〒225-0012 （外来環）第172号         平成20年 7月 1日
     青歯145 横浜市青葉区あざみ野南２－１－ （医管）第1743号          平成28年 4月 1日
     ２６ （か強診）第67号          平成28年 4月 1日
     045-913-6487  （歯援診）第33号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第352号         平成29年 8月 1日
     （在推進）第62号          平成26年 9月 1日
     （歯リハ２）第112号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第214号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第256号         平成20年 7月 1日
     （補管）第3670号          平成 9年 5月 1日
     （１７５）第2257号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3802374,146.9 地挽歯科医院 〒227-0033 （外来環）第18号          平成20年 4月 1日
     青歯146 横浜市青葉区鴨志田町８２４－２ （歯特連）第45号          平成26年 4月 1日
     ５ （医管）第376号           平成18年 4月 1日
     045-961-2015  （か強診）第243号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第14号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第6号           平成22年 4月 1日
     （歯地連）第328号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第113号       平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第36号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第647号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第17号        平成22年 4月 1日
     （歯技工）第174号         平成22年11月 1日
     （ＧＴＲ）第98号          平成20年 4月 1日
     （補管）第3708号          平成 9年 7月 1日
     （１７５）第2262号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40273号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3803374,148.5 マツザワデンタルクリ〒227-0067 （歯訪診）第426号         平成28年 4月 1日
     青歯148 ニック 横浜市青葉区松風台１３－５ライ （歯ＣＡＤ）第1378号      平成26年12月 1日
     ムライト松風台３－Ｄ （補管）第3729号          平成 9年 8月 1日
     045-989-1616  （酸単）第40274号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  455

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3804374,150.1 イカリデンタルクリニ〒227-0062 （外来環）第308号         平成21年 2月 1日
     青歯150 ック 横浜市青葉区青葉台２－３－１５ （医管）第1993号          平成28年11月 1日
     カーサ青葉台ビル３Ｆ （か強診）第336号         平成28年11月 1日
     045-983-3733  （歯援診）第378号         平成28年11月 1日
     （在推進）第67号          平成26年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1903号      平成27年 6月 1日
     （補管）第3740号          平成 9年 9月15日
     （１７５）第2872号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3805374,153.5 桑名歯科医院 〒225-0002 （歯ＣＡＤ）第126870号    平成30年 3月 1日
     青歯153 横浜市青葉区美しが丘４－６－３ （補管）第1307号          平成 9年11月 1日
     ２
     045-902-0648  (045-902-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3806374,154.3 たかはし歯科医院 〒225-0024 （歯訪診）第579号         平成28年 4月 1日
     青歯154 横浜市青葉区市ケ尾町５１８－１ （う蝕無痛）第140号       平成27年 9月 1日
     東急ドエルアルス市ケ尾南２０４ （歯ＣＡＤ）第126402号    平成29年 4月 1日
     号 （手術歯根）第75号        平成27年 9月 1日
     045-978-4622  (045-978-4623) （補管）第4494号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3807374,155.0 井口デンタルクリニッ〒227-0036 （歯ＣＡＤ）第1752号      平成27年 4月 1日
     青歯155 ク 横浜市青葉区奈良１－１８－１ア （補管）第3820号          平成10年 2月16日
     ゴーラ２０５
     045-962-0016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3808374,156.8 小杉歯科医院 〒225-0003 （外来環）第825号         平成28年 6月 1日
     青歯156 横浜市青葉区新石川２－１５－９ （歯訪診）第429号         平成28年 4月 1日
     蔦かずら２Ｆ－Ａ （歯リハ２）第269号       平成26年 8月 1日
     045-902-8214  （歯ＣＡＤ）第933号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3818号          平成10年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3809374,157.6 さこう歯科医院 〒225-0002 （外来環）第826号         平成28年 6月 1日
     青歯157 横浜市青葉区美しが丘１－１３－ （医管）第1994号          平成28年11月 1日
     １０吉村ビル２０６ （か強診）第337号         平成28年11月 1日
     045-909-4141  （歯援診）第587号         平成28年11月 1日
     （在歯管）第247号         平成28年11月 1日
     （歯訪診）第430号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第374号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第212号       平成26年 4月 1日
     （補管）第3835号          平成10年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3810374,160.0 渡辺歯科医院 〒225-0002 （歯リハ２）第121号       平成26年 4月 1日
     青歯160 横浜市青葉区美しが丘２－２１－ （歯ＣＡＤ）第1571号      平成27年 2月 1日
     １第２キングビル２Ｆ （補管）第3858号          平成10年 6月15日
     045-901-9468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  456

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3811374,161.8 さかもと歯科医院 〒227-0064 （外来環）第1187号        平成29年 4月 1日
     青歯161 横浜市青葉区田奈町４３－３ （歯援診）第285号         平成29年 2月 1日
     045-982-7667  （歯ＣＡＤ）第126174号    平成28年 9月 1日
     （補管）第1224号          平成10年 8月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3812374,166.7 杉原歯科医院 〒225-0011 （補管）第3953号          平成11年 2月15日
     青歯166 横浜市青葉区あざみ野１－１１－
     ４みつまるビル１－Ａ
     045-903-6833  (045-903-6833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3813374,167.5 宮下歯科クリニック 〒225-0011 （歯ＣＡＤ）第934号       平成26年 8月 1日
     青歯167 横浜市青葉区あざみ野１－２６－ （補管）第3965号          平成11年 3月15日
     １１ （１７５）第2258号        平成14年 4月 1日
     045-909-0080  (045-909-0080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3814374,169.1 がくえん歯科 〒227-0036 （歯訪診）第3422号        平成29年11月 1日
     青歯169 横浜市青葉区奈良町１６７０－２ （歯ＣＡＤ）第126649号    平成29年11月 1日
     ２１ （補管）第4001号          平成11年 5月 1日
     045-962-4184  (045-962-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3815374,175.8 ノグチ歯科医院 〒227-0043 （歯ＣＡＤ）第1379号      平成26年12月 1日
     青歯175 横浜市青葉区藤が丘１－３６アポ （補管）第4954号          平成15年 4月 1日
     ラン藤が丘内
     045-978-6575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3816374,176.6 一ツ葉矯正歯科クリニ〒225-0024 （矯診）第130号           平成22年 4月 1日
     青歯176 ック 横浜市青葉区市ケ尾町１１５３－
     ２ライオンズプラザ市ケ尾２０６
     045-978-6528  (045-978-6527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3817374,177.4 医療法人財団　共生会〒225-0002 （歯訪診）第431号         平成28年 4月 1日
     青歯177 　美しが丘歯科医院 横浜市青葉区美しが丘３－４－６ （歯リハ２）第114号       平成26年 4月 1日
     045-901-1451  （歯ＣＡＤ）第2498号      平成28年 4月 1日
     （補管）第1310号          平成12年 1月 1日
     （１７５）第2255号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3818374,181.6 ロイヤル歯科医院 〒225-0002 （歯訪診）第432号         平成28年 4月 1日
     青歯181 横浜市青葉区美しが丘２－７－４ （歯ＣＡＤ）第468号       平成26年 5月 1日
     045-905-2880  （補管）第4234号          平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3819374,182.4 あらい歯科クリニック〒225-0002 （歯ＣＡＤ）第2278号      平成28年 1月 1日
     青歯182 横浜市青葉区美しが丘５－２８－ （補管）第4266号          平成12年 8月15日
     １１カーサ・アメニティー・たま
     プラーザ１Ｆ
     045-905-1550  (045-905-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  457

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3820374,183.2 新石川歯科医院 〒225-0003 （補管）第4272号          平成12年 9月15日
     青歯183 横浜市青葉区新石川１－２２－１
     045-914-3137  (045-914-3138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3821374,185.7 冨岡歯科クリニック 〒227-0054 （外来環）第300号         平成21年 1月 1日
     青歯185 横浜市青葉区しらとり台３５－２ （医管）第1856号          平成28年 6月 1日
     ５　１Ｆ （か強診）第170号         平成28年 6月 1日
     045-981-6480  (045-981-6480) （在歯管）第181号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第1995号        平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第329号       平成27年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2118号      平成27年 9月 1日
     （補管）第4290号          平成12年11月15日
     （１７５）第2261号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3822374,186.5 こまつ歯科医院 〒227-0045 （歯訪診）第433号         平成28年 4月 1日
     青歯186 横浜市青葉区若草台１０－１プラ （補管）第4302号          平成12年12月 1日
     トゥモリ１０６
     045-962-1418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3823374,189.9 有本矯正歯科 〒225-0002
     青歯189 横浜市青葉区美しが丘２－２０－
     １８ドムス有本３０１
     045-904-1525  (045-904-1525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3824374,191.5 オーク歯科 〒225-0002 （補管）第4354号          平成13年 3月15日
     青歯191 横浜市青葉区美しが丘５－１－５
     ２フルヤビル２Ｆ
     045-904-4618  (045-904-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3825374,192.3 河井デンタルクリニッ〒225-0002 （歯ＣＡＤ）第1380号      平成26年12月 1日
     青歯192 ク 横浜市青葉区美しが丘２－１９－ （補管）第4374号          平成13年 4月 1日
     ２たまプラーザ日ノ樹ビル３Ｆ
     045-905-5300  (045-905-5398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3826374,194.9 えんどう歯科医院 〒227-0038 （歯ＣＡＤ）第2119号      平成27年 9月 1日
     青歯194 横浜市青葉区奈良３－７－９ （補管）第4414号          平成13年 7月 1日
     045-960-5888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3827374,195.6 アーバン・プラザ歯科〒227-0043 （医管）第377号           平成18年 4月 1日
     青歯195 藤尾 横浜市青葉区藤が丘１－１６－１ （歯地連）第415号         平成18年 9月 1日
     ０アーバン・プラザ２Ｆ－Ｊ （歯訪診）第434号         平成28年 4月 1日
     045-971-8447  （歯ＣＡＤ）第2373号      平成28年 3月 1日
     （補管）第4415号          平成13年 7月 1日
     （１７５）第2256号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  458

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3828374,196.4 みすずが丘歯科医院 〒225-0016 （外来環）第1188号        平成29年 4月 1日
     青歯196 横浜市青葉区みすずが丘２２－６ （歯訪診）第2839号        平成29年 4月 1日
     045-978-0240  (045-978-0240) （歯リハ２）第115号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1255号      平成26年11月 1日
     （補管）第4513号          平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3829374,198.0 モリワキ歯科 〒227-0064 （歯地連）第331号         平成18年 4月 1日
     青歯198 横浜市青葉区田奈町４６－４－１ （歯訪診）第1848号        平成28年 4月 1日
     ０１号 （歯ＣＡＤ）第126726号    平成30年 1月 1日
     045-982-2760  （補管）第1219号          平成13年11月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3830374,199.8 青葉歯科クリニック 〒225-0014 （歯訪診）第2454号        平成29年 2月 1日
     青歯199 横浜市青葉区荏田西２－１５－１ （歯ＣＡＤ）第2194号      平成27年11月 1日
     プラザ池尻２　１０６号 （補管）第4577号          平成14年 1月 1日
     045-913-7307  (045-913-7307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3831374,201.2 浅沼歯科医院 〒227-0041 （歯訪診）第3163号        平成29年 4月 1日
     青歯201 横浜市青葉区上谷本町７２３－１ （歯ＣＡＤ）第2499号      平成28年 4月 1日
     －２Ｆ （補管）第4835号          平成14年 6月 1日
     045-978-0648  (045-978-0649) （酸単）第40352号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3832374,202.0 榎が丘歯科クリニック〒227-0063 （補管）第4838号          平成14年 6月15日
     青歯202 横浜市青葉区榎が丘２６－３５ （１７５）第2969号        平成17年 5月 1日
     045-983-9349  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3833374,203.8 ごう矯正歯科 〒225-0011 （補管）第4885号          平成14年10月 1日
     青歯203 横浜市青葉区あざみ野２－１－３ （矯診）第145号           平成22年 4月 1日
     第２東急あざみ野ビルＢ－１
     045-902-7776  (045-902-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3834374,209.5 医療法人社団　翔栄会〒227-0034 （医管）第2017号          平成28年12月 1日
     青歯209 　アーク歯科医院 横浜市青葉区桂台２－２９－１２ （歯訪診）第2455号        平成29年 2月 1日
     045-961-1118  (045-961-1119) （歯ＣＡＤ）第126625号    平成29年10月 1日
     （ＧＴＲ）第453号         平成28年 4月 1日
     （補管）第5047号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3835374,210.3 島崎歯科医院 〒227-0061 （歯ＣＡＤ）第1136号      平成26年10月 1日
     青歯210 横浜市青葉区桜台１３－４ （補管）第1237号          平成16年 2月 1日
     045-983-6577  (045-983-6577) （１７５）第2580号        平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3836374,212.9 クロダ矯正歯科 〒225-0011 （補管）第5451号          平成18年 4月 1日
     青歯212 横浜市青葉区あざみ野２－９－５ （矯診）第119号           平成22年 4月 1日
     吉春ビル１０６号 （顎診）第101号           平成18年 4月 1日
     045-902-2020  (045-902-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  459

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3837374,215.2 池端歯科室 〒225-0023 （補管）第5246号          平成16年12月15日
     青歯215 横浜市青葉区大場町３５６－７
     045-971-4088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3838374,216.0 松風台アニュー歯科ク〒227-0067 （補管）第3765号          平成17年 1月 1日
     青歯216 リニック 横浜市青葉区松風台４６－２
     045-961-9960  (045-961-9960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3839374,217.8 遠藤歯科医院 〒227-0062 （歯訪診）第435号         平成28年 4月 1日
     青歯217 横浜市青葉区青葉台１－１３－１ （在推進）第63号          平成26年 9月 1日
     ４ （補管）第1262号          平成17年 3月31日
     045-981-1188  (045-981-1188) （１７５）第2229号        平成17年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3840374,218.6 さとう歯科クリニック〒225-0002 （外来環）第787号         平成28年 4月 1日
     青歯218 横浜市青葉区美しが丘２－１７－ （医管）第2198号          平成30年 1月 1日
     ４アルスたまプラーザエクスプレ （か強診）第616号         平成30年 1月 1日
     イス１０３ （歯援診）第795号         平成30年 1月 1日
     045-903-7330  (045-903-7330) （在歯管）第367号         平成30年 1月 1日
     （歯訪診）第436号         平成28年 4月 1日
     （補管）第5307号          平成17年 4月15日
     （酸単）第40275号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3841374,219.4 赤坂デンタルクリニッ〒225-0003 （外来環）第981号         平成28年10月 1日
     青歯219 ク 横浜市青葉区新石川３－１４－１ （医管）第2018号          平成28年12月 1日
     ０Ｊ・Ｋプランドール１Ｆ （歯訪診）第437号         平成28年 4月 1日
     045-910-5862  (045-910-5863) （補管）第5314号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3842374,221.0 あおばだい矯正歯科 〒227-0063
     青歯221 横浜市青葉区榎が丘１－６第２森
     野ビル２Ｆ
     045-989-4070  (045-989-5171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3843374,227.7 ひらやまデンタルクリ〒225-0005 （外来環）第1159号        平成29年 3月 1日
     青歯227 ニック 横浜市青葉区荏子田２－１－６プ （か強診）第452号         平成29年 3月 1日
     ラシード１Ｆ （歯援診）第182号         平成29年 3月 1日
     045-902-4918  （歯リハ２）第229号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第648号       平成26年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第336号         平成23年 2月 1日
     （補管）第5393号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3844374,230.1 野中歯科医院 〒227-0063 （歯援診）第309号         平成29年 4月 1日
     青歯230 横浜市青葉区榎が丘５４－４ （歯ＣＡＤ）第1642号      平成27年 3月 1日
     045-981-8600  (045-981-8611) （補管）第1263号          平成18年 3月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  460

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3845374,232.7 さとうクローバー歯科〒225-0003 （補管）第5453号          平成18年 4月 1日
     青歯232 横浜市青葉区新石川１－４－２ド
     レッセあざみ野エスタフレンテ
     045-904-5752  (045-904-5752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3846374,233.5 明かり歯科医院 〒227-0038 （歯ＣＡＤ）第195号       平成26年 4月 1日
     青歯233 横浜市青葉区奈良１－１３－９ （補管）第5462号          平成18年 4月 1日
     045-962-4445  (045-962-4445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3847374,235.0 ミロデンタルクリニッ〒227-0061 （手顕微加）第109号       平成28年 4月 1日
     青歯235 ク 横浜市青葉区桜台４４－５４ （根切顕微）第79号        平成28年 4月 1日
     045-308-3708  (045-308-3705) （補管）第5508号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3848374,238.4 横浜青葉デンタルクリ〒227-0043 （外来環）第862号         平成28年 7月 1日
     青歯238 ニック 横浜市青葉区藤が丘２－５－５Ｆ （か強診）第633号         平成30年 3月 1日
     ・ＧＡＲＥ　３Ｆ （歯援診）第804号         平成30年 3月 1日
     045-972-5051  (045-972-5251) （歯訪診）第440号         平成28年 4月 1日
     （補管）第4879号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3849374,239.2 あざみ野アクア歯科ク〒225-0003 （外来環）第1174号        平成29年 4月 1日
     青歯239 リニック 横浜市青葉区新石川１－５－１あ （歯訪診）第2840号        平成29年 4月 1日
     ざみ野パークハウス１Ｆ （手顕微加）第110号       平成28年 4月 1日
     045-905-1180  (045-905-1184) （歯ＣＡＤ）第1990号      平成27年 7月 1日
     （根切顕微）第80号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5144号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3850374,240.0 こうづま歯科医院 〒225-0003 （歯訪診）第2592号        平成29年 3月 1日
     青歯240 横浜市青葉区新石川３－１５－１ （歯ＣＡＤ）第126342号    平成29年 2月 1日
     ６　ＴＭＩビル１０２ （補管）第5577号          平成19年 4月 1日
     045-912-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3851374,241.8 きいデンタルクリニッ〒225-0002 （歯訪診）第2736号        平成29年 3月 1日
     青歯241 ク 横浜市青葉区美しが丘１－４－３ （う蝕無痛）第90号        平成24年 5月 1日
     　たまプラーザメディカルセンタ （歯ＣＡＤ）第122号       平成26年 4月 1日
     ー１Ｆ （手術歯根）第38号        平成24年 5月 1日
     045-901-2903  (045-901-2904) （補管）第5578号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3852374,242.6 すすき野デンタルクリ〒225-0021 （外来環）第1022号        平成28年12月 1日
     青歯242 ニック 横浜市青葉区すすき野２－５－４ （医管）第1995号          平成28年11月 1日
     すすき野東急２Ｆ （か強診）第355号         平成28年12月 1日
     045-904-3418  (045-904-3418) （歯援診）第736号         平成29年 5月 1日
     （在歯管）第372号         平成30年 2月 1日
     （歯訪診）第441号         平成28年 4月 1日
     （咀嚼機能）第17号        平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1382号      平成26年12月 1日
     （補管）第5392号          平成19年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  461

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3853374,244.2 あざみ野歯科医院 〒225-0011 （歯訪診）第580号         平成28年 4月 1日
     青歯244 横浜市青葉区あざみ野１－１２－ （歯ＣＡＤ）第935号       平成26年 8月 1日
     ５アン・ウィステリア２Ｆ （補管）第1252号          平成19年 8月 1日
     045-901-0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3854374,246.7 スターヒルズ歯科 〒227-0038 （歯ＣＡＤ）第295号       平成26年 4月 1日
     青歯246 横浜市青葉区奈良１－２－１三和 （補管）第5202号          平成19年 9月 1日
     子供の国店３階
     0120-6480-28  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3855374,247.5 田園歯科・口腔外科医〒225-0003 （医管）第383号           平成19年10月 1日
     青歯247 院 横浜市青葉区新石川１－１１－８ （歯地連）第337号         平成19年10月 1日
     045-911-1601  (045-911-1601) （補管）第5036号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3856374,248.3 わたなべ歯科クリニッ〒227-0041 （歯訪診）第2593号        平成29年 3月 1日
     青歯248 ク 横浜市青葉区上谷本町１０７－７ （歯リハ２）第230号       平成26年 6月 1日
     045-975-1180  (045-975-1180) （歯ＣＡＤ）第649号       平成26年 6月 1日
     （補管）第5684号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3857374,255.8 とみた矯正歯科クリニ〒225-0015 （補管）第5777号          平成20年 7月 1日
     青歯255 ック　青葉診療所 横浜市青葉区荏田北３－７－９椿
     マンション１Ｆ
     045-911-0648  (045-911-0647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3858374,256.6 Ｋ．デンタル 〒225-0024 （歯訪診）第3289号        平成29年 4月 1日
     青歯256 横浜市青葉区市ケ尾町１０７０－ （歯ＣＡＤ）第292号       平成26年 4月 1日
     ５ （補管）第5778号          平成20年 8月 1日
     045-309-6630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3859374,257.4 本宮歯科医院 〒225-0003 （歯訪診）第2737号        平成29年 3月 1日
     青歯257 横浜市青葉区新石川２－３－１８ （う蝕無痛）第54号        平成20年10月 1日
     045-913-4970  (045-913-4971) （歯ＣＡＤ）第1032号      平成26年 9月 1日
     （補管）第5770号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3860374,258.2 あおばデンタルクリニ〒227-0038 （医管）第1942号          平成28年 8月 1日
     青歯258 ック 横浜市青葉区奈良５－１６－１０ （歯訪診）第442号         平成28年 4月 1日
     －１０３ （歯ＣＡＤ）第469号       平成26年 5月 1日
     045-963-5582  (045-963-5582) （補管）第5784号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3861374,259.0 なかの歯科クリニック〒225-0015 （外来環）第1267号        平成29年 6月 1日
     青歯259 横浜市青葉区荏田北３－７－３５ （医管）第2164号          平成29年 9月 1日
     ＳＫメディカルプラザ３Ｆ （歯ＣＡＤ）第1257号      平成26年11月 1日
     045-915-9008  (045-915-9008) （補管）第5786号          平成20年 9月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  462

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3862374,260.8 ＭＯＭ　Ｄｅｎｔａｌ〒225-0001 （歯訪診）第1912号        平成28年 5月 1日
     青歯260 　Ｃｌｉｎｉｃ 横浜市青葉区美しが丘西３－２－ （歯ＣＡＤ）第936号       平成26年 8月 1日
     １１ （補管）第5845号          平成21年 2月 1日
     045-901-4183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3863374,261.6 エムズデンタル 〒227-0055 （歯ＣＡＤ）第293号       平成26年 4月 1日
     青歯261 横浜市青葉区つつじが丘２３－１ （補管）第5866号          平成21年 3月 1日
     ４
     045-511-7317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3864374,262.4 おがさわら歯科・のり〒225-0021 （外来環）第863号         平成28年 7月 1日
     青歯262 矯正歯科 横浜市青葉区すすき野３－２－１ （か強診）第210号         平成28年 7月 1日
     　２Ｆ （歯援診）第369号         平成28年 7月 1日
     045-901-1120  (045-901-1120) （歯ＣＡＤ）第2412号      平成28年 4月 1日
     （補管）第5885号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3865374,263.2 小林歯科医院 〒227-0055 （補管）第5944号          平成21年 5月 1日
     青歯263 横浜市青葉区つつじが丘１０－１
     ４
     045-983-0230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3866374,264.0 こどもの国歯科 〒227-0038 （歯訪診）第2594号        平成29年 3月 1日
     青歯264 横浜市青葉区奈良５－１－１０プ （補管）第5945号          平成21年 5月 1日
     リマベーラ参番館１０３
     045-962-0101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3867374,265.7 うかい歯科医院 〒227-0062 （歯訪診）第2738号        平成29年 3月 1日
     青歯265 横浜市青葉区青葉台２－１８－３ （補管）第5951号          平成21年 8月 1日
     モリエール青葉台１Ｆ
     045-211-8641  (045-211-8643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3868374,266.5 あんどう歯科クリニッ〒225-0021 （歯援診）第358号         平成28年 4月 1日
     青歯266 ク 横浜市青葉区すすき野１－９－１ （歯ＣＡＤ）第2500号      平成28年 4月 1日
     ＴＳビル１Ｆ－Ｃ （補管）第5983号          平成21年 9月 1日
     045-508-9220  (045-508-9221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3869374,269.9 山の手台歯科医院 〒227-0038 （歯ＣＡＤ）第1991号      平成27年 7月 1日
     青歯269 横浜市青葉区奈良５－３－８ （補管）第6069号          平成22年 1月 1日
     045-960-1184  (045-960-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3870374,270.7 アイル歯科クリニック〒227-0053 （外来環）第1160号        平成29年 3月 1日
     青歯270 横浜市青葉区さつきが丘５－３－ （医管）第2180号          平成29年11月 1日
     １０１ （手顕微加）第139号       平成28年 6月 1日
     045-978-6488  (045-978-0538) （歯ＣＡＤ）第1258号      平成26年11月 1日
     （根切顕微）第102号       平成28年 6月 1日
     （補管）第6070号          平成22年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  463

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3871374,271.5 ロコデンタルクリニッ〒225-0024 （外来環）第1443号        平成30年 3月 1日
     青歯271 ク 横浜市青葉区市ケ尾町１１６７－ （か強診）第643号         平成30年 3月 1日
     １　ラバーブル昌和Ｇ （歯援診）第811号         平成30年 3月 1日
     045-532-6874  (045-532-6876) （歯訪診）第581号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126826号    平成30年 2月 1日
     （補管）第6124号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3872374,272.3 稲川歯科医院 〒225-0011 （手顕微加）第149号       平成28年 7月 1日
     青歯272 横浜市青葉区あざみ野２－１７－ （補管）第6164号          平成22年 6月 1日
     １３
     045-482-3001  (045-482-3002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3873374,273.1 グリーン歯科医院 〒225-0002 （外来環）第962号         平成28年 9月 1日
     青歯273 横浜市青葉区美しが丘１－４－１ （か強診）第386号         平成29年 1月 1日
     　たまプラーザＳＴビル　２Ｆ （歯訪診）第2595号        平成29年 3月 1日
     045-901-3956  （補管）第6212号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3874374,274.9 前田歯科医院 〒225-0011 （歯訪診）第443号         平成28年 4月 1日
     青歯274 横浜市青葉区あざみ野１－１２－ （歯ＣＡＤ）第2076号      平成27年 8月 1日
     ２　あざみ野第２ビル （補管）第6232号          平成22年11月 1日
     045-904-4181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3875374,275.6 あざみの総合歯科医院〒225-0011 （外来環）第535号         平成26年 4月 1日
     青歯275 横浜市青葉区あざみ野２－９－１ （医管）第1746号          平成28年 4月 1日
     ３　サンサーラあざみ野　３Ｆ （か強診）第68号          平成28年 4月 1日
     045-905-5955  (045-479-8086) （歯援診）第423号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第226号         平成28年 9月 1日
     （歯地連）第481号         平成28年10月 1日
     （歯訪診）第444号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第167号       平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第128号       平成28年 9月 1日
     （補管）第6251号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3876374,276.4 プラーザ駅前歯科クリ〒225-0002 （歯ＣＡＤ）第126733号    平成30年 1月 1日
     青歯276 ニック 横浜市青葉区美しが丘１－４－６ （補管）第6267号          平成23年 1月 1日
     　美しが丘ルピナス　１Ｆ
     045-511-8469  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3877374,277.2 医療法人　正美会　お〒225-0001 （歯ＣＡＤ）第1753号      平成27年 4月 1日
     青歯277 ぎし歯科クリニック 横浜市青葉区美しが丘西３－６５ （補管）第6275号          平成23年 1月 1日
     －６　美しが丘西クリニックプラ
     ザＳ棟２Ｆ
     045-909-0118  (045-909-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  464

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3878374,279.8 筒井歯科クリニック 〒225-0002 （歯訪診）第445号         平成28年 4月 1日
     青歯279 横浜市青葉区美しが丘２－１４－ （歯ＣＡＤ）第2077号      平成27年 8月 1日
     ８ （補管）第6307号          平成23年 4月 1日
     045-482-7888  (045-482-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3879374,280.6 上原歯科 〒227-0064 （歯ＣＡＤ）第334号       平成26年 4月 1日
     青歯280 横浜市青葉区田奈町２９－２７ （補管）第6318号          平成23年 4月 1日
     045-982-4017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3880374,281.4 あざみ野青葉デンタル〒225-0011 （外来環）第1413号        平成30年 2月 1日
     青歯281 クリニック 横浜市青葉区あざみ野２－３０ （歯訪診）第3404号        平成29年 9月 1日
     045-903-3338  (045-532-6777) （手顕微加）第168号       平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126776号    平成30年 1月 1日
     （根切顕微）第129号       平成28年 9月 1日
     （補管）第6365号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3881374,282.2 市が尾歯科・歯科口腔〒225-0024 （外来環）第1023号        平成28年12月 1日
     青歯282 外科クリニック 横浜市青葉区市ケ尾町１０７５－ （医管）第1967号          平成28年 9月 1日
     １　栄和ビル１Ｆ （か強診）第608号         平成30年 1月 1日
     045-978-5533  (045-978-5533) （歯訪診）第2101号        平成28年 8月 1日
     （歯リハ２）第116号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第195号       平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2501号      平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第161号       平成29年 2月 1日
     （補管）第6401号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3882374,283.0 吉川歯科医院 〒225-0011 （外来環）第1266号        平成29年 6月 1日
     青歯283 横浜市青葉区あざみ野１－１６－ （医管）第2140号          平成29年 6月 1日
     １ （か強診）第526号         平成29年 6月 1日
     045-902-1180  （歯リハ２）第117号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第937号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第352号         平成23年11月 1日
     （補管）第6470号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3883374,284.8 のんの歯科・矯正クリ〒227-0046 （外来環）第673号         平成27年 8月 1日
     青歯284 ニック 横浜市青葉区たちばな台２－１－ （歯ＣＡＤ）第1572号      平成27年 1月 1日
     １　１Ｆ （補管）第6495号          平成24年 1月 1日
     045-960-3344  (045-960-0399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3884374,285.5 新妻歯科クリニック 〒227-0062 （外来環）第1436号        平成30年 3月 1日
     青歯285 横浜市青葉区青葉台１－１３－２ （歯訪診）第3068号        平成29年 4月 1日
     新妻ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第1837号      平成27年 5月 1日
     045-981-4182  (045-981-4182) （補管）第6542号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3885374,287.1 荏田西２丁目歯科 〒225-0014 （歯訪診）第1913号        平成28年 5月 1日
     青歯287 横浜市青葉区荏田西２－２７－９ （補管）第6694号          平成24年11月14日
     045-912-4567  (045-912-4567)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  465

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3886374,288.9 たむら歯科 〒225-0024 （歯訪診）第1910号        平成28年 5月 1日
     青歯288 横浜市青葉区市ケ尾町１８６７ （補管）第6700号          平成25年 1月 1日
     045-973-6115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3887374,289.7 医療法人社団成隆会　〒227-0038 （外来環）第536号         平成26年 4月 1日
     青歯289 こんどう歯科医院 横浜市青葉区奈良５－４－１レー （医管）第1579号          平成24年12月 1日
     ベンスラウム１０５ （歯訪診）第446号         平成28年 4月 1日
     045-960-0882  (045-960-0884) （歯リハ２）第118号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第97号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6717号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3888374,291.3 つづき歯科クリニック〒225-0003 （歯援診）第806号         平成30年 3月 1日
     青歯291 　たまプラーザ 横浜市青葉区新石川２－１－１５ （歯訪診）第2456号        平成29年 2月 1日
     たまプラーザテラス　リンクプラ （在推進）第103号         平成28年 4月 1日
     ザ３Ｆ （補管）第6744号          平成25年 3月 1日
     045-507-8472  (045-507-8473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3889374,292.1 つたの葉デンタルクリ〒225-0015 （歯訪診）第447号         平成28年 4月 1日
     青歯292 ニック・歯科口腔外科横浜市青葉区荏田北３－２－４ （歯リハ２）第119号       平成26年 4月 1日
     045-530-9661  (045-530-9662) （歯ＣＡＤ）第181号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6808号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3890374,293.9 ノアデンタルクリニッ〒225-0005 （歯訪診）第448号         平成28年 4月 1日
     青歯293 ク 横浜市青葉区荏子田２－２－３ （歯ＣＡＤ）第2528号      平成28年 4月 1日
     045-902-1225  (045-902-1229) （手術歯根）第50号        平成25年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第383号         平成25年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第454号         平成28年 4月 1日
     （補管）第6812号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3891374,294.7 レガロ歯科クリニック〒227-0047 （歯訪診）第3069号        平成29年 4月 1日
     青歯294 横浜市青葉区みたけ台４０－１ア （歯ＣＡＤ）第11号        平成26年 4月 1日
     ンベリール藤が丘 （補管）第6827号          平成25年 8月 1日
     045-482-3532  (045-482-3537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3892374,296.2 古澤歯科医院 〒225-0024 （補管）第6841号          平成25年 9月 1日
     青歯296 横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－
     ３ヴェルドミール２０３
     045-482-3842  (045-482-3843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3893374,297.0 あおぞら歯科 〒225-0022 （外来環）第827号         平成28年 6月 1日
     青歯297 横浜市青葉区黒須田３３－５　１ （か強診）第211号         平成28年 7月 1日
     Ｆ （歯援診）第507号         平成28年 6月 1日
     045-883-8892  (045-878-4049) （歯訪診）第449号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第231号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第652号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6842号          平成25年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  466

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3894383,000.7 まみや歯科医院 〒224-0023 （歯ＣＡＤ）第653号       平成26年 6月 1日
     都歯3000 横浜市都筑区東山田３－２７－１ （補管）第6880号          平成25年11月 1日
     ６
     045-534-8511  (045-534-8595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3895383,001.5 あやかデンタルクリニ〒224-0021 （外来環）第1283号        平成29年 7月 1日
     都歯3001 ック 横浜市都筑区北山田２－９－２０ （歯訪診）第2457号        平成29年 2月 1日
     045-593-8848  (045-593-8848) （歯ＣＡＤ）第1573号      平成27年 2月 1日
     （補管）第6942号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3896383,002.3 はせがわ歯科クリニッ〒224-0032 （外来環）第537号         平成26年 4月 1日
     都歯3002 ク 横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１サ （医管）第1744号          平成28年 4月 1日
     ウスウッド３Ｆ （か強診）第69号          平成28年 4月 1日
     045-530-0018  (045-530-0018) （歯援診）第469号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第462号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第248号       平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1754号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第509号         平成29年12月 1日
     （根切顕微）第219号       平成29年12月 1日
     （補管）第6951号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3897383,004.9 とわ歯科クリニック 〒224-0003 （外来環）第783号         平成28年 4月 1日
     都歯3004 横浜市都筑区中川中央１－３１－ （か強診）第297号         平成28年 9月 1日
     １モザイクモール港北５Ｆ （歯援診）第359号         平成29年 3月 1日
     045-914-2512  (045-914-2512) （歯ＣＡＤ）第654号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6998号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3898383,005.6 都筑キッズデンタルラ〒224-0001 （外来環）第828号         平成28年 6月 1日
     都歯3005 ンド 横浜市都筑区中川１－１９－１３ （歯特連）第50号          平成28年 4月 1日
     大久保第５ビル１Ｆ （医管）第1943号          平成28年 8月 1日
     045-912-1181  （か強診）第244号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第508号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第1996号        平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第202号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126366号    平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第171号       平成29年 3月 1日
     （補管）第7391号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第40276号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3899383,007.2 みなみテラス歯科 〒224-0032 （歯ＣＡＤ）第126602号    平成29年10月 1日
     都歯3007 横浜市都筑区茅ケ崎中央５５－１ （補管）第7055号          平成26年 9月 1日
     パインクリエイトビル１Ｆ
     045-942-6002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  467

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3900383,008.0 ＳＭＩＬＥ１０デンタ〒224-0003 （歯訪診）第2841号        平成29年 4月 1日
     都歯3008 ルクリニック 横浜市都筑区中川中央１－１－５ （補管）第7056号          平成26年 9月 1日
     ＹＯＴＳＵＢＡＫＯ　６Ｆ
     045-530-0824  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3901383,013.0 横浜都筑デンタルクリ〒224-0006 （か強診）第338号         平成28年11月 1日
     都歯3013 ニック 横浜市都筑区荏田東４－１９－１ （歯援診）第545号         平成28年 7月 1日
     シャンヴェール１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2129号      平成27年 8月 9日
     045-482-4206  (045-482-4207) （補管）第7272号          平成27年 8月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3902383,014.8 センター南やまもと矯〒224-0032 （矯診）第233号           平成28年 8月 1日
     都歯3014 正歯科 横浜市都筑区茅ケ崎中央９－３　 （顎診）第170号           平成29年 1月 1日
     グラディスセンター南コート１Ｆ
     045-532-5118  (045-532-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3903383,015.5 せんなん歯科 〒224-0032 （歯ＣＡＤ）第2376号      平成28年 3月 1日
     都歯3015 横浜市都筑区茅ケ崎中央８－３６ （補管）第7363号          平成28年 3月 1日
     　松本ビルＡ館Ｂ１
     045-530-3718  (045-530-3918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3904383,016.3 みなみ歯科クリニック〒224-0032 （外来環）第829号         平成28年 6月 1日
     都歯3016 横浜市都筑区茅ケ崎中央２１－１ （歯ＣＡＤ）第2502号      平成28年 4月 1日
     １　ソレーユみなみ１Ｆ （補管）第7392号          平成28年 4月 1日
     045-944-3734  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3905383,017.1 ふれあいの丘デンタル〒224-0062 （補管）第7393号          平成28年 4月 1日
     都歯3017 クリニック 横浜市都筑区葛が谷８－１０　ふ
     れあいの丘駅前ビル４Ｆ
     045-941-6480  (045-941-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3906383,018.9 ホワイトデンタルクリ〒224-0003 （歯訪診）第2596号        平成29年 3月 1日
     都歯3018 ニック 横浜市都筑区中川中央１－２９－ （補管）第7414号          平成28年 4月 1日
     ２４　ＨａｂｉｔｅｒＮｏｒｄ３
     階Ｆ号室
     045-911-8148  (045-911-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3907383,019.7 つづきファミリー歯科〒224-0041 （外来環）第1001号        平成28年11月 1日
     都歯3019 横浜市都筑区仲町台１－３４－３ （医管）第2048号          平成29年 2月 1日
     045-530-9898  （か強診）第339号         平成28年11月 1日
     （歯援診）第588号         平成28年11月 1日
     （補管）第7458号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3908383,020.5 武藤歯科医院 〒224-0043 （外来環）第1024号        平成28年12月 1日
     都歯3020 横浜市都筑区折本町１１８－１　 （か強診）第356号         平成28年12月 1日
     １Ｆ （歯援診）第600号         平成28年12月 1日
     045-471-0118  （歯ＣＡＤ）第126220号    平成28年10月 1日
     （補管）第7511号          平成28年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  468

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3909383,021.3 医療法人香裕会　アク〒224-0003 （歯リハ２）第388号       平成28年 8月 1日
     都歯3021 アポート歯科 横浜市都筑区中川中央１－２５－ （歯ＣＡＤ）第126181号    平成28年 8月 1日
     １　ノースポート・モール５Ｆ　 （補管）第7491号          平成28年 8月 1日
     ５０５－２－２
     045-910-3418  (045-910-3419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3910383,022.1 センター北駅前歯科 〒224-0014 （歯ＣＡＤ）第126353号    平成29年 1月 1日
     都歯3022 横浜市都筑区牛久保東１－１－７ （補管）第7583号          平成29年 1月 1日
     　日伸ビル２Ｆ
     045-591-4609  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3911383,023.9 センター北歯科クリニ〒224-0003 （歯ＣＡＤ）第126354号    平成29年 1月 1日
     都歯3023 ック 横浜市都筑区中川中央１－２－２ （補管）第7584号          平成29年 1月 1日
     　ローバーセンター北４Ｆ
     045-911-8662  (045-911-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3912383,024.7 アリビオ矯正歯科クリ〒224-0003 （矯診）第238号           平成29年 2月 1日
     都歯3024 ニック 横浜市都筑区中川中央１－２－２ （顎診）第172号           平成29年 2月 1日
     　ローバーセンター北３Ｆ
     045-489-4900  (045-489-4901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3913383,025.4 医療法人社団天雲会　〒224-0021 （外来環）第1209号        平成29年 4月 1日
     都歯3025 てんくも歯科医院 横浜市都筑区北山田１－９－３　 （医管）第2116号          平成29年 4月 1日
     ＥＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭ （か強診）第496号         平成29年 4月 1日
     ＡＴＡ２Ｆ （歯援診）第693号         平成29年 2月 1日
     045-591-3728  (045-591-3714) （歯ＣＡＤ）第126408号    平成29年 2月 1日
     （補管）第7607号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3914383,026.2 もりた歯科クリニック〒224-0021 （歯訪診）第3324号        平成29年 5月 1日
     都歯3026 横浜市都筑区北山田２－２－７ （歯ＣＡＤ）第126462号    平成29年 5月 1日
     045-534-8286  (045-534-8285) （補管）第7634号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3915383,027.0 港北歯科クリニック 〒224-0032 （歯訪診）第3371号        平成29年 5月 1日
     都歯3027 横浜市都筑区茅ケ崎中央４５－１ （歯ＣＡＤ）第126504号    平成29年 5月 1日
     ４　村田ビル３Ｆ （補管）第7670号          平成29年 5月 1日
     045-948-6480  (045-948-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3916383,028.8 ＭＩデンタルクリニッ〒224-0062 （補管）第7662号          平成29年 6月 1日
     都歯3028 ク 横浜市都筑区葛が谷８　オーケー
     ディスカウントセンター港北店２
     Ｆ
     045-530-9680  (045-949-0985)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3917383,029.6 医療法人社団聖礼会　〒224-0032 （外来環）第1394号        平成30年 1月 1日
     都歯3029 アス港北歯科クリニッ横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１　 （医管）第2160号          平成29年 6月 1日
     ク 港北東急Ｓ．Ｃ．４Ｆ （補管）第7689号          平成29年 6月 1日
     045-944-6480  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  469

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3918383,030.4 すずき歯科医院 〒224-0001 （歯ＣＡＤ）第126531号    平成29年 7月 1日
     都歯3030 横浜市都筑区中川１－１１－２５ （補管）第7676号          平成29年 7月 1日
     　シーアイマンション港北中川１
     Ｆ
     045-530-3882  (045-530-3160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3919383,031.2 百瀬歯科医院 〒224-0001 （歯訪診）第3453号        平成29年12月 1日
     都歯3031 横浜市都筑区中川１－２２－５ （補管）第7764号          平成29年12月 1日
     045-911-7171  (045-911-7217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3920383,032.0 医療法人武井会　ウィ〒224-0003 （歯ＣＡＤ）第126899号    平成30年 3月 1日
     都歯3032 ン歯科クリニック 横浜市都筑区中川中央２－７－１ （ＧＴＲ）第515号         平成30年 3月 1日
     　１Ｆ１０４－Ｂ区 （補管）第7797号          平成30年 3月 1日
     045-590-5552  (045-590-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3921383,033.8 志田歯科医院 〒224-0062 （酸単）第42348号         平成29年 4月 1日
     都歯3033 横浜市都筑区葛が谷４－５
     045-949-6910  (045-949-6920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3922384,004.8 斉藤歯科 〒224-0053 （補管）第1347号          平成 8年 4月 1日
     都歯4 横浜市都筑区池辺町３７４０ （１７５）第2268号        平成14年 4月 1日
     045-933-8079  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3923384,005.5 塩野目歯科医院 〒224-0006 （歯訪診）第450号         平成28年 4月 1日
     都歯5 横浜市都筑区荏田東３－６－１１ （歯ＣＡＤ）第1576号      平成27年 2月 1日
     045-941-7488  （補管）第1348号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3924384,006.3 川和歯科 〒224-0057 （歯援診）第75号          平成28年 8月 1日
     都歯6 横浜市都筑区川和町９５８ （歯地連）第348号         平成20年 7月14日
     045-932-8181  (045-932-8181) （歯ＣＡＤ）第938号       平成26年 8月 1日
     （補管）第4707号          平成20年 7月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3925384,007.1 佐江戸歯科 〒224-0053 （補管）第1336号          平成 8年 4月 1日
     都歯7 横浜市都筑区池辺町４３１２－２ （１７５）第2269号        平成14年 4月 1日
     ０２
     045-932-8282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3926384,010.5 宮川歯科医院 〒224-0037 （歯訪診）第2458号        平成29年 2月 1日
     都歯10 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－２－６ （補管）第1344号          平成 8年 4月 1日
     センタービレッジグリーン１０１
     045-942-2320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3927384,013.9 葉歯科医院 〒224-0007 （歯訪診）第2148号        平成28年 9月 1日
     都歯13 横浜市都筑区荏田南２－１３－１ （歯ＣＡＤ）第126175号    平成28年 9月 1日
     ０ （補管）第1332号          平成 8年 4月 1日
     045-942-4182  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  470

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3928384,014.7 すみれが丘歯科 〒224-0013 （歯訪診）第451号         平成28年 4月 1日
     都歯14 横浜市都筑区すみれが丘２０－９ （歯ＣＡＤ）第470号       平成26年 5月 1日
     045-592-2322  （補管）第1352号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3929384,017.0 フレンド歯科医院 〒224-0007 （補管）第1356号          平成 8年 4月 1日
     都歯17 横浜市都筑区荏田南３－２８－１ （１７５）第2270号        平成14年 4月 1日
     ７
     045-941-4082  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3930384,020.4 山田歯科クリニック 〒224-0036 （歯訪診）第2459号        平成29年 2月 1日
     都歯20 横浜市都筑区勝田南２－１９－１ （歯ＣＡＤ）第126343号    平成29年 2月 1日
     ６ （補管）第1339号          平成 8年 4月 1日
     045-592-1182  （１７５）第2271号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3931384,022.0 グランドール歯科 〒224-0066 （外来環）第1128号        平成29年 3月 1日
     都歯22 横浜市都筑区見花山１－２０　グ （歯訪診）第1914号        平成28年 5月 1日
     ランドール見花山１０３ （補管）第1353号          平成 8年 4月 1日
     045-942-2332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3932384,024.6 中島歯科医院 〒224-0013 （歯訪診）第2221号        平成28年11月 1日
     都歯24 横浜市都筑区すみれが丘１９－３ （補管）第4619号          平成14年 4月 1日
     045-591-2081  （１７５）第2273号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3933384,027.9 マサキ歯科クリニック〒224-0065 （歯ＣＡＤ）第939号       平成26年 8月 1日
     都歯27 横浜市都筑区高山６－４ （補管）第4388号          平成13年 5月 1日
     045-943-3111  （１７５）第2873号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3934384,029.5 ニュータウンファミリ〒224-0037 （歯訪診）第583号         平成28年 4月 1日
     都歯29 ー歯科クリニック 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－２－２ （補管）第1346号          平成 8年 4月 1日
     ３ （酸単）第40353号         平成29年 4月 1日
     045-942-1182  (045-942-8655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3935384,031.1 医療法人社団　悠久会〒224-0061 （歯訪診）第2324号        平成29年 1月 1日
     都歯31 　前沢歯科クリニック横浜市都筑区大丸１７－８ （歯ＣＡＤ）第126305号    平成29年 1月 1日
     045-941-2730  (045-941-2730) （補管）第1357号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3936384,032.9 みなも歯科医院 〒224-0012 （歯訪診）第2597号        平成29年 3月 1日
     都歯32 横浜市都筑区牛久保西２－１－３ （歯ＣＡＤ）第1480号      平成27年 1月 1日
     ３ミナモビル１０１ （補管）第1340号          平成 8年 4月 1日
     045-911-2225  （１７５）第2725号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3937384,033.7 わし沢歯科医院 〒224-0023 （補管）第1350号          平成 8年 4月 1日
     都歯33 横浜市都筑区東山田３－１７－２
     パークサイド１０５
     045-593-4340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  471

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3938384,034.5 こうの歯科クリニック〒224-0021 （歯ＣＡＤ）第126862号    平成30年 3月 1日
     都歯34 横浜市都筑区北山田１－１－３６ （根切顕微）第230号       平成30年 3月 1日
     －２０１ （補管）第1337号          平成 8年 4月 1日
     045-591-6888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3939384,036.0 森内歯科医院 〒224-0041 （歯訪診）第2957号        平成29年 4月 1日
     都歯36 横浜市都筑区仲町台５－１－３５ （歯ＣＡＤ）第2078号      平成27年 8月 1日
     045-943-5336  （補管）第1328号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3940384,040.2 吉江歯科医院 〒224-0021 （医管）第389号           平成18年 4月 1日
     都歯40 横浜市都筑区北山田３－１１－１ （手顕微加）第208号       平成29年 3月 1日
     ８ （歯ＣＡＤ）第2622号      平成28年 6月 1日
     045-591-8242  （根切顕微）第177号       平成29年 3月 1日
     （補管）第1349号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40277号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3941384,041.0 中村歯科クリニック 〒224-0029 （外来環）第113号         平成20年 5月 1日
     都歯41 横浜市都筑区南山田２－１１－１ （医管）第1747号          平成28年 4月 1日
     ６ （か強診）第70号          平成28年 4月 1日
     045-591-8211  （歯援診）第470号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第130号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第469号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第453号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第655号       平成26年 6月 1日
     （補管）第1362号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3942384,044.4 岸歯科クリニック 〒224-0055 （歯ＣＡＤ）第126764号    平成30年 1月 1日
     都歯44 横浜市都筑区加賀原１－２３－２ （補管）第1358号          平成 8年 4月 1日
     ３サンヒルズ中山１０３
     045-942-4787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3943384,045.1 Ｋデンタルクリニック〒224-0012 （外来環）第1081号        平成29年 2月 1日
     都歯45 横浜市都筑区牛久保３－３－８セ （医管）第2063号          平成29年 3月 1日
     ントラルアベニュー１０２ （か強診）第420号         平成29年 3月 1日
     045-913-4563  （歯援診）第649号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2503号      平成28年 4月 1日
     （補管）第1331号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40278号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3944384,047.7 きぬた歯科 〒224-0053 （外来環）第921号         平成28年 7月 1日
     都歯47 横浜市都筑区池辺町５４８６－３ （補管）第1333号          平成 8年 4月 1日
     　リバーサイド中河１Ｆ
     045-935-1186  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  472

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3945384,049.3 田井歯科クリニック 〒224-0007 （歯訪診）第2325号        平成29年 1月 1日
     都歯49 横浜市都筑区荏田南４－１７－１ （歯ＣＡＤ）第940号       平成26年 8月 1日
     ８ （補管）第1341号          平成 8年 4月 1日
     045-941-6488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3946384,050.1 ムラマツ・デンタルク〒224-0001 （歯訪診）第3290号        平成29年 4月 1日
     都歯50 リニック 横浜市都筑区中川１－２０－１８ （歯ＣＡＤ）第2623号      平成28年 6月 1日
     エバーラスティング２０１号 （補管）第1367号          平成 8年 4月 1日
     045-912-6846  （１７５）第2279号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3947384,051.9 小泉歯科診療所 〒224-0023 （外来環）第44号          平成20年 4月 1日
     都歯51 横浜市都筑区東山田４－２９－１ （歯訪診）第455号         平成28年 4月 1日
     ８ （歯ＣＡＤ）第126306号    平成29年 1月 1日
     045-591-1131  (045-591-1153) （歯技工）第144号         平成22年 5月 1日
     （補管）第1326号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2727号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3948384,053.5 鳥居歯科医院 〒224-0013 （歯訪診）第2842号        平成29年 4月 1日
     都歯53 横浜市都筑区すみれが丘２４－１ （補管）第1330号          平成 8年 4月 1日
     045-593-6667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3949384,056.8 岸歯科医院 〒224-0032 （歯訪診）第2256号        平成28年12月 1日
     都歯56 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３０－１ （歯リハ２）第357号       平成28年 4月 1日
     ６アイビル２０１号室 （歯ＣＡＤ）第188号       平成26年 4月 1日
     045-943-4618  （ＧＴＲ）第100号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3536号          平成 8年 7月 1日
     （１７５）第2280号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3950384,059.2 医療法人社団　同仁会〒224-0001 （外来環）第218号         平成20年 8月 1日
     都歯59 　ワタナベ歯科医院 横浜市都筑区中川４－２－２０ （医管）第390号           平成18年 4月 1日
     045-911-6666  （か強診）第245号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第125号         平成29年 3月 1日
     （手顕微加）第76号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第169号       平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2233号      平成27年12月 1日
     （手術歯根）第102号       平成29年 1月 1日
     （歯技工）第31号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第109号       平成28年 7月 1日
     （補管）第1338号          平成 9年 5月 1日
     （酸単）第40279号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3951384,060.0 センター南歯科 〒224-0006 （歯訪診）第1997号        平成28年 6月 1日
     都歯60 横浜市都筑区荏田東１－３－３ （歯ＣＡＤ）第807号       平成26年 7月 1日
     045-943-1678  （補管）第3731号          平成 9年 9月 1日
     （１７５）第2281号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  473

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3952384,063.4 よしおか歯科医院 〒224-0061 （外来環）第460号         平成24年12月 1日
     都歯63 横浜市都筑区大丸３－３ （医管）第391号           平成18年 4月 1日
     045-948-1105  （か強診）第246号         平成28年 8月 1日
     （歯地連）第350号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第2460号        平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第656号       平成26年 6月 1日
     （補管）第4495号          平成12年 4月 1日
     （酸単）第40354号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3953384,066.7 よしもと小児・矯正歯〒224-0041 （補管）第4159号          平成12年 4月 1日
     都歯66 科クリニック 横浜市都筑区仲町台１－２３－２
     ２ＮＯＵＥＲ仲町台２０４
     045-944-4866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3954384,067.5 竹村歯科医院 〒224-0032 （歯訪診）第2461号        平成29年 2月 1日
     都歯67 横浜市都筑区茅ヶ崎中央２６－１ （歯ＣＡＤ）第657号       平成26年 6月 1日
     エクレール横浜２Ｆ （補管）第4496号          平成12年 4月 1日
     045-948-4177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3955384,070.9 井上歯科クリニック 〒224-0012 （歯訪診）第3164号        平成29年 4月 1日
     都歯70 横浜市都筑区牛久保１－２－９メ （歯ＣＡＤ）第1994号      平成27年 7月 1日
     ディコーポ都筑２０１ （補管）第3892号          平成10年 9月 1日
     045-911-8639  (045-9118639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3956384,071.7 すが歯科医院 〒224-0003 （外来環）第864号         平成28年 7月 1日
     都歯71 横浜市都筑区中川中央１－３９－ （か強診）第270号         平成28年 7月 1日
     ７マイキャッスルセンター北Ⅱ （歯援診）第525号         平成28年 7月 1日
     045-913-8856  (045-913-8857) （歯訪診）第458号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1904号      平成27年 6月 1日
     （補管）第3896号          平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3957384,072.5 あいたい歯科クリニッ〒224-0003 （歯訪診）第2843号        平成29年 4月 1日
     都歯72 ク 横浜市都筑区中川中央１－１－３ （歯ＣＡＤ）第126583号    平成29年 9月 1日
     －５０２ （補管）第3920号          平成10年10月 1日
     045-911-0990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3958384,075.8 センター北小泉歯科診〒224-0003 （外来環）第45号          平成20年 4月 1日
     都歯75 療所 横浜市都筑区中川中央１－３８－ （補管）第3977号          平成11年 4月 1日
     １８センター北小泉ビル５階 （１７５）第2728号        平成14年 5月 1日
     045-910-4181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3959384,076.6 いしなべ歯科クリニッ〒224-0003 （外来環）第912号         平成28年 8月 1日
     都歯76 ク 横浜市都筑区中川中央１－３５－ （医管）第1944号          平成28年 8月 1日
     １６マイキャッスルセンター北２ （か強診）第247号         平成28年 8月 1日
     ０５ （歯援診）第539号         平成28年 8月 1日
     045-913-0706  (045-913-0706) （補管）第3992号          平成11年 4月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  474

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3960384,081.6 つじもと歯科医院 〒224-0062 （補管）第4056号          平成11年 8月15日
     都歯81 横浜市都筑区葛が谷１２－１３ロ
     イヤルヒル葛が谷１０４・１０５
     045-944-1839  (045-944-1839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3961384,083.2 Ｙ’ｓデンタルクリニ〒224-0003 （歯ＣＡＤ）第2624号      平成28年 6月 1日
     都歯83 ック 横浜市都筑区中川中央１－３７－ （補管）第4065号          平成11年 9月 1日
     ２２Ｙ’ｓビル２Ｆ
     045-910-5555  (045-910-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3962384,084.0 プラザ歯科 〒224-0006 （歯訪診）第3291号        平成29年 4月 1日
     都歯84 横浜市都筑区荏田東４－８－５プ （歯ＣＡＤ）第1481号      平成27年 1月 1日
     ラザ都筑２Ｆ－２ （補管）第4075号          平成11年10月 1日
     045-941-1178  (045-941-1178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3963384,087.3 みやひら歯科 〒224-0029 （歯訪診）第2326号        平成29年 1月 1日
     都歯87 横浜市都筑区南山田２－１７－１ （補管）第4108号          平成12年 1月 1日
     ６
     045-590-4601  (045-590-4602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3964384,088.1 なかざと歯科 〒224-0032 （歯訪診）第459号         平成28年 4月 1日
     都歯88 横浜市都筑区茅ケ崎中央４４－３ （歯ＣＡＤ）第126246号    平成28年11月 1日
     ＭＡＳＡ　ＢＬＤＧ２Ｆ （補管）第4110号          平成12年 1月 1日
     045-942-4184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3965384,089.9 医療法人社団クローヴ〒224-0021 （外来環）第1402号        平成30年 1月 1日
     都歯89 ァ歯科クリニック 横浜市都筑区北山田３－１２－１ （う蝕無痛）第1号         平成20年 4月 1日
     ３アルテミス１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1482号      平成26年12月 1日
     045-591-8795  (045-591-0665) （補管）第1363号          平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3966384,091.5 長瀬歯科クリニック 〒224-0041 （補管）第4132号          平成12年 3月 1日
     都歯91 横浜市都筑区仲町台１－２８－６
     プラティーク仲町台２Ｆ
     045-945-1480  (045-945-1480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3967384,096.4 センター南なかむら歯〒224-0032 （歯訪診）第2958号        平成29年 4月 1日
     都歯96 科医院 横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－１ （歯リハ２）第306号       平成27年 3月 1日
     タウンスクエア３０１ （歯ＣＡＤ）第1643号      平成27年 3月 1日
     045-944-0377  (045-944-0377) （ＧＴＲ）第280号         平成21年 4月 1日
     （補管）第4269号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  475

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3968384,098.0 中川駅前歯科クリニッ〒224-0001 （外来環）第517号         平成26年 1月 6日
     都歯98 ク 横浜市都筑区中川１－１０－２中 （医管）第1599号          平成26年 1月 6日
     川センタービル２０３ （か強診）第71号          平成28年 4月 1日
     045-910-2277  (045-910-2278) （歯援診）第327号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第72号          平成26年 1月 6日
     （歯ＣＡＤ）第510号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第389号         平成26年 1月 6日
     （補管）第6930号          平成26年 1月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3969384,102.0 浜崎歯科医院 〒224-0034 （外来環）第1203号        平成29年 4月 1日
     都歯102 横浜市都筑区勝田町１２９８－２ （歯援診）第286号         平成29年 4月 1日
     045-949-6400  （歯ＣＡＤ）第1755号      平成27年 4月 1日
     （補管）第4382号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3970384,107.9 おおくま歯科医院 〒224-0042 （外来環）第1082号        平成29年 2月 1日
     都歯107 横浜市都筑区大熊町４４２－５ （か強診）第508号         平成29年 5月 1日
     045-475-5160  (045-475-5160) （歯援診）第276号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1644号      平成27年 2月 1日
     （補管）第4562号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3971384,108.7 河野歯科医院 〒224-0041 （歯援診）第200号         平成29年 4月 1日
     都歯108 横浜市都筑区仲町台２－１８－８ （歯ＣＡＤ）第2234号      平成27年12月 1日
     ウイスタリアビル２Ｆ （補管）第1368号          平成14年 1月 1日
     045-942-3308  (045-942-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3972384,109.5 ささき歯科クリニック〒224-0041 （歯ＣＡＤ）第126139号    平成28年 8月 1日
     都歯109 横浜市都筑区仲町台１－２７－７ （補管）第4648号          平成14年 4月 1日
     コルティール仲町台２Ｆ
     045-947-1517  (045-947-1518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3973384,112.9 星川歯科医院 〒224-0032 （歯訪診）第2598号        平成29年 3月 1日
     都歯112 横浜市都筑区茅ケ崎中央８－３８ （歯ＣＡＤ）第2079号      平成27年 8月 1日
     －１０３ （補管）第4845号          平成14年 7月 1日
     045-944-0997  (045-944-0997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3974384,117.8 井上デンタルクリニッ〒224-0032 （補管）第5011号          平成15年 6月 1日
     都歯117 ク 横浜市都筑区茅ケ崎中央２１－１
     ４ファーストヒルズ１０１
     045-945-7335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3975384,119.4 佐々木歯科クリニック〒224-0015 （歯ＣＡＤ）第126344号    平成29年 2月 1日
     都歯119 横浜市都筑区牛久保西１－２４－ （補管）第5063号          平成15年11月 1日
     ４１
     045-915-8585  (045-915-8586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  476

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3976384,122.8 Ｄ．Ｂ．ＤＥＮＴＡＬ〒224-0033 （歯ＣＡＤ）第1577号      平成27年 2月 1日
     都歯122 横浜市都筑区茅ケ崎東２－２－５ （補管）第5129号          平成16年 4月 1日
     グレース代官２　１Ｆ
     045-949-6480  (045-949-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3977384,123.6 Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ〒224-0032 （補管）第5128号          平成16年 4月 1日
     都歯123 ｉｃｅ　Ｗｉｌｌ 横浜市都筑区茅ケ崎中央５２－１
     グランエクシード２０２
     045-949-5260  (045-949-5261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3978384,124.4 仲町台デンタルクリニ〒224-0041 （歯訪診）第2959号        平成29年 4月 1日
     都歯124 ック 横浜市都筑区仲町台１－３２－４ （歯ＣＡＤ）第1383号      平成26年12月 1日
     045-942-0007  (045-942-0007) （補管）第5160号          平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3979384,127.7 佐藤歯科医院 〒224-0041 （歯訪診）第1930号        平成28年 5月 1日
     都歯127 横浜市都筑区仲町台１－７－１８ （歯ＣＡＤ）第808号       平成26年 7月 1日
     ビュロー仲町台２０１号 （補管）第1342号          平成16年 8月 1日
     045-943-8509  (045-943-8509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3980384,129.3 ひぐち歯科クリニック〒224-0021 （歯ＣＡＤ）第1034号      平成26年 9月 1日
     都歯129 横浜市都筑区北山田１－１２－４ （補管）第4090号          平成17年 1月 1日
     コーニス１階Ｃ号 （１７５）第2829号        平成17年 1月 1日
     045-594-3540  (045-594-3540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3981384,130.1 堀元歯科医院 〒224-0003 （外来環）第147号         平成20年 6月 1日
     都歯130 横浜市都筑区中川中央１－２９－ （医管）第1505号          平成20年11月 1日
     ２グランドメゾンセンター北１０ （か強診）第72号          平成28年 4月 1日
     １ （歯援診）第323号         平成28年 4月 1日
     045-910-1881  (045-910-1881) （在歯管）第131号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第359号       平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第78号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2324号      平成28年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第275号         平成20年11月 1日
     （根切顕微）第47号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3679号          平成17年 8月 1日
     （酸単）第40601号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3982384,133.5 とよだ歯科医院 〒224-0021 （歯ＣＡＤ）第658号       平成26年 6月 1日
     都歯133 横浜市都筑区北山田１－７－１ソ （補管）第5359号          平成17年 9月 1日
     ニックス１７１　３Ｆ
     045-590-5502  (045-590-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3983384,135.0 こうざき歯列矯正クリ〒224-0003 （矯診）第179号           平成22年 4月 1日
     都歯135 ニック 横浜市都筑区中川中央１－２９－ （顎診）第117号           平成18年 4月15日
     ２グランドメゾンセンター北２０
     １
     045-910-4184  (045-910-4185)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  477

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3984384,141.8 医療法人社団　親和会〒224-0053 （外来環）第353号         平成22年 4月 1日
     都歯141 　ららぽーと横浜さく横浜市都筑区池辺町４０３５－１ （歯訪診）第2192号        平成28年10月 1日
     らんぼ歯科 　ららぽーと横浜１３０９室 （歯ＣＡＤ）第659号       平成26年 4月 1日
     045-414-1745  (045-929-2711) （補管）第5579号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3985384,142.6 イーデンタルクリニッ〒224-0053 （外来環）第606号         平成26年12月 1日
     都歯142 ク 横浜市都筑区池辺町４０３５－１ （歯ＣＡＤ）第1036号      平成26年 9月 1日
     　イトーヨーカドーららぽーと横 （補管）第5591号          平成19年 3月15日
     浜店３階
     045-929-3718  (045-929-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3986384,145.9 やすらおか歯科 〒224-0057 （歯ＣＡＤ）第2196号      平成27年11月 1日
     都歯145 横浜市都筑区川和町１２１４ （補管）第5606号          平成19年 5月 1日
     045-929-4450  (045-929-4480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3987384,146.7 池尻歯科医院 〒224-0055 （歯ＣＡＤ）第1138号      平成26年10月 1日
     都歯146 横浜市都筑区加賀原１－１９－２ （補管）第3377号          平成19年 8月 1日
     ６ （１７５）第2726号        平成19年 8月 1日
     045-941-9151  (045-941-9151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3988384,149.1 オズデンタルスペース〒224-0032 （歯ＣＡＤ）第2325号      平成28年 2月 1日
     都歯149 横浜市都筑区茅ケ崎中央２－１　 （補管）第5699号          平成19年12月 1日
     オズマークスセンター南２Ｆ
     045-947-0444  (045-947-0445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3989384,159.0 ガーデンプラザ歯科 〒224-0057 （歯訪診）第2102号        平成28年 8月 1日
     都歯159 横浜市都筑区川和町１２３６－１ （歯ＣＡＤ）第1992号      平成27年 7月 1日
     －４Ｆ （補管）第5966号          平成21年 8月 1日
     045-938-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3990384,161.6 ながしま歯科 〒224-0041 （補管）第6094号          平成22年 3月 1日
     都歯161 横浜市都筑区仲町台１－４－７東
     急ストア仲町台店Ｂ１Ｆ
     045-532-4618  (045-532-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3991384,162.4 かみくら歯科 〒224-0003 （歯ＣＡＤ）第126891号    平成30年 3月 1日
     都歯162 横浜市都筑区中川中央２－２－１ （補管）第6086号          平成22年 3月 1日
     ，２ルララこうほく１０４－４
     045-534-8418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  478

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3992384,164.0 コンパスクリニック横〒224-0001 （時間外１）第576号       平成29年 5月 1日
     (381,009.0) 浜 横浜市都筑区中川１－１９－２５ （支援診３）第1364号      平成29年 5月 1日
     都歯164 露木中川ビル１Ｆ１０１ （歯援診）第181号         平成29年 4月 1日
     045-913-1414  （在医総管）第2097号      平成29年 5月 1日
     （在総）第1475号          平成29年 5月 1日
     （歯地連）第455号         平成25年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2504号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6218号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3993384,165.7 医療法人社団　神和会〒224-0041 （補管）第6277号          平成23年 1月 1日
     都歯165 　やわら歯科クリニッ横浜市都筑区仲町台２－１－５　
     ク シャトレワン仲町台　１Ｆ
     045-945-3990  (045-945-3991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3994384,167.3 勝田歯科医院 〒224-0034 （外来環）第451号         平成24年12月 1日
     都歯167 横浜市都筑区勝田町２９４－３　 （医管）第1968号          平成28年 9月 1日
     ２Ｆ （か強診）第182号         平成28年 6月 1日
     045-591-2918  （歯援診）第227号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第227号         平成28年 9月 1日
     （在推進）第35号          平成26年 4月 1日
     （歯リハ２）第123号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第660号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6292号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3995384,168.1 まつばら歯科・小児歯〒224-0037 （歯ＣＡＤ）第1757号      平成27年 4月 1日
     都歯168 科 横浜市都筑区茅ケ崎南５－１－１ （補管）第6415号          平成23年 9月 1日
     ０　ノーブル茅ヶ崎１Ｆ　Ｂ
     045-507-3527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3996384,171.5 仲町台たがみ歯科医院〒224-0041 （歯ＣＡＤ）第111号       平成26年 4月 1日
     都歯171 横浜市都筑区仲町台１－２７－２ （補管）第6537号          平成24年 4月 1日
     ティ・ケイ・エムビル１Ｆ
     045-943-7707  (045-943-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3997384,173.1 センター南デンタルオ〒224-0037 （歯ＣＡＤ）第1838号      平成27年 5月 1日
     都歯173 フィス 横浜市都筑区茅ケ崎南５－１－５ （補管）第6674号          平成24年11月 1日
     ３オーク・ツダ１Ｆ
     045-507-8444  (045-507-8445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3998384,174.9 ＳＵＺＵ　ＤＥＮＴＡ〒224-0061 （歯ＣＡＤ）第1758号      平成27年 4月 1日
     都歯174 Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ 横浜市都筑区大丸３－２２ウェル （補管）第6675号          平成24年11月 1日
     カムヒル１０１
     045-507-8282  (045-507-8283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  479

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3999384,175.6 あおぞら歯科クリニッ〒224-0041 （外来環）第1161号        平成29年 3月 1日
     都歯175 ク 横浜市都筑区仲町台１－２８－１ （歯訪診）第3070号        平成29年 4月 1日
     ３タルタビル１Ｆ （補管）第6714号          平成24年12月 1日
     045-941-1818  (045-941-1818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4000384,176.4 ふれあいの丘デンタル〒224-0062 （外来環）第1231号        平成29年 5月 1日
     都歯176 クリニック　秋庭矯正横浜市都筑区葛が谷８－１０　ふ （手顕微加）第175号       平成28年10月 1日
     歯科 れあいの丘駅前ビル２Ｆ （根切顕微）第138号       平成28年10月 1日
     045-949-6474  (045-949-6473) （補管）第6715号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4001384,177.2 つづき歯科クリニック〒224-0015 （補管）第6736号          平成25年 1月 1日
     都歯177 横浜市都筑区牛久保西１－２４－
     ４５
     045-913-7040  (045-913-7040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4002384,179.8 おおいし歯科クリニッ〒224-0021 （歯ＣＡＤ）第661号       平成26年 6月 1日
     都歯179 ク 横浜市都筑区北山田１－１－２７ （ＧＴＲ）第377号         平成25年 4月 1日
     045-620-9040  (045-620-9040) （補管）第6758号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4003384,180.6 医療法人社団徳誠会　〒224-0032 （補管）第6787号          平成25年 4月 1日
     都歯180 センター南ステーショ横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１
     ン歯科 045-507-5671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4004384,181.4 みつい歯科クリニック〒224-0062 （歯ＣＡＤ）第142号       平成26年 4月 1日
     都歯181 横浜市都筑区葛が谷１５－７フォ （補管）第6866号          平成25年11月 1日
     ーレストプラザＡ
     045-482-4346  (045-482-4347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4005384,182.2 おおくぼ歯科医院 〒224-0041 （歯ＣＡＤ）第2505号      平成28年 4月 1日
     都歯182 横浜市都筑区仲町台１－２－２８ （補管）第6852号          平成25年10月 1日
     ヨコハマパレス１０３
     045-482-9281  (045-482-9282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4006400,004.8 川野歯科医院 〒259-1132 （補管）第2825号          平成 8年 4月 1日
     伊歯4 伊勢原市桜台１－１３－２１ （１７５）第2283号        平成14年 4月 1日
     0463-95-0662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4007400,008.9 大津歯科医院 〒259-1131 （補管）第2849号          平成20年 4月 1日
     伊歯8 伊勢原市伊勢原３－２０－５ （１７５）第2874号        平成20年 4月 1日
     0463-95-0006  (0463-95-2207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4008400,010.5 中央歯科医院 〒259-1131 （歯訪診）第2462号        平成29年 2月 1日
     伊歯10 伊勢原市伊勢原１－１１－３ （歯ＣＡＤ）第2625号      平成28年 6月 1日
     0463-93-4321  （補管）第2843号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2284号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  480

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4009400,015.4 ハマダ歯科医院 〒259-1132 （歯訪診）第2257号        平成28年12月 1日
     伊歯15 伊勢原市桜台１－３４－１桜台ビ （歯ＣＡＤ）第809号       平成26年 7月 1日
     ル２Ｆ （補管）第4611号          平成14年 4月 1日
     0463-93-7441  （１７５）第2287号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4010400,017.0 清田歯科医院 〒259-1131 （歯訪診）第2463号        平成29年 2月 1日
     伊歯17 伊勢原市伊勢原２－１－５　久能 （歯ＣＡＤ）第1839号      平成27年 5月 1日
     ビル２Ｆ （ＧＴＲ）第102号         平成20年 4月 1日
     0463-93-4180  （補管）第2840号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2288号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40281号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4011400,018.8 竹下歯科医院 〒259-1132 （補管）第2841号          平成 8年 4月 1日
     伊歯18 伊勢原市桜台２－１５－６ （１７５）第2289号        平成14年 4月 1日
     0463-94-8240  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4012400,019.6 大塚歯科医院 〒259-1147 （医管）第1895号          平成28年 7月 1日
     伊歯19 伊勢原市白根４８４－２ （歯訪診）第2328号        平成29年 1月 1日
     0463-93-7200  （歯ＣＡＤ）第126815号    平成30年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第268号         平成20年 9月 1日
     （補管）第2821号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2290号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40282号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4013400,020.4 たかはし歯科 〒259-1132 （歯ＣＡＤ）第1645号      平成27年 3月 1日
     伊歯20 伊勢原市桜台２－２２－１不二ビ （補管）第2827号          平成 8年 4月 1日
     ル
     0463-94-8888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4014400,021.2 歯科伊藤医院 〒259-1111 （外来環）第963号         平成28年 9月 1日
     伊歯21 伊勢原市西富岡１１１０－１ （歯特連）第1号           平成22年 4月 1日
     0463-93-2705  （医管）第393号           平成18年 4月 1日
     （か強診）第298号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第136号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第251号         平成28年12月 1日
     （歯地連）第352号         平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第189号       平成26年 5月 1日
     （補管）第2833号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2291号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4015400,023.8 はらだ歯科診療所 〒259-1126 （歯訪診）第2960号        平成29年 4月 1日
     伊歯23 伊勢原市沼目３－３６－１０ （歯ＣＡＤ）第1384号      平成26年12月 1日
     0463-93-7729  （補管）第2836号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2292号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  481

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4016400,024.6 シズメ歯科医院 〒259-1132 （歯訪診）第2258号        平成28年12月 1日
     伊歯24 伊勢原市桜台１－２－３０三協ビ （補管）第2824号          平成 8年 4月 1日
     ル３Ｆ （１７５）第2293号        平成14年 4月 1日
     0493-93-6464  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4017400,025.3 越光歯科医院 〒259-1131 （補管）第2813号          平成 8年 4月 1日
     伊歯25 伊勢原市伊勢原２－４－２６ （１７５）第2294号        平成14年 4月 1日
     0463-93-6511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4018400,026.1 まるも歯科 〒259-1116 （歯訪診）第2464号        平成29年 2月 1日
     伊歯26 伊勢原市石田５９５代田ビル２Ｆ （補管）第2847号          平成 8年 4月 1日
     0463-93-6231  （１７５）第2295号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4019400,032.9 中島歯科医院 〒259-1145 （歯訪診）第3443号        平成30年 1月 1日
     伊歯32 伊勢原市板戸７７２－２ （補管）第2823号          平成 8年 4月 1日
     0463-96-0106  （１７５）第2296号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4020400,034.5 はせがわ歯科医院 〒259-1137 （補管）第2835号          平成 8年 4月 1日
     伊歯34 伊勢原市笠窪３８２－１
     0463-92-6550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4021400,035.2 石倉歯科医院 〒259-1117 （歯ＣＡＤ）第1578号      平成27年 2月 1日
     伊歯35 伊勢原市東成瀬１２－６コーラル （補管）第2817号          平成 8年 4月 1日
     東成瀬２Ｆ （１７５）第2297号        平成14年 4月 1日
     0463-95-4118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4022400,036.0 医療法人社団　大野歯〒259-1131 （補管）第4752号          平成14年 5月 1日
     伊歯36 科医院 伊勢原市伊勢原３－１１－７ （１７５）第2298号        平成14年 4月 1日
     0463-95-0115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4023400,037.8 藤井歯科医院 〒259-1116 （う蝕無痛）第160号       平成28年 8月 1日
     伊歯37 伊勢原市石田６０４－１前田ビル （手術歯根）第92号        平成28年 8月 1日
     ２Ｆ （補管）第2819号          平成 8年 4月 1日
     0463-91-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4024400,038.6 カマタ歯科医院 〒259-1114 （歯訪診）第3219号        平成29年 4月 1日
     伊歯38 伊勢原市高森３－１２－４１ （歯ＣＡＤ）第1840号      平成27年 5月 1日
     0463-94-0600  （補管）第2820号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4025400,040.2 久保田歯科医院 〒259-1142 （歯訪診）第2844号        平成29年 4月 1日
     伊歯40 伊勢原市田中６６－１ （歯ＣＡＤ）第126518号    平成29年 7月 1日
     0463-91-0648  （補管）第2834号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  482

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4026400,042.8 新倉歯科医院 〒259-1145 （歯訪診）第2465号        平成29年 2月 1日
     伊歯42 伊勢原市板戸４０３ （歯リハ２）第408号       平成29年 3月 1日
     0463-95-0345  （補管）第2831号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第108号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第146号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4027400,043.6 井上歯科クリニック 〒259-1117 （外来環）第875号         平成28年 7月 1日
     伊歯43 伊勢原市東成瀬３４－２３　ジュ （歯訪診）第2329号        平成29年 1月 1日
     ネス慶　１Ｆ （う蝕無痛）第89号        平成24年 3月22日
     0463-91-7164  (0463-91-7164) （歯ＣＡＤ）第126307号    平成29年 1月 1日
     （補管）第6577号          平成24年 3月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4028400,047.7 岩田歯科医院 〒259-1134 （歯訪診）第2961号        平成29年 4月 1日
     伊歯47 伊勢原市八幡台１－１４－５ （歯ＣＡＤ）第1483号      平成27年 1月 1日
     0463-96-0082  (0463-92-8148) （補管）第2846号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2301号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4029403,000.3 大山歯科医院 〒259-1125 （歯訪診）第2678号        平成29年 3月 1日
     伊歯3000 伊勢原市下平間８６５ （補管）第7181号          平成26年12月18日
     0463-93-7211  (0463-93-7212) （１７５）第3047号        平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4030403,001.1 かすみ橋歯科 〒259-1107 （歯ＣＡＤ）第2375号      平成28年 3月 1日
     伊歯3001 伊勢原市大山３２３ （補管）第7364号          平成28年 3月 1日
     0463-79-8215  (0463-79-8215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4031403,002.9 相馬歯科医院 〒259-1114 （外来環）第830号         平成28年 6月 1日
     伊歯3002 伊勢原市高森２－６－２２ （か強診）第434号         平成29年 3月 1日
     0463-93-6818  (0463-93-6818) （歯援診）第616号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2565号      平成28年 5月 1日
     （補管）第7428号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4032403,003.7 医療法人よつ葉会　ゆ〒259-1132 （外来環）第1374号        平成29年12月 1日
     伊歯3003 めの森デンタルオフィ伊勢原市桜台１－２－７　菅沼ビ （医管）第2187号          平成29年12月 1日
     ス ル１Ｆ （歯訪診）第3367号        平成29年 6月 1日
     0463-74-5295  (0463-74-5296) （歯ＣＡＤ）第126463号    平成29年 5月 1日
     （補管）第7635号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4033403,004.5 いせはら　ひだまり歯〒259-1132 （外来環）第1331号        平成29年 8月 1日
     伊歯3004 科クリニック 伊勢原市桜台１－３－３　いせは （歯訪診）第3405号        平成29年 9月 1日
     らｃｏｍａ２Ｆ （歯ＣＡＤ）第126497号    平成29年 6月 1日
     0463-73-8241  (0463-73-5100) （補管）第7663号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4034403,005.2 にしごり歯科医院 〒259-1143 （歯ＣＡＤ）第126584号    平成29年 9月 1日
     伊歯3005 伊勢原市下糟屋３０２２－１ （補管）第7702号          平成29年 9月 1日
     0463-72-8201  (0463-72-8949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  483

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4035404,061.4 医療法人社団　政美会〒259-1147 （外来環）第219号         平成20年 8月 1日
     伊歯61 　北村歯科クリニック伊勢原市白根６３０－１ダイエー （補管）第2830号          平成 8年11月 1日
     伊勢原店１Ｆ
     0463-91-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4036404,062.2 伊勢原市休日歯科診療〒259-1131
     伊歯62 所 伊勢原市伊勢原２－７－３１伊勢
     原シティプラザ４階
     0463-95-3121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4037404,065.5 つじむら歯科医院 〒259-1122 （外来環）第1056号        平成29年 1月 1日
     伊歯65 伊勢原市小稲葉字宮之町２２０４ （医管）第2138号          平成29年 6月 1日
     －１　 （か強診）第537号         平成29年 7月 1日
     0463-95-8214  (0463-95-8309) （歯援診）第773号         平成29年 9月 1日
     （在歯管）第333号         平成29年 6月 1日
     （歯リハ２）第434号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126282号    平成28年12月 1日
     （歯技工）第140号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第503号         平成29年 9月 1日
     （根切顕微）第208号       平成29年 9月 1日
     （補管）第2826号          平成17年 1月 1日
     （酸単）第40283号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4038404,070.5 向笠歯科医院 〒259-1142 （外来環）第1317号        平成29年 7月 1日
     伊歯70 伊勢原市田中９７３－８イセハラ （医管）第2049号          平成29年 2月 1日
     エイトビル１Ｆ （在歯管）第269号         平成29年 2月 1日
     0463-95-8041  (0463-95-8041) （歯訪診）第2330号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第942号       平成26年 8月 1日
     （補管）第2837号          平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4039404,072.1 あやめ歯科医院 〒259-1126 （歯訪診）第3346号        平成29年 6月 1日
     伊歯72 伊勢原市沼目５－１９－１０ （歯ＣＡＤ）第1905号      平成27年 6月 1日
     0463-90-1511  (0463-90-1511) （補管）第4281号          平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4040404,073.9 ルミエール歯科 〒259-1131 （歯訪診）第463号         平成28年 4月 1日
     伊歯73 伊勢原市伊勢原１－１４－９シャ （歯ＣＡＤ）第1259号      平成26年11月 1日
     ルム１０２ （補管）第4289号          平成12年11月 1日
     0463-95-8826  (0463-95-8826) （１７５）第2302号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4041404,075.4 みのり歯科医院 〒259-1116 （歯ＣＡＤ）第126819号    平成30年 2月 1日
     伊歯75 伊勢原市石田６８２ （補管）第4398号          平成13年 6月 1日
     0463-96-0118  (0463-96-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  484

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4042404,076.2 伊勢原駅前歯科医院 〒259-1132 （外来環）第1175号        平成29年 4月 1日
     伊歯76 伊勢原市桜台１－４－２たくみビ （歯援診）第688号         平成29年 4月 1日
     ル３Ｆ （歯ＣＡＤ）第126403号    平成29年 4月 1日
     0463-95-6815  （補管）第4437号          平成13年 8月 1日
     （酸単）第40497号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4043404,077.0 鈴木歯科医院 〒259-1116 （補管）第4677号          平成14年 4月 1日
     伊歯77 伊勢原市石田１４９９－９ （１７５）第2993号        平成19年 9月 1日
     0463-93-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4044404,079.6 鈴村矯正歯科クリニッ〒259-1116
     伊歯79 ク 伊勢原市石田６６８－１石井第２
     ビル３Ｆ－Ｂ
     0463-91-6821  (0463-91-3686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4045404,080.4 ハート歯科 〒259-1132 （外来環）第397号         平成23年12月 1日
     伊歯80 伊勢原市桜台１－１１－２４ （歯訪診）第2259号        平成28年12月 1日
     0463-96-0808  (0463-94-9848) （歯ＣＡＤ）第316号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2829号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4046404,081.2 はぎわら歯科医院 〒259-1122 （外来環）第1083号        平成29年 2月 1日
     伊歯81 伊勢原市小稲葉１００－１２ （歯ＣＡＤ）第126221号    平成28年10月 1日
     0463-92-6449  (0463-92-6459) （補管）第4072号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4047404,082.0 きんすけ歯科 〒259-1104 （外来環）第1447号        平成30年 3月 1日
     伊歯82 伊勢原市坪ノ内２４５－１７ （歯訪診）第2466号        平成29年 2月 1日
     0463-96-1182  (0463-96-1182) （歯ＣＡＤ）第1260号      平成26年11月 1日
     （補管）第5252号          平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4048404,085.3 小田歯科医院 〒259-1145 （外来環）第492号         平成25年10月 1日
     伊歯85 伊勢原市板戸１５５－４ （医管）第1857号          平成28年 6月 1日
     0463-92-4618  (0463-92-4600) （歯訪診）第2260号        平成28年12月 1日
     （う蝕無痛）第129号       平成27年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第69号        平成26年 4月 1日
     （補管）第4284号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4049404,086.1 桜台歯科クリニック 〒259-1132 （歯訪診）第2599号        平成29年 3月 1日
     伊歯86 伊勢原市桜台１－８－１イトーヨ （歯ＣＡＤ）第2672号      平成28年 7月 1日
     ーカ堂４Ｆ （補管）第5787号          平成20年 9月15日
     0463-96-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4050404,087.9 さくら歯科クリニック〒259-1147 （歯訪診）第2962号        平成29年 4月 1日
     伊歯87 伊勢原 伊勢原市白根字高林５３６－１ （在推進）第129号         平成29年 4月 1日
     0463-97-5885  (0463-97-5886) （歯ＣＡＤ）第503号       平成26年 5月 1日
     （補管）第5985号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  485

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4051404,089.5 ふなき歯科 〒259-1116 （外来環）第538号         平成26年 4月 1日
     伊歯89 伊勢原市石田２２４－１ （医管）第1809号          平成28年 5月 1日
     0463-93-3335  (0463-93-3335) （か強診）第254号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第473号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1139号      平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第396号         平成26年 4月 1日
     （補管）第6180号          平成22年 5月 1日
     （酸単）第40284号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4052404,092.9 みやけ歯科 〒259-1141 （外来環）第508号         平成26年 1月 1日
     伊歯92 伊勢原市上粕屋６９６－１０ （歯訪診）第2467号        平成29年 2月 1日
     0463-95-5454  (0463-95-5454) （歯ＣＡＤ）第1261号      平成26年11月 1日
     （補管）第6308号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4053404,093.7 はらだ歯科市役所前診〒259-1131 （歯訪診）第2261号        平成28年12月 1日
     伊歯93 療室 伊勢原市伊勢原４－６３５－１　 （補管）第6351号          平成23年 4月 1日
     ヤマキビル１Ｆ （１７５）第3036号        平成23年 5月 1日
     0463-92-1461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4054404,097.8 菊池歯科医院 〒259-1133 （歯ＣＡＤ）第126806号    平成30年 2月 1日
     伊歯97 伊勢原市東大竹２８２－２ （歯技工）第183号         平成24年 4月10日
     0463-95-8241  (0463-91-0234) （補管）第6580号          平成24年 4月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4055404,098.6 医療法人よつ葉会　ゆ〒259-1132 （外来環）第1162号        平成29年 3月 1日
     伊歯98 めの森歯科いせはら 伊勢原市桜台４－２３－２２ （医管）第2153号          平成29年 7月 1日
     0463-73-8885  (0463-73-8886) （か強診）第588号         平成29年12月 1日
     （歯訪診）第1915号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1385号      平成26年12月 1日
     （補管）第6716号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4056404,099.4 デンタルクリニックピ〒259-1145 （歯ＣＡＤ）第810号       平成26年 7月 1日
     伊歯99 ュア伊勢原 伊勢原市板戸２６７－６　神奈蓄 （ＧＴＲ）第379号         平成25年 4月 1日
     ビルディング２Ｆ （補管）第6778号          平成25年 4月 1日
     0463-93-1846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4057404,100.0 たいよう歯科 〒259-1133 （外来環）第690号         平成27年10月 1日
     伊歯100 伊勢原市東大竹１－１３－４－２ （補管）第6779号          平成25年 4月 1日
     ０１
     0463-73-7778  (0463-73-7779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4058410,002.0 尾崎歯科医院 〒252-0027 （歯訪診）第1916号        平成28年 5月 1日
     座歯2 座間市座間１－３２０７－８ （補管）第2051号          平成 8年 4月 1日
     0462-51-1420  （１７５）第2303号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4059410,011.1 相武歯科 〒252-0011 （う蝕無痛）第79号        平成23年 5月16日
     座歯11 座間市相武台３－４２－４９ （歯ＣＡＤ）第1262号      平成26年11月 1日
     046-252-0449  （補管）第6381号          平成23年 5月16日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  486

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4060410,014.5 小島歯科医院 〒252-0001 （歯訪診）第2600号        平成29年 3月 1日
     座歯14 座間市相模が丘５－５－３橋本ビ （歯ＣＡＤ）第335号       平成26年 4月 1日
     ル （補管）第2074号          平成13年 6月 1日
     042-746-2090  (042-746-4462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4061410,015.2 山崎歯科医院 〒252-0024 （補管）第2054号          平成 8年 4月 1日
     座歯15 座間市入谷５－２１ヤングビル３
     Ｆ
     0462-55-2810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4062410,016.0 山本歯科医院 〒252-0024 （歯訪診）第2845号        平成29年 4月 1日
     座歯16 座間市入谷４－２４１９－３３ （歯ＣＡＤ）第126475号    平成29年 6月 1日
     0462-55-8286  （補管）第2062号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4063410,023.6 座間歯科医院 〒252-0027 （歯ＣＡＤ）第2080号      平成27年 8月 1日
     座歯23 座間市座間１－３１２０－４ （補管）第2068号          平成 8年 4月 1日
     0462-51-2265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4064410,024.4 金井歯科医院 〒252-0001 （歯訪診）第464号         平成28年 4月 1日
     座歯24 座間市相模が丘４－２３－１１ （歯ＣＡＤ）第1484号      平成27年 1月 1日
     0462-55-2021  （補管）第2067号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2306号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4065410,027.7 菊田歯科 〒252-0005 （歯ＣＡＤ）第2081号      平成27年 8月 1日
     座歯27 座間市さがみ野３－１－１２ （補管）第2047号          平成 8年 4月 1日
     0462-56-0100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4066410,028.5 木下歯科医院 〒252-0005 （外来環）第1084号        平成29年 2月 1日
     座歯28 座間市さがみ野２－５－１５　Ｔ （歯訪診）第2150号        平成28年 9月 1日
     ＤＵＩビル２Ｆ （咀嚼機能）第9号         平成28年 5月 1日
     0462-55-3911  （歯ＣＡＤ）第347号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2042号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4067410,029.3 佐藤歯科医院 〒252-0011 （歯ＣＡＤ）第126539号    平成29年 7月 1日
     座歯29 座間市相武台４－１７－７ （補管）第2069号          平成 8年 4月 1日
     0462-55-3385  （１７５）第2830号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4068410,032.7 さがみが丘歯科医院 〒252-0001 （歯ＣＡＤ）第126283号    平成28年12月 1日
     座歯32 座間市相模が丘４－７－６ （補管）第2075号          平成15年 2月 6日
     046-254-3321  （１７５）第2307号        平成15年 2月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4069410,033.5 片野歯科クリニック 〒252-0021 （歯訪診）第2151号        平成28年 9月 1日
     座歯33 座間市緑ケ丘６－１２－１２ （歯ＣＡＤ）第1485号      平成27年 1月 1日
     0462-56-5611  （補管）第2052号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2308号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  487

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4070410,034.3 青山歯科医院 〒252-0011 （歯訪診）第465号         平成28年 4月 1日
     座歯34 座間市相武台３－４１－７ （歯ＣＡＤ）第2326号      平成28年 2月 1日
     0462-56-6033  （補管）第2061号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2309号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4071410,037.6 はまさき歯科医院 〒252-0003 （歯ＣＡＤ）第1386号      平成26年12月 1日
     座歯37 座間市ひばりが丘４－８－１－１ （補管）第2078号          平成 9年 2月 7日
     ２３ （１７５）第2945号        平成15年 8月 1日
     0462-54-8622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4072410,039.2 大山歯科医院 〒252-0024 （歯訪診）第2331号        平成29年 1月 1日
     座歯39 座間市入谷４－２４６９－４２ （歯ＣＡＤ）第126730号    平成30年 1月 1日
     0462-56-5212  （補管）第2044号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4073410,042.6 山中歯科医院 〒252-0024 （歯ＣＡＤ）第2197号      平成27年11月 1日
     座歯42 座間市入谷３－１７２３－４ （補管）第6165号          平成22年 4月26日
     046-251-5665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4074410,043.4 レオ歯科医院 〒252-0001 （外来環）第539号         平成26年 4月 1日
     座歯43 座間市相模が丘４－２６－７ （歯訪診）第2963号        平成29年 4月 1日
     0462-52-0323  （歯ＣＡＤ）第348号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2064号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2310号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4075410,045.9 アベニューすずき歯科〒252-0005 （外来環）第1176号        平成29年 4月 1日
     座歯45 医院 座間市さがみ野２－２－２７アベ （医管）第2091号          平成29年 4月 1日
     ニュー２３ （か強診）第468号         平成29年 4月 1日
     0462-56-9911  （歯援診）第689号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第310号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1263号      平成26年11月 1日
     （補管）第2058号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2311号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4076410,046.7 愛恵歯科医院 〒252-0011 （歯技工）第111号         平成22年 4月 1日
     座歯46 座間市相武台１－３６－５ （補管）第2070号          平成 8年10月 3日
     0462-54-5544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4077410,049.1 医療法人社団出藍会　〒252-0011 （外来環）第292号         平成20年12月 1日
     座歯49 山本歯科医院 座間市相武台１－３５－７ （医管）第1945号          平成28年 8月 1日
     046-256-5232  （か強診）第73号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第382号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第329号         平成29年 5月 1日
     （歯リハ２）第375号       平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1486号      平成27年 1月 1日
     （補管）第3360号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  488

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4078410,052.5 小清水歯科医院 〒252-0011 （補管）第2053号          平成 8年 4月 1日
     座歯52 座間市相武台３－２６－８ （１７５）第2730号        平成14年 5月 1日
     0462-55-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4079410,055.8 医療法人社団　渡辺歯〒252-0011 （外来環）第46号          平成20年 5月 1日
     座歯55 科医院 座間市相武台３－４２－４３－２ （医管）第396号           平成18年 4月 1日
     ０１ （歯技工）第15号          平成22年 4月 1日
     046-256-2655  （ＧＴＲ）第103号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2065号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2312号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40355号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4080410,056.6 土屋歯科医院 〒252-0024 （歯訪診）第2846号        平成29年 4月 1日
     座歯56 座間市入谷３－１６５０－２ （歯ＣＡＤ）第126650号    平成29年11月 1日
     0462-51-1566  (046-257-8700) （ＧＴＲ）第269号         平成20年 9月 1日
     （補管）第2050号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4081410,058.2 小早川歯科 〒252-0023 （歯ＣＡＤ）第126816号    平成30年 2月 1日
     座歯58 座間市立野台３０９ （補管）第2049号          平成 8年 4月 1日
     0462-56-6044  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4082410,060.8 櫻田歯科医院 〒252-0024 （歯訪診）第3220号        平成29年 4月 1日
     座歯60 座間市入谷１－４１３－１スバル （補管）第2063号          平成 8年 4月 1日
     １０２・１０３
     0462-57-2088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4083410,061.6 小峰歯科医院 〒252-0003 （補管）第4689号          平成14年 4月 1日
     座歯61 座間市ひばりが丘５－４７－１９ （１７５）第2313号        平成14年 4月 1日
     0462-57-0555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4084410,063.2 米澤歯科医院 〒252-0023 （歯訪診）第1998号        平成28年 6月 1日
     座歯63 座間市立野台３－３－２１ （歯ＣＡＤ）第2120号      平成27年 9月 1日
     0462-51-3551  （歯技工）第16号          平成22年 4月 1日
     （補管）第2046号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4085410,064.0 ショー歯科医院 〒252-0002 （外来環）第1110号        平成29年 3月 1日
     座歯64 座間市小松原１－２６－２２遠藤 （医管）第1780号          平成28年 4月 1日
     ビル１Ｆ （か強診）第453号         平成29年 3月 1日
     0462-55-0118  （歯援診）第346号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第151号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第57号          平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第663号       平成26年 6月 1日
     （補管）第2043号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2977号        平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  489

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4086410,068.1 永野歯科医院 〒252-0005 （外来環）第1219号        平成29年 5月 1日
     座歯68 座間市さがみ野２－１１－１１第 （か強診）第503号         平成29年 5月 1日
     ６有山ビル２０２ （歯訪診）第467号         平成28年 4月 1日
     0462-51-8202  （歯ＣＡＤ）第1487号      平成27年 1月 1日
     （補管）第2048号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4087410,069.9 矯正歯科小松クリニッ〒252-0024
     座歯69 ク 座間市入谷３－１７１６－６
     0462-57-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4088413,000.1 立野台ふじい歯科 〒252-0023 （外来環）第1306号        平成29年 7月 1日
     座歯3000 座間市立野台３－１４－５ （歯訪診）第1999号        平成28年 6月 1日
     046-240-6489  (046-240-6489) （歯ＣＡＤ）第943号       平成26年 8月 1日
     （補管）第7015号          平成26年 7月 1日
     （酸単）第40356号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4089413,001.9 マーレ歯科クリニック〒252-0005 （歯ＣＡＤ）第1505号      平成26年12月 1日
     座歯3001 座間市さがみ野１－３－７ビック （補管）第7131号          平成26年12月 1日
     ライズさがみ野店Ⅱ１Ｆ
     046-252-3456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4090413,003.5 かえで歯科 〒252-0003 （補管）第7298号          平成27年11月 1日
     座歯3003 座間市ひばりが丘１－４６－１６
     046-259-7077  (046-259-7077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4091413,004.3 グリーンヒルデンタル〒252-0021 （外来環）第725号         平成27年12月 1日
     座歯3004 クリニック 座間市緑ケ丘２－１－３１　エヌ （医管）第1896号          平成28年 7月 1日
     ティビル２Ｆ （か強診）第213号         平成28年 7月 1日
     046-252-2730  (046-252-2730) （歯援診）第564号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2288号      平成27年12月 1日
     （補管）第7332号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4092413,005.0 医療法人社団弘風会　〒252-0023 （歯ＣＡＤ）第126564号    平成29年 8月 1日
     座歯3005 稲井歯科医院 座間市立野台３－２４－１ （補管）第7547号          平成28年12月 1日
     046-256-8550  (046-256-8550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4093413,007.6 相武台駅前歯科クリニ〒252-0011 （歯ＣＡＤ）第126542号    平成29年 7月 1日
     座歯3007 ック 座間市相武台１－３２－１　アン （補管）第7675号          平成29年 7月 1日
     プルールベトン相武台１Ｆ
     046-259-6734  (046-259-6724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  490

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4094413,008.4 医療法人豊貴会　ざま〒252-0024 （外来環）第1352号        平成29年 8月 1日
     座歯3008 駅前歯科 座間市入谷５－１６７９　２Ｆ （医管）第2190号          平成29年12月 1日
     046-266-6868  (046-266-6867) （か強診）第569号         平成29年 8月 1日
     （歯訪診）第3409号        平成29年 8月 1日
     （遠画）第64号            平成30年 1月 1日
     （手顕微加）第236号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126590号    平成29年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第504号         平成29年 9月 1日
     （根切顕微）第209号       平成29年 9月 1日
     （補管）第7707号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4095413,009.2 ひばりが丘ライズモー〒252-0003 （補管）第7765号          平成29年12月 1日
     座歯3009 ル歯科 座間市ひばりが丘４－１１－１　
     ライズモールひばりが丘２Ｆ
     046-240-9335  (046-240-9335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4096414,071.1 菅谷歯科医院 〒252-0001 （歯訪診）第2152号        平成28年 9月 1日
     座歯71 座間市相模が丘５－１１－２３ （歯ＣＡＤ）第969号       平成26年 8月 1日
     0427-42-8848  （補管）第3361号          平成 8年 4月25日
     （１７５）第2316号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4097414,072.9 おおうち歯科医院 〒252-0024 （外来環）第261号         平成20年10月 1日
     座歯72 座間市入谷５－１８８７－３グリ （補管）第3572号          平成 8年 9月 2日
     ーンコート座間２Ｆ－Ｃ （１７５）第2731号        平成14年 5月 1日
     0462-52-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4098414,076.0 こばやし歯科クリニッ〒252-0003 （歯ＣＡＤ）第1387号      平成26年12月 1日
     座歯76 ク 座間市ひばりが丘１－３０－１ （補管）第3847号          平成10年 6月 1日
     0462-51-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4099414,077.8 たなか歯科医院 〒252-0005 （補管）第4339号          平成12年 4月 1日
     座歯77 座間市相模が丘１－２１－５０エ （１７５）第2318号        平成14年 4月 1日
     レガンス小田急相模原１Ｆ
     0427-66-6618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4100414,078.6 医療法人社団　むとう〒252-0011 （か強診）第492号         平成29年 4月 1日
     座歯78 歯科医院 座間市相武台２－４０－９－１１ （歯援診）第718号         平成29年 4月 1日
     ３アルティザ相武台 （歯ＣＡＤ）第1841号      平成27年 5月 1日
     046-257-8201  （補管）第2073号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4101414,081.0 ワダ歯科医院 〒252-0001 （歯ＣＡＤ）第1488号      平成27年 1月 1日
     座歯81 座間市相模が丘２－４７－１ （補管）第4766号          平成14年 5月 1日
     046-266-3535  (046-266-3555) （１７５）第2319号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4102414,082.8 浅野歯科医院 〒252-0021 （歯ＣＡＤ）第472号       平成26年 5月 1日
     座歯82 座間市緑ケ丘５－６－１６ （補管）第3674号          平成12年 4月 1日
     046-251-4605  (046-251-4605)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  491

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4103414,084.4 医療法人　博良会　栗〒252-0014 （歯訪診）第2679号        平成29年 3月 1日
     座歯84 原中央歯科医院 座間市栗原中央４－１３－５ （歯ＣＡＤ）第1995号      平成27年 7月 1日
     046-251-8148  (046-251-8148) （補管）第3830号          平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4104414,085.1 あおば歯科医院 〒252-0001 （歯訪診）第2847号        平成29年 4月 1日
     座歯85 座間市相模が丘５－４２－１０デ （歯ＣＡＤ）第811号       平成26年 7月 1日
     リス相模が丘１０１ （補管）第4328号          平成13年 2月15日
     042-743-7774  (042-743-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4105414,088.5 竹川歯科医院 〒252-0023 （歯訪診）第2222号        平成28年11月 1日
     座歯88 座間市立野台１－１２－９ （う蝕無痛）第93号        平成24年 8月 1日
     046-252-5003  （手術歯根）第41号        平成24年 8月 1日
     （補管）第4595号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4106414,090.1 医療法人財団真和会　〒252-0024 （外来環）第1026号        平成28年12月 1日
     座歯90 みどりの森デンタルク座間市入谷５－１７８０ （か強診）第387号         平成29年 1月 1日
     リニック 046-298-1118  (046-298-1119) （歯援診）第601号         平成28年12月 1日
     （手顕微加）第188号       平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126606号    平成29年10月 1日
     （ＧＴＲ）第433号         平成27年 8月 1日
     （根切顕微）第153号       平成28年12月 1日
     （補管）第4390号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4107414,091.9 しんどう歯科クリニッ〒252-0003 （補管）第5135号          平成16年 4月 1日
     座歯91 ク 座間市ひばりが丘４－７－３５
     046-258-3718  (046-258-3784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4108414,095.0 医療法人社団　秀友会〒252-0024 （外来環）第620号         平成27年 1月 1日
     座歯95 　白風歯科 座間市入谷４－１８６２－５ （か強診）第299号         平成28年 9月 1日
     046-298-3377  (046-298-3300) （歯援診）第565号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第228号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第169号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5623号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4109414,096.8 座間市休日歯科急患セ〒252-0021
     座歯96 ンター 座間市緑ケ丘１－１－３
     046-252-8217  (046-254-3747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4110414,097.6 親と子のデンタルクリ〒252-0001 （歯ＣＡＤ）第2626号      平成28年 6月 1日
     座歯97 ニック 座間市相模が丘５－１０－３３ （補管）第3899号          平成19年 5月 1日
     042-749-0805  (042-747-2552) （矯診）第221号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4111414,099.2 入谷歯科クリニック 〒252-0024 （歯ＣＡＤ）第2279号      平成28年 1月 1日
     座歯99 座間市入谷１－２１６－２ （補管）第5282号          平成20年10月 1日
     046-252-5211  (046-252-5211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  492

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4112414,100.8 こころ歯科クリニック〒252-0001 （歯ＣＡＤ）第970号       平成26年 8月 1日
     座歯100 座間市相模が丘１－４０－５相模 （補管）第6110号          平成22年 4月 1日
     が丘小山店舗１Ｆ
     046-256-7711  (046-256-7712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4113414,101.6 ふじみ歯科クリニック〒252-0001 （歯リハ２）第126号       平成26年 4月 1日
     座歯101 座間市相模が丘１－３８－１４ （う蝕無痛）第116号       平成26年 4月 1日
     046-253-8254  (046-253-5711) （歯ＣＡＤ）第297号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第59号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6252号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4114414,103.2 片桐歯科医院 〒252-0024 （歯訪診）第2739号        平成29年 3月 1日
     座歯103 座間市入谷４－１８８１－２７加 （補管）第6780号          平成25年 4月 1日
     藤ビル２Ｆ
     046-253-1844  (046-253-1844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4115414,104.0 相武台オレンジ歯科 〒252-0012 （歯ＣＡＤ）第473号       平成26年 5月 1日
     座歯104 座間市広野台１－３－３０　２Ｆ （補管）第6854号          平成25年10月 1日
     046-256-4618  (046-256-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4116420,005.1 坂本歯科医院 〒243-0413 （補管）第2092号          平成 8年 4月 1日
     海歯5 海老名市国分寺台２－１１－６ （１７５）第2321号        平成14年 4月 1日
     0462-31-5272  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4117420,007.7 土川歯科医院 〒243-0402 （補管）第2110号          平成 8年 4月 1日
     海歯7 海老名市柏ヶ谷１１２２
     0462-38-1887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4118420,011.9 三宅歯科医院 〒243-0421 （医管）第419号           平成18年 4月 1日
     海歯11 海老名市さつき町１－２１－１０ （補管）第2091号          平成 8年 4月 1日
     ２ （１７５）第2322号        平成14年 4月 1日
     0462-32-3810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4119420,013.5 杉崎歯科医院 〒243-0417 （歯ＣＡＤ）第1389号      平成26年12月 1日
     海歯13 海老名市本郷４０７０ （歯技工）第52号          平成22年 4月 1日
     0462-38-2404  （補管）第2117号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2323号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4120420,014.3 増田歯科医院 〒243-0401 （歯ＣＡＤ）第1037号      平成26年 9月 1日
     海歯14 海老名市東柏ケ谷２－１２－５０ （補管）第2116号          平成 8年 4月 1日
     0462-33-1895  （１７５）第2324号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4121420,017.6 篠原歯科医院 〒243-0434 （補管）第7035号          平成26年 7月 1日
     海歯17 海老名市扇町６－６
     046-233-2811  (046-232-9164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  493

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4122420,023.4 坂田歯科医院 〒243-0433 （歯訪診）第2468号        平成29年 2月 1日
     海歯23 海老名市河原口１３４３ （補管）第2107号          平成 8年 4月 1日
     0462-33-5411  （矯診）第109号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4123420,029.1 札川歯科医院 〒243-0433 （外来環）第276号         平成20年11月 1日
     海歯29 海老名市河原口１００５－１ （歯訪診）第2625号        平成29年 3月 1日
     0462-31-0001  （歯ＣＡＤ）第1264号      平成26年11月 1日
     （補管）第2082号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4124420,031.7 西山歯科医院 〒243-0401 （歯訪診）第2964号        平成29年 4月 1日
     海歯31 海老名市東柏ヶ谷２－２１－５７ （歯ＣＡＤ）第298号       平成26年 4月 1日
     0462-33-1141  （補管）第2111号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4125420,033.3 チェリー歯科医院 〒243-0401 （外来環）第747号         平成28年 4月 1日
     海歯33 海老名市東柏ケ谷１－６－１２ （医管）第421号           平成18年 4月 1日
     0462-31-0080  （か強診）第248号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第540号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第182号         平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第2000号        平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第125号       平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第47号        平成20年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第42号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第16号        平成22年 4月 1日
     （補管）第2108号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2832号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4126420,034.1 林歯科医院 〒243-0422 （歯訪診）第3165号        平成29年 4月 1日
     海歯34 海老名市中新田２－１１－１みゆ （補管）第2114号          平成 8年 4月 1日
     きビル２Ｆ
     0462-33-7828  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4127420,049.9 かどさわばし歯科医院〒243-0426 （補管）第1923号          平成 8年 4月 1日
     海歯49 海老名市門沢橋２－８－２９ （１７５）第2328号        平成14年 4月 1日
     046-238-0075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4128420,051.5 白井歯科医院 〒243-0431 （補管）第2106号          平成 8年 4月 1日
     海歯51 海老名市上今泉５－２２－１ （１７５）第2329号        平成14年 4月 1日
     0462-33-8249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4129420,053.1 大沢歯科医院 〒243-0422 （歯ＣＡＤ）第126604号    平成29年10月 1日
     海歯53 海老名市中新田３－８－１３府川 （補管）第2080号          平成 8年 4月 1日
     ビル２０１
     0462-34-3266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  494

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4130420,054.9 前谷歯科医院 〒243-0402 （外来環）第691号         平成27年10月 1日
     海歯54 海老名市柏ケ谷７１３－３ビコラ （医管）第1748号          平成28年 4月 1日
     かしわ台２Ｆ （歯訪診）第2223号        平成28年11月 1日
     0462-34-3030  （歯ＣＡＤ）第1390号      平成26年12月 1日
     （補管）第2105号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2330号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4131420,055.6 国分歯科クリニック 〒243-0432 （歯訪診）第2848号        平成29年 4月 1日
     海歯55 海老名市中央１－８－４ （補管）第2113号          平成11年 6月29日
     0462-33-9614  (0462-33-9277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4132420,057.2 横内歯科医院 〒243-0401 （補管）第2119号          平成 8年 4月 1日
     海歯57 海老名市東柏ケ谷２－２５－２０ （１７５）第2331号        平成14年 4月 1日
     マルキビルパートⅠ　２０１号
     0462-31-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4133420,059.8 山名歯科医院 〒243-0401 （外来環）第220号         平成20年 8月 1日
     海歯59 海老名市東柏ケ谷１－１４－３０ （医管）第422号           平成18年 4月 1日
     0462-33-2616  （か強診）第171号         平成28年 6月 1日
     （歯援診）第126号         平成20年 8月 1日
     （歯援診）第167号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第38号          平成22年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2506号      平成28年 4月 1日
     （補管）第2120号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2833号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4134420,060.6 田辺歯科医院 〒243-0413 （外来環）第269号         平成20年10月 1日
     海歯60 海老名市国分寺台１－１－１４ （医管）第1749号          平成28年 4月 1日
     0462-34-1184  (0462-34-9934) （か強診）第172号         平成28年 6月 1日
     （在歯管）第132号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第468号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第944号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3924号          平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4135420,063.0 わきた歯科医院 〒243-0401 （外来環）第221号         平成20年 8月 1日
     海歯63 海老名市東柏ケ谷３－１３－６さ （医管）第423号           平成18年 4月 1日
     がみ野駅北口ビル１Ｆ （か強診）第388号         平成29年 1月 1日
     0462-33-0118  （歯援診）第659号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第2224号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1579号      平成27年 1月 1日
     （補管）第2090号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4136420,064.8 海老名市休日歯科診療〒243-0421 （１７５）第2904号        平成14年 7月 1日
     海歯64 室 海老名市さつき町４１
     0462-31-1939  (046-235-4799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  495

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4137420,065.5 おおの歯科医院 〒243-0431 （歯訪診）第3263号        平成29年 4月 1日
     海歯65 海老名市上今泉１－２０－２２ （補管）第2115号          平成 8年 4月 1日
     0462-32-6807  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4138420,068.9 医療法人社団啓美会　〒243-0413 （外来環）第47号          平成20年 4月 1日
     海歯68 鈴木歯科医院 海老名市国分寺台５－１３－１２ （医管）第424号           平成18年 4月 1日
     0462-32-4355  （か強診）第500号         平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第2332号        平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第188号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第812号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第104号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2100号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4139420,073.9 まちだ歯科医院 〒243-0406 （医管）第425号           平成18年 4月 1日
     海歯73 海老名市国分北１－３－２３ （歯援診）第150号         平成29年 3月 1日
     0462-34-8148  （歯地連）第428号         平成20年12月 1日
     （歯リハ２）第317号       平成27年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1906号      平成27年 6月 1日
     （補管）第2085号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4140423,001.7 オレンジ歯科医院 〒243-0401 （外来環）第773号         平成28年 4月 1日
     海歯3001 海老名市東柏ケ谷５－１４－６マ （か強診）第512号         平成29年 5月 1日
     ルエツさがみ野店２Ｆ （歯援診）第737号         平成29年 5月 1日
     046-236-0014  (046-236-0014) （歯ＣＡＤ）第2507号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6934号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4141423,004.1 海老名むらやま歯科 〒243-0436 （外来環）第697号         平成27年11月 1日
     海歯3004 海老名市扇町３－３－２０１ （医管）第1897号          平成28年 7月 1日
     046-205-3918  （か強診）第214号         平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第2602号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2163号      平成27年10月 1日
     （補管）第7279号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4142423,005.8 医療法人社団ＴＫＧ会〒243-0424 （外来環）第831号         平成28年 6月 1日
     海歯3005 　しゃけ駅前歯科 海老名市社家３６１０Ｂｏｎｎｅ （歯援診）第421号         平成28年 5月 1日
     ｔ　Ｈｏｕｓｅ　１Ｆ （手顕微加）第140号       平成28年 6月 1日
     046-259-7313  (046-259-7065) （歯ＣＡＤ）第126308号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7288号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4143423,006.6 アップル歯科クリニッ〒243-0432 （医管）第1632号          平成27年12月 1日
     海歯3006 ク 海老名市中央１－１８－３３　エ （歯訪診）第3221号        平成29年 4月 1日
     クシードカネコ１Ｆ （補管）第7333号          平成27年12月 1日
     046-232-8822  (046-235-8080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  496

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4144423,007.4 えびな東口歯科 〒243-0432 （外来環）第1240号        平成29年 5月 1日
     海歯3007 海老名市中央３－２－５　ダイエ （医管）第2127号          平成29年 5月 1日
     ー海老名店１Ｆ （歯訪診）第3364号        平成29年 6月 1日
     046-292-5655  (046-292-5654) （歯ＣＡＤ）第126455号    平成29年 5月 1日
     （補管）第7628号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4145423,008.2 さくら歯科 〒243-0402 （外来環）第1248号        平成29年 4月 1日
     海歯3008 海老名市柏ケ谷７０６－３　ラ・ （か強診）第517号         平成29年 4月 1日
     リヴィエールかしわ台１０２ （歯訪診）第3335号        平成29年 4月 1日
     046-240-9152  (046-240-9152) （歯ＣＡＤ）第126473号    平成29年 4月 1日
     （補管）第7652号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4146423,009.0 海老名歯科口腔外科ク〒243-0432 （外来環）第1338号        平成29年 8月 1日
     海歯3009 リニック 海老名市中央３－３－１８　中村 （医管）第2155号          平成29年 7月 1日
     第一ビル１Ｆ　Ａ・Ｂ号室 （在歯管）第347号         平成29年 7月 1日
     046-204-8773  (046-204-8773) （歯訪診）第3406号        平成29年 9月 1日
     （歯リハ２）第428号       平成29年 7月 1日
     （手顕微加）第226号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126543号    平成29年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第496号         平成29年 7月 1日
     （根切顕微）第195号       平成29年 7月 1日
     （補管）第7681号          平成29年 7月 1日
     （酸単）第40595号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4147423,010.8 かさま歯科クリニック〒243-0405 （歯ＣＡＤ）第126634号    平成29年10月 1日
     海歯3010 海老名市国分南３－８－１１－１ （補管）第7723号          平成29年10月 1日
     ０４
     046-240-9804  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4148423,011.6 Ｋ’ｓデンタルクリニ〒243-0432 （手顕微加）第262号       平成30年 3月 1日
     海歯3011 ック 海老名市中央３－３－１　駅前ク （補管）第7798号          平成30年 3月 1日
     リニックモールビル２Ｆ
     046-244-4137  (046-244-4127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4149424,081.8 歯科伊藤医院 〒243-0401 （医管）第427号           平成18年 4月 1日
     海歯81 海老名市東柏ケ谷３－３－１９　 （歯訪診）第2603号        平成29年 3月 1日
     土光ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126309号    平成29年 1月 1日
     0462-34-2181  (046-234-2116) （補管）第2083号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2332号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4150424,082.6 ひしぬま歯科 〒243-0410 （歯ＣＡＤ）第1580号      平成27年 2月 1日
     海歯82 海老名市杉久保北４－３－１１ （補管）第2098号          平成16年 5月 7日
     046-238-6767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4151424,085.9 東柏歯科 〒243-0401 （歯ＣＡＤ）第1581号      平成27年 2月 1日
     海歯85 海老名市東柏ケ谷３－１７－３５ （補管）第3697号          平成 9年 6月 9日
     0462-35-0745  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  497

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4152424,086.7 藤田歯科医院 〒243-0401 （歯訪診）第3166号        平成29年 4月 1日
     海歯86 海老名市東柏ケ谷２－２４－１４ （歯ＣＡＤ）第126532号    平成29年 7月 1日
     0462-35-0940  （補管）第3712号          平成 9年 7月 9日
     （１７５）第2732号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4153424,087.5 もりた歯科医院 〒243-0402 （外来環）第222号         平成20年 8月 1日
     海歯87 海老名市柏ケ谷１０５２－２クリ （医管）第428号           平成18年 4月 1日
     スタルプラザ３Ｆ （か強診）第435号         平成29年 3月 1日
     0462-35-1153  （在歯管）第290号         平成29年 3月 1日
     （歯地連）第486号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第2680号        平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第127号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第203号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126377号    平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第172号       平成29年 3月 1日
     （補管）第3794号          平成 9年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4154424,092.5 ユーカリ歯科医院 〒243-0422 （外来環）第1204号        平成29年 4月 1日
     海歯92 海老名市中新田１－１８－３５ （歯訪診）第2604号        平成29年 3月 1日
     0462-36-3366  (0462-36-3366) （歯ＣＡＤ）第1140号      平成26年10月 1日
     （補管）第3894号          平成10年 9月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4155424,093.3 池田歯科医院 〒243-0422 （歯訪診）第2849号        平成29年 4月 1日
     海歯93 海老名市中新田４８９ （補管）第3940号          平成11年 1月 1日
     0462-34-2345  (0462-34-2345) （１７５）第2334号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4156424,094.1 原歯科医院 〒243-0432 （歯訪診）第3071号        平成29年 4月 1日
     海歯94 海老名市中央３－５－６第１５三 （歯ＣＡＤ）第126687号    平成29年12月 1日
     幸ビル１Ｆ （補管）第3997号          平成11年 5月 1日
     0462-33-8955  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4157424,096.6 ひまわり歯科 〒243-0402 （補管）第4046号          平成11年 8月 1日
     海歯96 海老名市柏ケ谷６４０－２タート
     ルプラザ２０２
     0462-33-1050  (0462-33-1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4158424,098.2 島崎歯科医院 〒243-0433 （補管）第4144号          平成12年 4月 1日
     海歯98 海老名市河原口１－１８－１０ （１７５）第2335号        平成14年 4月 1日
     046-231-0301  (046-231-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4159424,101.4 ひでき歯科 〒243-0425 （歯訪診）第2605号        平成29年 3月 1日
     海歯101 海老名市中野１－１４－８ （補管）第6241号          平成22年11月 1日
     046-237-3711  (046-237-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  498

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4160424,102.2 かたおか歯科クリニッ〒243-0432 （外来環）第1450号        平成30年 3月 1日
     海歯102 ク 海老名市中央２－４－４０第２東 （歯訪診）第2606号        平成29年 3月 1日
     宝ビル３Ｆ （歯ＣＡＤ）第2121号      平成27年 9月 1日
     0462-33-1182  (0462-33-1182) （補管）第4511号          平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4161424,103.0 マーブル歯科医院 〒243-0432 （外来環）第252号         平成20年10月 1日
     海歯103 海老名市中央２－１－５ （医管）第2064号          平成29年 3月 1日
     046-232-3443  (046-235-0006) （か強診）第421号         平成29年 3月 1日
     （歯援診）第650号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第280号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第271号       平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126247号    平成28年11月 1日
     （補管）第4578号          平成14年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4162424,105.5 医療法人社団厚誠会歯〒243-0432 （外来環）第359号         平成22年 4月 1日
     海歯105 科海老名 海老名市中央１－１３－１ビナウ （医管）第1529号          平成22年 4月 1日
     ォーク４番館１Ｆ （か強診）第101号         平成28年 4月 1日
     046-235-6111  (046-235-6128) （歯援診）第109号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第27号          平成22年 4月 1日
     （補管）第4759号          平成14年 4月15日
     （矯診）第174号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4163424,106.3 海老名中央歯科医院 〒243-0412 （う蝕無痛）第37号        平成20年 4月 1日
     海歯106 海老名市浜田町１３－１ （補管）第4830号          平成14年 6月 1日
     046-233-5252  (046-233-5252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4164424,108.9 ファミリーＬＩＦＥ歯〒243-0401 （医管）第400号           平成18年 4月 1日
     海歯108 科 海老名市東柏ケ谷３－３－１５　 （歯ＣＡＤ）第945号       平成26年 8月 1日
     ２Ｆ （補管）第4908号          平成14年11月 1日
     046-234-8000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4165424,109.7 医療法人社団聡明会　〒243-0418 （外来環）第1129号        平成29年 3月 1日
     海歯109 石井歯科医院 海老名市大谷南２－１６－２１ （か強診）第506号         平成29年 5月 1日
     046-234-8464  (0462-34-8462) （歯訪診）第2333号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2508号      平成28年 4月 1日
     （補管）第3607号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4166424,110.5 和田歯科診療室 〒243-0435 （歯訪診）第2850号        平成29年 4月 1日
     海歯110 海老名市下今泉１－１－１２イモ （歯ＣＡＤ）第126882号    平成30年 3月 1日
     ーブルシマ１Ｆ （補管）第5232号          平成16年11月15日
     046-236-6480  (046-236-6481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  499

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4167424,112.1 ライオン歯科 〒243-0432 （外来環）第48号          平成20年 4月 1日
     海歯112 海老名市中央２－４－１海老名イ （医管）第470号           平成18年 4月 1日
     オン２Ｆ （か強診）第389号         平成29年 1月 1日
     046-233-0668  (046-234-1107) （歯援診）第617号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第252号         平成28年12月 1日
     （歯地連）第398号         平成18年 4月 1日
     （在推進）第48号          平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126345号    平成29年 2月 1日
     （補管）第2093号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4168424,115.4 ライオンデンタルクリ〒243-0404 一般         1（医管）第488号           平成18年12月 1日
     海歯115 ニック 海老名市勝瀬１４０－３ （補管）第5539号          平成18年12月 1日
     046-232-8811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4169424,116.2 さがみ野歯科医院 〒243-0401 （歯訪診）第2001号        平成28年 6月 1日
     海歯116 海老名市東柏ケ谷５－１８－１７ （補管）第5608号          平成19年 3月15日
     　アモウト２１－１Ｆ
     0462-33-2833  (0462-34-5306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4170424,117.0 ベル歯科医院 〒243-0432 （外来環）第871号         平成28年 6月 1日
     海歯117 海老名市中央１－２０－４３ （医管）第1858号          平成28年 6月 1日
     046-234-0880  (046-231-9905) （か強診）第74号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第404号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第183号         平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第79号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126827号    平成30年 2月 1日
     （歯技工）第189号         平成25年 2月 1日
     （歯技工）第224号         平成28年 4月 1日
     （根切顕微）第48号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5609号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4171424,118.8 医療法人　歯仁会　中〒243-0416 （歯ＣＡＤ）第1391号      平成26年11月 1日
     海歯118 河内歯科診療所 海老名市中河内字中道１１１２－ （補管）第2097号          平成19年 5月 1日
     １
     046-238-4800  (046-238-4805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4172424,120.4 たんぽぽ歯科医院 〒243-0433 （外来環）第330号         平成21年 9月 1日
     海歯120 海老名市河原口３－２０－１２西 （か強診）第541号         平成29年 7月 1日
     山ビル２Ｆ （歯援診）第526号         平成28年 7月 1日
     046-235-2233  (046-235-2209) （手顕微加）第256号       平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1759号      平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第512号         平成30年 1月 1日
     （根切顕微）第228号       平成30年 1月 1日
     （補管）第4640号          平成19年10月 1日
     （酸単）第40415号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  500

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4173424,122.0 中央デンタルクリニッ〒243-0432 （補管）第5946号          平成21年 7月 1日
     海歯122 ク 海老名市中央２－８－８池田ビル
     　１Ｆ
     046-235-8217  (046-235-8217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4174424,123.8 アイリス歯科クリニッ〒243-0413 （外来環）第1130号        平成29年 3月 1日
     海歯123 ク 海老名市国分寺台２－１－１３ （歯訪診）第2740号        平成29年 3月 1日
     046-240-8202  (046-240-8038) （歯ＣＡＤ）第1842号      平成27年 5月 1日
     （補管）第6633号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4175424,125.3 医療法人社団万友会　〒243-0432 （矯診）第207号           平成24年12月 1日
     海歯125 いしわた矯正歯科 海老名市中央２－５－３４アクシ （顎診）第155号           平成24年12月 1日
     ア八芳１Ｆ
     046-233-8741  (046-233-8870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4176424,126.1 Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ〒243-0431 （歯訪診）第3222号        平成29年 4月 1日
     海歯126 ｎｉｃ　らいふ 海老名市上今泉２－９－７－８ （歯ＣＡＤ）第1392号      平成26年12月 1日
     046-244-3410  (046-244-3410) （補管）第6834号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4177430,007.5 辻浜歯科医院 〒250-0123 （歯地連）第354号         平成18年 4月 1日
     南足歯7 南足柄市中沼５８５ （補管）第2125号          平成 8年 4月 1日
     0465-74-2104  （１７５）第2336号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4178430,011.7 園田歯科医院 〒250-0102 （歯地連）第355号         平成18年 4月 1日
     南足歯11 南足柄市千津島１２３３－１ （歯訪診）第469号         平成28年 4月 1日
     0465-72-0418  （補管）第2127号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4179430,012.5 武尾歯科クリニック 〒250-0106 （医管）第475号           平成18年 6月 1日
     南足歯12 南足柄市怒田２８２３－１ （歯地連）第408号         平成18年 6月 1日
     0465-72-0448  （歯訪診）第470号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2413号      平成28年 4月 1日
     （補管）第2130号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4180430,015.8 萩原歯科医院 〒250-0122 （歯地連）第357号         平成19年 8月10日
     南足歯15 南足柄市飯沢１１－４ （歯訪診）第472号         平成28年 4月 1日
     0465-72-1188  (0465-72-1193) （補管）第2131号          平成19年 8月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4181430,016.6 たんぽぽ歯科医院 〒250-0117 （外来環）第865号         平成28年 7月 1日
     南足歯16 南足柄市塚原１５３３ （医管）第403号           平成18年 4月 1日
     0465-72-1118  （か強診）第253号         平成28年 7月 1日
     （歯援診）第541号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第253号         平成28年12月 1日
     （歯地連）第358号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第946号       平成26年 8月 1日
     （補管）第2137号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2337号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  501

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4182430,018.2 加藤歯科医院 〒250-0103 （医管）第464号           平成18年 4月 1日
     南足歯18 南足柄市壗下３８７ （歯地連）第359号         平成18年 4月 1日
     0465-74-2377  （歯訪診）第474号         平成28年 4月 1日
     （補管）第2128号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4183433,001.5 歯科保健センター歯科〒250-0101 （外来環）第711号         平成27年12月 1日
     南足歯3001 診療室 南足柄市班目１５４７ （補管）第7311号          平成27年12月 1日
     0465-74-1180  (0465-74-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4184433,002.3 塚原歯科クリニック 〒250-0117 （外来環）第1401号        平成30年 1月 1日
     南足歯3002 南足柄市塚原７３５－３ （歯訪診）第3435号        平成29年12月 1日
     0465-43-6489  (0465-43-6489) （歯ＣＡＤ）第126702号    平成29年12月 1日
     （補管）第7745号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4185434,022.0 土岐歯科医院 〒250-0105 （医管）第406号           平成18年 4月 1日
     南足歯22 南足柄市関本５６１－１ （歯地連）第360号         平成18年 4月 1日
     0465-74-0100  （歯ＣＡＤ）第1843号      平成27年 5月 1日
     （補管）第2126号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4186434,023.8 瀬戸歯科医院 〒250-0111 （補管）第2136号          平成 9年11月 1日
     南足歯23 南足柄市竹松１７４３
     0465-74-9471  (0465-73-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4187434,024.6 マキノ歯科医院 〒250-0115 （歯ＣＡＤ）第947号       平成26年 8月 1日
     南足歯24 南足柄市沼田１４－７ （補管）第4096号          平成11年12月15日
     0465-66-3301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4188434,025.3 新村歯科医院 〒250-0113 （医管）第407号           平成18年 4月 1日
     南足歯25 南足柄市岩原１３６－２ （歯地連）第361号         平成18年 4月 1日
     0465-74-8848  (0465-74-8848) （歯訪診）第475号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第948号       平成26年 8月 1日
     （補管）第2135号          平成12年12月 1日
     （１７５）第2339号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4189434,027.9 みつはし歯科医院 〒250-0103 （医管）第408号           平成18年 4月 1日
     南足歯27 南足柄市壗下１２２－１ （歯地連）第362号         平成18年 4月 1日
     0465-73-1118  (0465-73-1118) （歯訪診）第476号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1489号      平成27年 1月 1日
     （補管）第2133号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4190434,029.5 ささき歯科 〒250-0123 （補管）第5563号          平成19年 3月 1日
     南足歯29 南足柄市中沼５７７－１
     0465-73-3200  (0465-73-3200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4191434,030.3 松本歯科 〒250-0112 （歯ＣＡＤ）第2122号      平成27年 9月 1日
     南足歯30 南足柄市和田河原押切５７９－１ （補管）第4831号          平成19年 3月 6日
     0465-71-2220  (0465-71-2221)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  502

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4192434,031.1 ウエストパーク・デン〒250-0106 （歯ＣＡＤ）第966号       平成26年 8月 1日
     南足歯31 タル・クリニック 南足柄市怒田２８０９－２１ （補管）第5658号          平成19年 9月 1日
     0465-73-3186  (0465-73-3186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4193434,033.7 医療法人社団　武尾歯〒250-0117 （外来環）第390号         平成23年 5月 1日
     南足歯33 科 南足柄市塚原２６４２－４ （医管）第1550号          平成23年 5月 1日
     0465-74-0781  (0465-74-0791) （歯地連）第443号         平成23年 5月 1日
     （歯訪診）第2052号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第664号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第340号         平成23年 5月 1日
     （補管）第6370号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4194434,034.5 北林歯科 〒250-0123 （外来環）第866号         平成28年 7月 1日
     南足歯34 南足柄市中沼５３８－２ （歯訪診）第3072号        平成29年 4月 1日
     0465-74-0084  (0465-74-0084) （歯ＣＡＤ）第1844号      平成27年 5月 1日
     （補管）第6701号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4195440,004.0 甲斐田歯科医院 〒252-1122 （歯訪診）第477号         平成28年 4月 1日
     綾歯4 綾瀬市小園南１－１１－１２ （補管）第2138号          平成 8年 4月 1日
     0467-77-0685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4196440,007.3 厚木歯科医院 〒252-1104 （歯ＣＡＤ）第126310号    平成29年 1月 1日
     綾歯7 綾瀬市大上７－１０－９ （補管）第2153号          平成 8年 4月 1日
     0467-78-1364  （１７５）第2734号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4197440,017.2 小森歯科医院 〒252-1134 （外来環）第20号          平成20年 4月 1日
     綾歯17 綾瀬市寺尾南３－９－１０ （か強診）第173号         平成28年 6月 1日
     0467-77-9494  （歯訪診）第3444号        平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1996号      平成27年 7月 1日
     （補管）第2146号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4198440,025.5 くすもと歯科医院 〒252-1132 （補管）第2150号          平成 8年 4月 1日
     綾歯25 綾瀬市寺尾中４－９－３８　キツ （１７５）第2905号        平成14年 7月 1日
     カワハイツ１Ｆ
     0467-76-3888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4199440,026.3 綾南デンタルクリニッ〒252-1114 （補管）第2151号          平成 8年 4月 1日
     綾歯26 ク 綾瀬市上土棚南４－１７－４３乾 （１７５）第2343号        平成14年 4月 1日
     広ビル１Ｆ
     0467-77-4447  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4200440,029.7 響歯科医院 〒252-1114 （外来環）第1205号        平成29年 4月 1日
     綾歯29 綾瀬市上土棚南１－８－１９ベル （か強診）第493号         平成29年 4月 1日
     フラワー （歯援診）第651号         平成29年 3月 1日
     0467-78-3851  （歯ＣＡＤ）第1997号      平成27年 7月 1日
     （補管）第4737号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2344号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  503

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4201440,030.5 かおう歯科医院 〒252-1113 （歯訪診）第478号         平成28年 4月 1日
     綾歯30 綾瀬市上土棚中６－６－７ （歯ＣＡＤ）第1265号      平成26年11月 1日
     0467-70-6480  （補管）第2149号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4202443,000.5 足立歯科医院 〒252-1113 （歯ＣＡＤ）第1998号      平成27年 7月 1日
     綾歯3000 綾瀬市上土棚中１－１－２４ （補管）第7147号          平成26年12月24日
     0467-77-8370  (0467-76-1830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4203443,001.3 つだ歯科矯正歯科 〒252-1107 （外来環）第1375号        平成29年12月 1日
     綾歯3001 綾瀬市深谷中７－１８－１　ＲＩ （歯訪診）第2965号        平成29年 4月 1日
     ＳＥＭＡＬＬ綾瀬Ａ棟－０３ （歯ＣＡＤ）第2334号      平成28年 1月 1日
     0467-39-6632  (0467-39-6004) （補管）第7354号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4204443,002.1 とばやま歯科クリニッ〒252-1108 （外来環）第1057号        平成29年 1月 1日
     綾歯3002 ク 綾瀬市深谷上２－３－１６ （医管）第2036号          平成29年 1月 1日
     0467-53-8217  （歯訪診）第2607号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126311号    平成29年 1月 1日
     （補管）第7562号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4205443,003.9 医療法人社団泰晴会　〒252-1108 （歯訪診）第3292号        平成29年 4月 1日
     綾歯3003 らいおん歯科クリニッ綾瀬市深谷上６－１－３３ （手顕微加）第209号       平成29年 3月 1日
     ク綾瀬 0467-77-8241  (0467-78-8241) （歯ＣＡＤ）第126390号    平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第178号       平成29年 3月 1日
     （補管）第7599号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4206443,004.7 綾瀬ファースト歯科 〒252-1107 （歯訪診）第3372号        平成29年 5月 1日
     綾歯3004 綾瀬市深谷中７－２９－３２　 （歯ＣＡＤ）第126505号    平成29年 5月 1日
     0467-70-1275  (0467-70-1275) （補管）第7671号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4207443,005.4 とみた歯科医院 〒252-1107 （外来環）第1310号        平成29年 7月 1日
     綾歯3005 綾瀬市深谷中２－３－１２ （医管）第2208号          平成30年 2月 1日
     0467-53-8133  (0467-53-8153) （歯訪診）第3393号        平成29年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126509号    平成29年 7月 1日
     （補管）第7664号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4208443,006.2 一般社団法人大和歯科〒252-1107
     綾歯3006 医師会　綾瀬休日歯科綾瀬市深谷中４－７－１０
     診療所 0467-79-1818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4209444,033.5 徳永歯科医院 〒252-1121 （歯訪診）第479号         平成28年 4月 1日
     綾歯33 綾瀬市小園１３２８－６７ （歯ＣＡＤ）第813号       平成26年 7月 1日
     0467-76-8801  (0467-76-8803) （補管）第3922号          平成10年12月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4210444,040.0 綾瀬中央歯科医院 〒252-1108 （歯訪診）第480号         平成28年 4月 1日
     綾歯40 綾瀬市深谷上７－２５－１２ （補管）第2144号          平成12年12月 1日
     0467-77-4491  (0467-73-7003) （１７５）第2736号        平成14年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  504

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4211444,041.8 花村歯科医院 〒252-1114 （外来環）第520号         平成26年 3月 1日
     綾歯41 綾瀬市上土棚南１－１１－９－２ （医管）第1750号          平成28年 4月 1日
     ０１ （歯訪診）第481号         平成28年 4月 1日
     0467-78-7100  (0467-78-7100) （歯リハ２）第360号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1582号      平成27年 2月 1日
     （補管）第4378号          平成13年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4212444,043.4 あらかわ歯科医院 〒252-1123 （外来環）第1027号        平成28年12月 1日
     綾歯43 綾瀬市早川城山１－１０大久保ビ （医管）第1898号          平成28年 7月 1日
     ル１Ｆ （歯訪診）第482号         平成28年 4月 1日
     0467-70-4618  (0467-70-4700) （ＧＴＲ）第15号          平成20年 4月 1日
     （補管）第4641号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4213444,045.9 医療法人　博良会　綾〒252-1123 （補管）第4419号          平成14年 6月 1日
     綾歯45 瀬ファミリー歯科 綾瀬市早川１３１９－３
     0467-79-4188  (0467-79-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4214444,046.7 のぞみ歯科クリニック〒252-1134 （歯訪診）第2608号        平成29年 3月 1日
     綾歯46 綾瀬市寺尾南３－２６－１６橘ビ （歯ＣＡＤ）第126367号    平成29年 3月 1日
     ル１階１０１ （補管）第4992号          平成15年 5月 1日
     0467-70-7775  (0467-70-7799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4215444,047.5 桜井歯科医院 〒252-1132 （歯訪診）第2053号        平成28年 7月 1日
     綾歯47 綾瀬市寺尾中１－８－１１カタノ （歯ＣＡＤ）第126346号    平成29年 2月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第2140号          平成15年 6月 1日
     0467-79-1890  (0467-79-1630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4216444,048.3 武内歯科医院 〒252-1131 （外来環）第568号         平成26年 8月 1日
     綾歯48 綾瀬市寺尾北３－１２－３２ （か強診）第487号         平成29年 4月 1日
     0467-78-3020  (0467-78-6485) （歯援診）第408号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第218号         平成28年 8月 1日
     （在推進）第115号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126864号    平成30年 3月 1日
     （補管）第3432号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4217444,050.9 矢毛石歯科医院 〒252-1103 （歯訪診）第2966号        平成29年 4月 1日
     綾歯50 綾瀬市深谷中７－１０－２１綾瀬 （補管）第5093号          平成16年 1月 1日
     中郵便局２Ｆ
     0467-76-7178  (0467-76-7178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  505

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4218444,053.3 近藤歯科医院 〒252-1132 （外来環）第621号         平成27年 1月 1日
     綾歯53 綾瀬市寺尾中４－１３－１ （医管）第1859号          平成28年 6月 1日
     0467-77-0300  (0467-70-1810) （か強診）第75号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第483号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第336号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2145号          平成17年12月 1日
     （１７５）第3049号        平成28年11月 1日
     （酸単）第40285号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4219444,054.1 桃デンタルクリニック〒252-1103 （歯ＣＡＤ）第1394号      平成26年12月 1日
     綾歯54 綾瀬市深谷３８７１－１ （補管）第5651号          平成19年 8月 1日
     046-778-5858  (046-778-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4220444,055.8 はすみ歯科 〒252-1136 （歯訪診）第3447号        平成30年 1月 1日
     綾歯55 綾瀬市寺尾西３－１０－２１　と （歯ＣＡＤ）第666号       平成26年 5月 1日
     ころマンション１階 （補管）第5717号          平成20年 2月 1日
     0467-79-1889  (0467-79-1889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4221444,056.6 柴垣歯科医院 〒252-1124 （外来環）第569号         平成26年 8月 1日
     綾歯56 綾瀬市吉岡２３６６－１ （か強診）第215号         平成28年 7月 1日
     0467-76-1889  (0467-76-8778) （歯援診）第542号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2235号      平成27年12月 1日
     （ＧＴＲ）第353号         平成23年12月 1日
     （補管）第6488号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4222444,057.4 みやデンタルクリニッ〒252-1127 （歯訪診）第485号         平成28年 4月 1日
     綾歯57 ク 綾瀬市早川城山３－１２－１ （歯ＣＡＤ）第1395号      平成26年12月 1日
     0467-81-3841  (0467-81-3842) （補管）第6670号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4223500,002.1 安部歯科医院 〒210-0847 （補管）第2908号          平成 8年 4月 1日
     川歯2 川崎市川崎区浅田２－１４－１８ （１７５）第2347号        平成14年 4月 1日
     044-333-0447  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4224500,059.1 医療法人歯鏡会　矢吹〒210-0802 （歯ＣＡＤ）第2509号      平成28年 4月 1日
     川歯59 歯科第一診療所 川崎市川崎区大師駅前１－１－１ （補管）第2911号          平成 8年 4月 1日
     ６
     044-266-5857  (044-266-5863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4225500,086.4 小友歯科医院 〒210-0837 （補管）第2866号          平成 8年 4月 1日
     川歯86 川崎市川崎区渡田３－１９－１２ （１７５）第2356号        平成14年 4月 1日
     044-333-8758  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4226500,094.8 古賀歯科医院 〒210-0806 （か強診）第76号          平成28年 4月 1日
     川歯94 川崎市川崎区中島１－１２－３ （歯訪診）第486号         平成28年 4月 1日
     044-233-8977  (044-233-8977) （補管）第2874号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  506

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4227500,096.3 小田歯科 〒210-0847 （補管）第2887号          平成 8年 4月 1日
     川歯96 川崎市川崎区浅田２－１－１６加
     藤ミニコーポ２Ｆ
     044-366-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4228500,104.5 医療法人社団賛悟会　〒210-0007 （補管）第4181号          平成12年 4月 1日
     川歯104 佐藤歯科 川崎市川崎区駅前本町１－２
     044-222-6480  (044-222-6423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4229500,105.2 保母歯科医院 〒210-0007 （う蝕無痛）第48号        平成20年 6月 1日
     川歯105 川崎市川崎区駅前本町１５－５十 （補管）第2951号          平成 8年 4月 1日
     五番館２０２ （１７５）第2358号        平成14年 4月 1日
     044-233-1255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4230500,107.8 小林歯科医院 〒210-0836 （歯訪診）第2263号        平成28年12月 1日
     川歯107 川崎市川崎区大島上町１９－８ （歯ＣＡＤ）第474号       平成26年 5月 1日
     044-333-7262  （補管）第2881号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2360号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4231500,113.6 佐藤歯科医院 〒210-0847 （補管）第2875号          平成 8年 4月 1日
     川歯113 川崎市川崎区浅田２－１５－１２
     044-355-7008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4232500,114.4 川崎市歯科医師会館診〒210-0006 （外来環）第1295号        平成29年 7月 1日
     川歯114 療所 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ （歯特連）第13号          平成22年 4月 1日
     044-233-4494  （医管）第2147号          平成29年 7月 1日
     （歯援診）第756号         平成29年 7月 1日
     （在歯管）第341号         平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126248号    平成28年11月 1日
     （補管）第2915号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40286号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4233500,117.7 松本歯科医院 〒210-0021 （歯訪診）第2852号        平成29年 4月 1日
     川歯117 川崎市川崎区元木２－７－１ （補管）第2949号          平成 8年 4月 1日
     044-366-3267  （１７５）第2361号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4234500,120.1 関口歯科医院 〒210-0005 （歯ＣＡＤ）第1907号      平成27年 6月 1日
     川歯120 川崎市川崎区東田町８　パレ－ル （補管）第2925号          平成 8年 4月 1日
     ３１１ （１７５）第2362号        平成14年 4月 1日
     044-211-4422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4235500,124.3 小川町歯科医院 〒210-0023 （歯援診）第290号         平成29年 4月 1日
     川歯124 川崎市川崎区小川町１５－７－５ （在歯管）第67号          平成25年 1月10日
     ０４ （補管）第6737号          平成25年 1月10日
     044-222-4642  (044-222-5542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  507

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4236500,129.2 くわばら歯科医院 〒210-0844 （補管）第2950号          平成18年 6月 7日
     川歯129 川崎市川崎区渡田新町３－１４－
     ３
     044-322-3460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4237500,137.5 安藤歯科医院 〒210-0837 （外来環）第803号         平成28年 5月 1日
     川歯137 川崎市川崎区渡田２－１－１ （か強診）第135号         平成28年 5月 1日
     044-366-4765  （歯援診）第489号         平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第337号       平成26年 4月 1日
     （補管）第2907号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2366号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40627号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4238500,141.7 横島歯科医院 〒210-0848 （歯訪診）第2334号        平成29年 1月 1日
     川歯141 川崎市川崎区京町１－９－５ （補管）第2864号          平成 8年 4月 1日
     044-366-1606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4239500,143.3 久米歯科医院 〒210-0852 （歯訪診）第2193号        平成28年10月 1日
     川歯143 川崎市川崎区鋼管通２－１０－１ （歯ＣＡＤ）第1051号      平成26年 9月 1日
     ３ （補管）第2906号          平成 8年 4月 1日
     044-355-7595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4240500,150.8 五十嵐歯科医院 〒210-0014 （歯訪診）第3167号        平成29年 4月 1日
     川歯150 川崎市川崎区貝塚１－１５－１ （補管）第2862号          平成 8年 4月 1日
     044-233-2492  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4241500,153.2 磯野歯科医院 〒210-0006 （補管）第2948号          平成 8年 4月 1日
     川歯153 川崎市川崎区砂子１－４－５ （１７５）第2368号        平成14年 4月 1日
     044-244-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4242500,164.9 斎藤歯科医院 〒210-0813 （歯ＣＡＤ）第2084号      平成27年 8月 1日
     川歯164 川崎市川崎区昭和１－３－７ （補管）第3016号          平成 8年 4月 1日
     044-277-9322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4243500,166.4 富士歯科医院 〒210-0846 （補管）第2892号          平成 8年 4月 1日
     川歯166 川崎市川崎区小田２－５－１３ （１７５）第2369号        平成14年 4月 1日
     044-366-3301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4244500,167.2 ノグチ歯科医院 〒210-0025 （歯ＣＡＤ）第299号       平成26年 4月 1日
     川歯167 川崎市川崎区下並木７１ （補管）第2902号          平成 8年 4月 1日
     044-233-2525  （１７５）第2370号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4245500,168.0 望月歯科医院 〒210-0846 （歯訪診）第2609号        平成29年 3月 1日
     川歯168 川崎市川崎区小田１－９－３ （歯ＣＡＤ）第1141号      平成26年10月 1日
     044-355-7185  （補管）第2903号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2875号        平成14年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  508

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4246500,169.8 わたなべ歯科医院 〒210-0802 （外来環）第1002号        平成28年11月 1日
     川歯169 川崎市川崎区大師駅前１－６－７ （か強診）第320号         平成28年10月 1日
     タカハシビル２Ｆ （歯訪診）第2335号        平成29年 1月 1日
     044-277-7778  （歯ＣＡＤ）第1908号      平成27年 6月 1日
     （補管）第3347号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2835号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4247500,170.6 宮田デンタル・オフィ〒210-0022 （歯訪診）第2682号        平成29年 3月 1日
     川歯170 ス 川崎市川崎区池田１－２－１６ニ （歯ＣＡＤ）第1845号      平成27年 5月 1日
     ュー池田町ハイツ２０７号 （補管）第2933号          平成 8年 4月 1日
     044-233-6473  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4248500,173.0 田中歯科クリニック 〒210-0006 （歯訪診）第2683号        平成29年 3月 1日
     川歯173 川崎市川崎区砂子２－１１－２０ （歯ＣＡＤ）第1397号      平成26年12月 1日
     加瀬ビル１３３－３Ｆ （補管）第2928号          平成 8年 4月 1日
     044-211-0088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4249500,174.8 市川歯科医院 〒210-0834 （医管）第398号           平成18年 4月 1日
     川歯174 川崎市川崎区大島５－１２－５ （歯ＣＡＤ）第1142号      平成26年10月 1日
     044-245-0140  （補管）第2895号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4250500,175.5 ひまわり歯科クリニッ〒210-0802 （補管）第2857号          平成 8年 4月 1日
     川歯175 ク 川崎市川崎区大師駅前２－１２－
     １２セザール１０１号
     044-245-8524  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4251500,176.3 津本歯科医院 〒210-0837 （歯ＣＡＤ）第1266号      平成26年10月 1日
     川歯176 川崎市川崎区渡田３－１４－９ （補管）第7087号          平成26年10月 1日
     044-589-8686  (044-589-8686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4252500,178.9 渡辺歯科クリニック 〒210-0023 （医管）第466号           平成18年 4月 1日
     川歯178 川崎市川崎区小川町１５－１３ （歯ＣＡＤ）第24号        平成26年 4月 1日
     044-233-2626  （補管）第4620号          平成14年 4月 1日
     （１７５）第2876号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4253500,181.3 セソール歯科医院 〒210-0848 （歯ＣＡＤ）第300号       平成26年 4月 1日
     川歯181 川崎市川崎区京町２－２４－４－ （補管）第2913号          平成 8年 4月 1日
     １１２
     044-366-6959  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4254500,182.1 牟田歯科医院 〒210-0007 （歯ＣＡＤ）第1267号      平成26年11月 1日
     川歯182 川崎市川崎区駅前本町２６－１　 （補管）第7073号          平成26年 9月 1日
     アトレ８Ｆ
     044-222-4321  (044-222-1149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  509

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4255500,184.7 田島歯科クリニック 〒210-0852 （補管）第2920号          平成 8年 4月 1日
     川歯184 川崎市川崎区鋼管通２－１１－１
     044-333-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4256500,185.4 堀歯科医院 〒210-0848 （補管）第2867号          平成 8年 4月 1日
     川歯185 川崎市川崎区京町１－１０－９
     044-355-9116  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4257500,186.2 林ビル歯科クリニック〒210-0006 （歯ＣＡＤ）第667号       平成26年 6月 1日
     川歯186 川崎市川崎区砂子２－６－４５ （歯技工）第112号         平成22年 4月 1日
     044-233-8870  （補管）第2879号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4258500,189.6 医療法人社団　遠藤歯〒210-0848 （歯ＣＡＤ）第1583号      平成26年12月 1日
     川歯189 科医院 川崎市川崎区京町３－６－４ （補管）第2850号          平成 8年 4月 1日
     044-366-2687  (044-366-2715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4259500,192.0 もとき歯科医院 〒210-0021 （医管）第399号           平成18年 4月 1日
     川歯192 川崎市川崎区元木１－２－７ （歯訪診）第1919号        平成28年 5月 1日
     044-233-6420  （歯ＣＡＤ）第1143号      平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第107号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2909号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4260500,194.6 医療法人社団　本間歯〒210-0802 （歯訪診）第3168号        平成29年 4月 1日
     川歯194 科医院 川崎市川崎区大師駅前１－７－１ （う蝕無痛）第192号       平成30年 2月 1日
     １ （手術歯根）第125号       平成30年 2月 1日
     044-277-2306  (044-276-2058) （補管）第5822号          平成20年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4261500,195.3 中村歯科医院 〒210-0013 （歯ＣＡＤ）第126484号    平成29年 6月 1日
     川歯195 川崎市川崎区新川通１１－１４中 （補管）第2852号          平成 8年 4月 1日
     村ビル１Ｆ
     044-211-3455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4262500,199.5 徳丸歯科医院 〒210-0846 （外来環）第774号         平成28年 4月 1日
     川歯199 川崎市川崎区小田６－５－７ （医管）第1751号          平成28年 4月 1日
     044-366-4118  （歯訪診）第487号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第475号       平成26年 5月 1日
     （歯技工）第230号         平成28年 4月 1日
     （補管）第2946号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4263500,202.7 医療法人社団　勝又歯〒210-0837 （う蝕無痛）第154号       平成28年 4月 1日
     川歯202 科医院 川崎市川崎区渡田２－１２－７ （歯ＣＡＤ）第2510号      平成28年 4月 1日
     044-322-2366  （手術歯根）第87号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2900号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  510

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4264500,204.3 なかの歯科 〒210-0005 （外来環）第1111号        平成29年 3月 1日
     川歯204 川崎市川崎区東田町１１－１ （医管）第1618号          平成27年 2月 1日
     044-211-8211  (044-211-8211) （歯訪診）第3223号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第232号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第814号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第108号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2872号          平成11年 9月 2日
     （酸単）第40287号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4265500,205.0 医療法人社団日昭会　〒210-0834 （歯訪診）第3293号        平成29年 4月 1日
     川歯205 加藤歯科医院 川崎市川崎区大島３－１６－１２ （歯ＣＡＤ）第1144号      平成26年10月 1日
     044-245-4800  (044-245-4800) （補管）第2880号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4266500,206.8 大塚歯科クリニック 〒210-0004 （医管）第1946号          平成28年 8月 1日
     川歯206 川崎市川崎区宮本町６－３ （手顕微加）第81号        平成28年 4月 1日
     044-211-1110  (044-222-2965) （歯ＣＡＤ）第183号       平成26年 4月 1日
     （歯技工）第17号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第49号        平成28年 4月 1日
     （補管）第2886号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4267500,207.6 医療法人社団　愛心会〒210-0812 （歯ＣＡＤ）第126777号    平成30年 1月 1日
     川歯207 　三愛歯科医院 川崎市川崎区東門前３－４－１ （補管）第6007号          平成21年 9月 1日
     044-287-4633  (044-287-0550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4268500,208.4 こみやま歯科 〒210-0006 （歯ＣＡＤ）第1846号      平成27年 5月 1日
     川歯208 川崎市川崎区砂子２－２－２ （補管）第2912号          平成 8年 4月 1日
     044-246-2532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4269500,210.0 阿保歯科医院 〒210-0812 （歯訪診）第3073号        平成29年 4月 1日
     川歯210 川崎市川崎区東門前１－１４－４ （歯ＣＡＤ）第126421号    平成29年 4月 1日
     044-277-6030  (044-277-4671) （補管）第2871号          平成11年12月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4270500,212.6 舛田歯科医院 〒210-0846 （歯ＣＡＤ）第1646号      平成27年 3月 1日
     川歯212 川崎市川崎区小田２－１５－２４ （補管）第2855号          平成 8年 4月 1日
     044-322-3422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4271500,214.2 京町歯科医院 〒210-0848 （歯ＣＡＤ）第1584号      平成27年 2月 1日
     川歯214 川崎市川崎区京町１－１７－１ （補管）第2934号          平成 8年 4月 1日
     044-355-0109  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4272500,217.5 大久保歯科医院 〒210-0015 （歯訪診）第2469号        平成29年 2月 1日
     川歯217 川崎市川崎区南町３－３ （歯ＣＡＤ）第126140号    平成28年 8月 1日
     044-222-3988  （補管）第2935号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  511

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4273500,218.3 かずみ歯科医院 〒210-0848 （歯訪診）第2002号        平成28年 6月 1日
     川歯218 川崎市川崎区京町２－７－１０シ （補管）第2873号          平成 8年 4月 1日
     ャトレーアオキ１０１ （１７５）第2374号        平成14年 4月 1日
     044-344-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4274500,219.1 イナキ歯科医院 〒210-0001 （補管）第3501号          平成 8年 6月 1日
     川歯219 川崎市川崎区本町１－３－５イナ
     キビル２Ｆ
     044-211-7600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4275500,221.7 大島歯科医院 〒210-0834 （歯訪診）第3224号        平成29年 4月 1日
     川歯221 川崎市川崎区大島３－３２－１０ （補管）第2938号          平成 8年 4月 1日
     マック大島コート１階
     044-245-0087  (044-245-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4276500,222.5 井田歯科医院 〒210-0006 （医管）第1752号          平成28年 4月 1日
     川歯222 川崎市川崎区砂子１－７－３ （歯訪診）第2853号        平成29年 4月 1日
     044-222-5250  (044-222-5270) （歯ＣＡＤ）第2378号      平成28年 3月 1日
     （補管）第6658号          平成24年 9月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4277503,001.0 田村歯科医院 〒210-0812 （外来環）第541号         平成26年 4月 1日
     川歯3001 川崎市川崎区東門前１－１７－１ （医管）第1753号          平成28年 4月 1日
     クリエイトビル川崎大師 （歯訪診）第2610号        平成29年 3月 1日
     044-589-7871  (044-589-7872) （手顕微加）第82号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第815号       平成26年 7月 1日
     （根切顕微）第50号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6893号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4278503,002.8 浜町歯科クリニック 〒210-0851 （歯ＣＡＤ）第2236号      平成27年12月 1日
     川歯3002 川崎市川崎区浜町１－１－７ （補管）第6920号          平成25年12月 1日
     044-355-8811  (044-355-8811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4279503,003.6 田中歯科医院 〒210-0006 （補管）第6952号          平成26年 4月 1日
     川歯3003 川崎市川崎区砂子１－９－１　２
     Ｆ
     044-222-4846  (044-222-4846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4280503,004.4 川崎さつき橋デンタル〒210-0837 （外来環）第546号         平成26年 5月 1日
     川歯3004 オフィス 川崎市川崎区渡田１－１－２石川 （医管）第1605号          平成26年 4月 1日
     ビル２Ｆ （か強診）第174号         平成28年 6月 1日
     044-589-5105  (044-589-5199) （在歯管）第133号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第584号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第338号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6965号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  512

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4281503,005.1 森田歯科医院 〒210-0006 （歯ＣＡＤ）第668号       平成26年 6月 1日
     川歯3005 川崎市川崎区砂子１－１－１　２ （補管）第6982号          平成26年 3月19日
     Ｆ
     044-244-7001  (044-244-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4282503,006.9 神谷デンタルクリニッ〒210-0835 （外来環）第631号         平成27年 3月 1日
     川歯3006 ク 川崎市川崎区追分町６－１１ （歯訪診）第2611号        平成29年 3月 1日
     044-344-5050  (044-344-5050) （歯リハ２）第294号       平成27年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1146号      平成26年10月 1日
     （補管）第6983号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4283503,007.7 クドウデンタルクリニ〒210-0843 （外来環）第627号         平成27年 2月 1日
     川歯3007 ック 川崎市川崎区小田栄２－３－１コ （歯訪診）第2337号        平成29年 1月 1日
     ーナン川崎小田栄モールＱ区画 （歯ＣＡＤ）第1268号      平成26年11月 1日
     044-280-7358  (044-280-7359) （補管）第7088号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4284503,009.3 駅前本町歯科 〒210-0007 （歯ＣＡＤ）第1585号      平成27年 2月 1日
     川歯3009 川崎市川崎区駅前本町１５－５十 （補管）第7139号          平成27年 2月 1日
     五番館２０２
     044-245-8199  (044-245-8199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4285503,010.1 北山歯科クリニック 〒210-0836 （外来環）第628号         平成27年 1月 1日
     川歯3010 川崎市川崎区大島上町１－６ウエ （医管）第1899号          平成28年 7月 1日
     ストフラット１０１ （歯訪診）第3169号        平成29年 4月 1日
     044-333-2525  (044-333-2525) （手顕微加）第258号       平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1596号      平成27年 1月 1日
     （歯技工）第258号         平成30年 3月 1日
     （根切顕微）第231号       平成30年 3月 1日
     （補管）第7148号          平成27年 1月 1日
     （酸単）第40375号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4286503,012.7 川崎スマート矯正歯科〒210-0007
     川歯3012 川崎市川崎区駅前本町２６－４ラ
     ウンドクロス川崎５Ｆ
     044-589-4184  (044-589-4998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4287503,013.5 川崎ハッピー歯科医院〒210-0012 （歯ＣＡＤ）第1999号      平成27年 7月 1日
     川歯3013 川崎市川崎区宮前町８－１ （補管）第7213号          平成27年 6月 1日
     044-201-8249  (044-201-8240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4288503,014.3 ひやま歯科クリニック〒210-0813 （外来環）第1377号        平成29年12月 1日
     川歯3014 川崎市川崎区昭和２－９－７フォ （歯訪診）第2854号        平成29年 4月 1日
     ルゴーレ川崎１０１ （歯ＣＡＤ）第126663号    平成29年11月 1日
     044-299-2330  (044-223-6333) （補管）第7222号          平成27年 5月 1日
     （酸単）第40584号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  513

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4289503,015.0 医療法人社団貴樂会　〒210-0807 （外来環）第1085号        平成29年 2月 1日
     川歯3015 港町ファミリー歯科 川崎市川崎区港町５－２－１０２ （補管）第7289号          平成27年 9月 1日
     044-223-8248  (044-223-8249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4290503,016.8 スクエアイースト歯科〒210-0011 （補管）第7365号          平成28年 3月 1日
     川歯3016 川崎市川崎区富士見１－５－５マ
     ーケットスクエア川崎イースト２
     Ｆ
     044-280-8008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4291503,017.6 髙野歯科医院 〒210-0837 （歯訪診）第2855号        平成29年 4月 1日
     川歯3017 川崎市川崎区渡田１－９－２ （歯ＣＡＤ）第126793号    平成30年 2月 1日
     044-322-7070  （補管）第7569号          平成28年11月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4292503,018.4 ソフィア歯科クリニッ〒210-0006 （歯訪診）第3264号        平成29年 4月 1日
     川歯3018 ク 川崎市川崎区砂子１－５－１８　 （歯ＣＡＤ）第126833号    平成30年 2月 1日
     １Ｆ （補管）第7570号          平成28年12月 1日
     044-201-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4293503,020.0 京浜歯科医院 〒210-0004 （歯ＣＡＤ）第126409号    平成29年 2月 1日
     川歯3020 川崎市川崎区宮本町４－１　大川 （補管）第7608号          平成29年 2月 1日
     ビル１Ｆ
     044-589-8214  (044-589-8283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4294503,021.8 久保歯科医院 〒210-0846 （歯訪診）第3454号        平成29年12月 1日
     川歯3021 川崎市川崎区小田２－１７－３０ （歯ＣＡＤ）第126784号    平成29年12月 1日
     044-344-2698  (044-344-2698) （補管）第7766号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4295503,022.6 パール歯科医院 〒210-0822 （歯訪診）第3466号        平成30年 1月 1日
     川歯3022 川崎市川崎区田町２－１３－１　 （歯ＣＡＤ）第126849号    平成30年 1月 1日
     ディアコート田町１Ｆ （補管）第7787号          平成30年 1月 1日
     044-280-3918  (044-280-3918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4296503,023.4 大師駅前歯科 〒210-0802
     川歯3023 川崎市川崎区大師駅前１－１４－
     ５　宮川ビル２Ｆ
     044-288-4956  (044-288-5322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4297503,024.2 三恵歯科医院 〒210-0006
     川歯3024 川崎市川崎区砂子２－６－２　三
     恵ビル４Ｆ－Ｃ
     044-222-1418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4298504,225.4 小泉歯科医院 〒210-0831 （歯訪診）第2612号        平成29年 3月 1日
     川歯225 川崎市川崎区観音１－２－９ （補管）第2929号          平成 8年 4月 1日
     044-288-1801  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  514

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4299504,226.2 上原歯科医院 〒210-0834 （歯ＣＡＤ）第2627号      平成28年 6月 1日
     川歯226 川崎市川崎区大島５－１３－２０ （補管）第3498号          平成 8年 6月 1日
     　
     044-222-5219  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4300504,227.0 佐々木歯科医院 〒210-0833 （歯訪診）第3265号        平成29年 4月 1日
     川歯227 川崎市川崎区桜本２－１７－２１ （歯ＣＡＤ）第949号       平成26年 8月 1日
     044-288-4890  （補管）第3500号          平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4301504,233.8 いしかわ矯正歯科 〒210-0005 （補管）第5176号          平成16年 7月 1日
     川歯233 川崎市川崎区東田町５－３ホンマ （矯診）第175号           平成22年 4月 1日
     ビル２Ｆ （顎診）第104号           平成18年 4月 1日
     044-200-8374  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4302504,234.6 相模歯科 〒210-0004 （補管）第3795号          平成 9年12月19日
     川歯234 川崎市川崎区宮本町５－５
     044-244-6605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4303504,236.1 及川歯科医院 〒210-0813 （歯訪診）第488号         平成28年 4月 1日
     川歯236 川崎市川崎区昭和２－９－２０ （補管）第3956号          平成11年 2月15日
     044-287-6040  (044-287-6040) （１７５）第2375号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4304504,238.7 川崎医療生活協同組合〒210-0833 （外来環）第478号         平成25年 5月 1日
     川歯238 　生協歯科クリニック川崎市川崎区桜本２－１－２２ （医管）第401号           平成18年 4月 1日
     044-277-4618  (044-276-1908) （か強診）第115号         平成28年 4月 1日
     （歯援診）第334号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第73号          平成26年 3月 1日
     （在推進）第36号          平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1847号      平成27年 5月 1日
     （補管）第4045号          平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4305504,240.3 いまい歯科 〒210-0814 （外来環）第664号         平成27年 7月 1日
     川歯240 川崎市川崎区台町２５－４ （医管）第1625号          平成27年 7月 1日
     044-299-4182  (044-299-4189) （在歯管）第357号         平成29年11月 1日
     （歯訪診）第2336号        平成29年 1月 1日
     （補管）第4080号          平成11年11月 1日
     （酸単）第40290号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  515

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4306504,243.7 金井歯科医院 〒210-0006 （外来環）第570号         平成26年 8月 1日
     川歯243 川崎市川崎区砂子１－２－１２ （医管）第1609号          平成26年 6月 1日
     044-244-6792  （か強診）第77号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第78号          平成26年 6月 1日
     （歯訪診）第489号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第233号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第669号       平成26年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第162号         平成20年 4月 1日
     （補管）第2854号          平成12年 1月 1日
     （１７５）第2376号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4307504,245.2 田中デンタルクリニッ〒210-0026 （か強診）第136号         平成28年 5月 1日
     川歯245 ク 川崎市川崎区堤根３９－１ （歯訪診）第1920号        平成28年 5月 1日
     044-246-3644  （補管）第4184号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4308504,246.0 ハローデンタルクリニ〒210-0843 （歯訪診）第3305号        平成29年 4月 1日
     川歯246 ック 川崎市川崎区小田栄２－２－１イ （歯ＣＡＤ）第1147号      平成26年10月 1日
     トーヨーカドー川崎２Ｆ （補管）第4624号          平成14年 4月 1日
     044-328-0086  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4309504,250.2 ひるまデンタルクリニ〒210-0015 （外来環）第158号         平成20年 4月 1日
     川歯250 ック 川崎市川崎区南町１８－１８ （手顕微加）第83号        平成28年 4月 1日
     044-222-4340  (044-230-1331) （根切顕微）第51号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4314号          平成13年 1月 1日
     （酸単）第40288号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4310504,256.9 たなか歯科医院 〒210-0022 （補管）第4503号          平成13年 9月 1日
     川歯256 川崎市川崎区池田１－１４－３
     044-244-5161  (044-221-8414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4311504,259.3 貝塚歯科クリニック 〒210-0014 （歯地連）第400号         平成18年 5月 1日
     川歯259 川崎市川崎区貝塚２－１３－１１ （歯訪診）第3074号        平成29年 4月 1日
     ニイノパレス川崎Ｎо２－１０１ （歯ＣＡＤ）第126796号    平成30年 2月 1日
     044-244-6401  （補管）第3982号          平成13年11月 1日
     （１７５）第2974号        平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4312504,260.1 みなとまち歯科 〒210-0807 （外来環）第648号         平成27年 6月 1日
     川歯260 川崎市川崎区港町１２－１イトー （医管）第1860号          平成28年 6月 1日
     ヨーカドー川崎港町店２Ｆ （歯訪診）第2055号        平成28年 7月 1日
     044-211-7077  (044-211-7890) （歯ＣＡＤ）第126284号    平成28年12月 1日
     （歯技工）第238号         平成28年 7月 1日
     （補管）第3872号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4313504,263.5 にのみや歯科クリニッ〒210-0847 （補管）第4774号          平成14年 5月 1日
     川歯263 ク 川崎市川崎区浅田２－１－１１－
     １０１
     044-355-8241  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  516

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4314504,264.3 きくち歯科クリニック〒210-0015 （手顕微加）第128号       平成28年 5月 1日
     川歯264 川崎市川崎区南町１６－７川崎ス （根切顕微）第183号       平成29年 4月 1日
     カイビル３Ｆ （補管）第4810号          平成14年 5月15日
     044-211-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4315504,267.6 あい歯科 〒210-0024 （補管）第4919号          平成14年12月 1日
     川歯267 川崎市川崎区日進町１２－１２ス
     テータス・タナカ１Ｆ
     044-210-4618  (044-210-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4316504,271.8 医療法人社団洋空会　〒210-0835 （補管）第2927号          平成15年11月 1日
     川歯271 殿岡歯科医院 川崎市川崎区追分町１－１７Ｙ． （１７５）第2906号        平成15年11月 1日
     Ｔビル１Ｆ
     044-329-1611  (044-329-1610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4317504,273.4 中川歯科医院 〒210-0844 （歯ＣＡＤ）第816号       平成26年 7月 1日
     川歯273 川崎市川崎区渡田新町２－５－４ （補管）第2889号          平成15年12月 1日
     044-322-5762  (044-344-1340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4318504,279.1 医療法人社団藤栄会　〒210-0024 （歯援診）第381号         平成29年 4月 1日
     川歯279 日航ビル歯科室 川崎市川崎区日進町１川崎日航ホ （歯ＣＡＤ）第670号       平成26年 6月 1日
     テル６Ｆ （手術歯根）第93号        平成28年 8月 1日
     044-221-6321  (044-221-6502) （補管）第4531号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4319504,280.9 齋藤歯科口腔外科医院〒210-0834 （歯訪診）第3325号        平成29年 5月 1日
     川歯280 川崎市川崎区大島３－５－２ （補管）第5195号          平成16年 8月 1日
     044-200-8236  (044-200-8236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4320504,282.5 新町歯科医院 〒210-0844 （外来環）第1312号        平成29年 7月 1日
     川歯282 川崎市川崎区渡田新町１－１２－ （医管）第2156号          平成29年 7月 1日
     ４ （歯ＣＡＤ）第126430号    平成29年 4月 1日
     044-233-7553  (044-233-3798) （補管）第2922号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4321504,284.1 アリス歯科 〒210-0825 （補管）第5240号          平成16年12月 1日
     川歯284 川崎市川崎区出来野１０－１５マ
     ルエツ出来野店１Ｆ
     044-299-0418  (044-299-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4322504,286.6 ジロー歯科 〒210-0024 （歯訪診）第490号         平成28年 4月 1日
     川歯286 川崎市川崎区日進町１－６８ （歯リハ２）第190号       平成26年 5月 1日
     044-220-1188  (044-220-1155) （歯ＣＡＤ）第477号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第401号         平成26年 5月 1日
     （補管）第5247号          平成16年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  517

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4323504,292.4 医療法人　志田会　志〒210-0802 （歯訪診）第3445号        平成30年 1月 1日
     川歯292 田歯科医院 川崎市川崎区大師駅前１－１６－ （歯ＣＡＤ）第1922号      平成27年 6月 1日
     ７セブンスターマンション川崎大 （補管）第4373号          平成18年 1月 1日
     師１０１
     044-280-3678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4324504,293.2 みつデンタルクリニッ〒210-0822 （歯ＣＡＤ）第2511号      平成28年 4月 1日
     川歯293 ク 川崎市川崎区田町２－１－１スペ （補管）第4389号          平成18年 1月 4日
     ースリバストン１Ｆ
     044-280-3748  (044-280-3758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4325504,297.3 医療法人社団　雙葉会〒210-8504 （医管）第404号           平成18年11月 1日
     川歯297 　ふたば歯科クリニッ川崎市川崎区駅前本町７岡田屋モ （歯ＣＡＤ）第126176号    平成28年 9月 1日
     ク アーズ６Ｆ （補管）第5424号          平成18年11月 1日
     044-211-5511  (044-211-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4326504,303.9 神野歯科医院 〒210-0006 （歯訪診）第2741号        平成29年 3月 1日
     川歯303 川崎市川崎区砂子２－５－４ （歯ＣＡＤ）第126391号    平成29年 3月 1日
     044-233-1617  (044-233-5318) （補管）第4680号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4327504,305.4 伊野歯科医院 〒210-0005 （歯ＣＡＤ）第1909号      平成27年 6月 1日
     川歯305 川崎市川崎区東田町４－５伊野ビ （補管）第2883号          平成20年 3月25日
     ル２階 （１７５）第2352号        平成20年 3月25日
     044-222-5605  (044-222-5605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4328504,306.2 かんのん歯科医院 〒210-0831 （外来環）第1028号        平成28年12月 1日
     川歯306 川崎市川崎区観音２－９－３ （歯訪診）第2264号        平成28年12月 1日
     044-287-0009  (044-287-0004) （補管）第5771号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4329504,308.8 小島新田ファミリー歯〒210-0822 （ＧＴＲ）第278号         平成21年 2月 1日
     川歯308 科 川崎市川崎区田町２－４－１３グ （補管）第5851号          平成21年 1月 1日
     ロス・ヴュー・スクエア　アルタ
     イムⅢＡ１号
     044-287-4618  (044-287-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4330504,309.6 ホワイトエッセンス川〒210-0024 （歯ＣＡＤ）第1398号      平成26年12月 1日
     川歯309 崎ルフロンデンタルク川崎市川崎区日進町１－１１川崎 （補管）第5868号          平成21年 3月 1日
     リニック ルフロン３Ｆ
     044-230-1566  (044-230-1567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4331504,310.4 東門前みなとまち歯科〒210-0818 （外来環）第649号         平成27年 6月 1日
     川歯310 川崎市川崎区中瀬３－２０島忠ホ （医管）第1861号          平成28年 6月 1日
     ームズ川崎店２Ｆ （歯訪診）第2056号        平成28年 7月 1日
     044-270-5077  (044-270-5577) （歯ＣＡＤ）第126249号    平成28年11月 1日
     （補管）第5869号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  518

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4332504,311.2 リバーク歯科 〒210-0007 （外来環）第733号         平成28年 2月 1日
     川歯311 川崎市川崎区駅前本町１２－１川 （医管）第1947号          平成28年 8月 1日
     崎駅前タワーリバーク２Ｆ （か強診）第582号         平成29年11月 1日
     044-222-7067  (044-222-7067) （歯援診）第783号         平成29年11月 1日
     （在歯管）第358号         平成29年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第950号       平成26年 8月 1日
     （補管）第5886号          平成21年 3月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4333504,313.8 医療法人社団　春夏秋〒210-0007 （歯訪診）第491号         平成28年 4月 1日
     川歯313 冬の会　山縣歯科医院川崎市川崎区駅前本町１１－１パ （歯リハ２）第130号       平成26年 4月 1日
     シフィックマークス川崎６Ｆ （手顕微加）第84号        平成28年 4月 1日
     044-211-0648  (044-211-0648) （歯ＣＡＤ）第26号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第293号         平成21年 8月 1日
     （根切顕微）第52号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5952号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4334504,314.6 武宮歯科医院 〒210-0804 （歯ＣＡＤ）第478号       平成26年 5月 1日
     川歯314 川崎市川崎区藤崎４－４－８ （補管）第5972号          平成21年 7月 1日
     044-233-7516  (044-233-7516) （１７５）第3009号        平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4335504,315.3 髙松歯科医院 〒210-0812 （歯援診）第431号         平成28年 4月 1日
     川歯315 川崎市川崎区東門前２－１－１１ （在推進）第88号          平成28年 1月 1日
     044-299-0715  (044-299-0715) （歯リハ２）第382号       平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第671号       平成26年 6月 1日
     （補管）第5967号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4336504,317.9 八丁畷駅前歯科 〒210-0025 （歯ＣＡＤ）第2380号      平成28年 3月 1日
     川歯317 川崎市川崎区下並木２２－１吉岡 （補管）第6015号          平成21年11月 1日
     ビル２Ｆ
     044-233-1908  (044-233-1909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4337504,318.7 とまと歯科 〒210-0833 （歯訪診）第2105号        平成28年 8月 1日
     川歯318 川崎市川崎区桜本１－７－６小川 （歯ＣＡＤ）第84号        平成26年 4月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第6016号          平成21年11月 1日
     044-266-8663  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4338504,319.5 大目谷診療所歯科 〒210-0803 （補管）第6047号          平成21年11月12日
     川歯319 川崎市川崎区川中島１－６－５ （１７５）第3015号        平成21年11月12日
     044-288-0465  (044-288-0465)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4339504,320.3 ぶどうのえだ歯科医院〒210-0011 （外来環）第1417号        平成30年 2月 1日
     川歯320 川崎市川崎区富士見１－６－１５ （補管）第6071号          平成21年12月 1日
     コンフォール川崎富士見　１０１
     044-223-5243  (044-223-5243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  519

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4340504,321.1 小林整形外科歯科医院〒210-0848 （外来環）第413号         平成24年 4月 1日
     (506,321.9) 川崎市川崎区京町２－１４－３ （医管）第1781号          平成28年 4月 1日
     川歯321 044-333-5123  (044-344-1633) （在歯管）第152号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第3280号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126476号    平成29年 6月 1日
     （補管）第6072号          平成21年11月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4341504,328.6 髙柴歯科 〒210-0837 （外来環）第385号         平成23年 4月 1日
     川歯328 川崎市川崎区渡田１－１－２　リ （医管）第1559号          平成24年 4月 1日
     ビエール石川　２０３ （か強診）第78号          平成28年 4月 1日
     044-366-5500  (044-366-5506) （歯援診）第401号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第134号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第339号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6341号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4342504,331.0 宮原歯科医院 〒210-0808 （歯ＣＡＤ）第126368号    平成29年 3月 1日
     川歯331 川崎市川崎区旭町２－７－９ （補管）第6429号          平成23年 9月 2日
     044-244-1950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4343504,333.6 かわさきハート歯科 〒210-0013 （歯援診）第747号         平成29年 6月 1日
     川歯333 川崎市川崎区新川通４－１３ＭＧ （補管）第6478号          平成24年 1月 1日
     エステート川崎　１Ｆ
     044-280-6363  (044-280-6364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4344504,336.9 ジンデンタルクリニッ〒210-0006 （外来環）第1340号        平成29年 8月 1日
     川歯336 ク 川崎市川崎区砂子２－１－１４ （歯ＣＡＤ）第2280号      平成28年 1月 1日
     044-210-0019  （補管）第6816号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4345504,337.7 久保木歯科医院 〒210-0846 （外来環）第1210号        平成29年 4月 1日
     川歯337 川崎市川崎区小田４－３６－１２ （か強診）第604号         平成30年 1月 1日
     044-333-4090  (044-344-7448) （歯訪診）第3225号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第234号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6578号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4346504,339.3 さくら通り歯科 〒210-0023 （歯ＣＡＤ）第1760号      平成27年 4月 1日
     川歯339 川崎市川崎区小川町８－２１高田 （補管）第6593号          平成24年 6月 1日
     ビル２Ｆ
     044-233-2327  (044-233-2327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4347504,341.9 木村歯科クリニック 〒210-0804 （歯ＣＡＤ）第1148号      平成26年10月 1日
     川歯341 川崎市川崎区藤崎３－９－２ （補管）第6660号          平成24年 9月 1日
     044-266-1919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  520

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4348504,343.5 みずた歯科クリニック〒210-0845 （歯訪診）第3075号        平成29年 4月 1日
     川歯343 川崎市川崎区渡田山王町２０－１ （歯ＣＡＤ）第817号       平成26年 7月 1日
     ６ヴィヴァンメゾン川崎京町１０ （補管）第6702号          平成25年 1月 1日
     ２
     044-223-8866  (044-223-8866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4349504,344.3 美加デンタルクリニッ〒210-0006 （歯ＣＡＤ）第479号       平成26年 5月 1日
     川歯344 ク 川崎市川崎区砂子１－１－１４Ｊ （補管）第6843号          平成25年 9月 1日
     ＴＢ川崎共同ビル４Ｆ
     044-233-5683  (044-233-5683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4350504,345.0 おいわけ歯科 〒210-0834 （ＧＴＲ）第385号         平成25年 9月 1日
     川歯345 川崎市川崎区大島２－６－１２ア （補管）第6844号          平成25年 9月 1日
     ヴァンセーヌ仲谷１Ｆ
     044-201-1844  (044-201-1844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4351510,018.5 ミユキ歯科医院 〒212-0012
     幸歯18 川崎市幸区中幸町４－２
     044-511-5537  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4352510,031.8 岡部歯科医院 〒212-0055 （歯訪診）第2470号        平成29年 2月 1日
     幸歯31 川崎市幸区南加瀬４－１８－２２ （歯ＣＡＤ）第672号       平成26年 6月 1日
     044-588-2400  （補管）第3009号          平成 8年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4353510,057.3 菊池歯科医院 〒212-0054 （歯訪診）第3306号        平成29年 4月 1日
     幸歯57 川崎市幸区小倉３－４－１９ （補管）第2970号          平成 8年 4月 1日
     044-588-4668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4354510,059.9 柴田歯科医院 〒212-0016 （歯訪診）第2743号        平成29年 3月 1日
     幸歯59 川崎市幸区南幸町３－５６ （補管）第2990号          平成 8年 4月 1日
     044-541-2333  （１７５）第2382号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4355510,063.1 熊沢歯科医院 〒212-0024 （か強診）第218号         平成28年 7月 1日
     幸歯63 川崎市幸区塚越３－１３５－４ （歯援診）第137号         平成20年 9月 1日
     044-544-0716  （歯援診）第164号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2673号      平成28年 7月 1日
     （補管）第2965号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2383号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4356510,065.6 長谷川歯科医院 〒212-0052 （補管）第2999号          平成 8年 4月 1日
     幸歯65 川崎市幸区古市場１－５１－１５ （１７５）第2384号        平成14年 4月 1日
     044-541-0470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4357510,066.4 愛仁歯科医院 〒212-0012 （医管）第1558号          平成24年 4月 1日
     幸歯66 川崎市幸区中幸町４－７ルミナス （歯援診）第195号         平成29年 4月 1日
     ビル１０１ （補管）第2953号          平成16年 5月 1日
     044-555-0731  (044-555-0115) （１７５）第2385号        平成16年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  521

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4358510,074.8 松村歯科 〒212-0053 （外来環）第148号         平成20年 6月 1日
     幸歯74 川崎市幸区下平間２２３ （か強診）第300号         平成28年 9月 1日
     044-555-1661  (044-555-1661) （歯援診）第105号         平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第190号       平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第70号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第123号       平成30年 1月 1日
     （補管）第3004号          平成14年 4月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4359510,076.3 山﨑歯科医院 〒212-0057 （歯ＣＡＤ）第1910号      平成27年 6月 1日
     幸歯76 川崎市幸区北加瀬２－８－６ （補管）第2980号          平成 8年 4月 1日
     044-588-4716  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4360510,077.1 安原歯科医院 〒212-0057 （歯訪診）第2856号        平成29年 4月 1日
     幸歯77 川崎市幸区北加瀬１－８－５－１ （歯ＣＡＤ）第121号       平成26年 4月 1日
     ０２ （歯技工）第164号         平成22年 7月 1日
     044-588-9215  （補管）第2989号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4361510,079.7 落合歯科医院 〒212-0053 （歯訪診）第2967号        平成29年 4月 1日
     幸歯79 川崎市幸区下平間２０４　倉田ビ （補管）第2984号          平成 8年 4月 1日
     ル２Ｆ
     044-533-2133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4362510,080.5 須藤歯科 〒212-0055 （補管）第2985号          平成 8年 4月 1日
     幸歯80 川崎市幸区南加瀬３－４－５ （１７５）第2959号        平成16年 9月 1日
     044-599-0127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4363510,082.1 日髙歯科クリニック 〒212-0027 （医管）第410号           平成18年 4月 1日
     幸歯82 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新 （歯訪診）第2744号        平成29年 3月 1日
     川崎３Ｆ （手顕微加）第176号       平成28年10月 1日
     044-522-1580  （う蝕無痛）第121号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第818号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第63号        平成26年 7月 1日
     （歯技工）第149号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第408号         平成26年 7月 1日
     （補管）第2955号          平成16年 1月 5日
     （矯診）第217号           平成26年 7月 1日
     （酸単）第40543号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4364510,083.9 村田歯科医院 〒212-0012 （歯技工）第114号         平成22年 4月 1日
     幸歯83 川崎市幸区中幸町４－５０ （補管）第2982号          平成 8年 4月 1日
     044-533-6462  （矯診）第176号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4365510,085.4 井田歯科クリニック 〒212-0055 （補管）第2996号          平成10年 5月 1日
     幸歯85 川崎市幸区南加瀬５－１６－７
     044-599-5168  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  522

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4366510,087.0 江川町歯科医院 〒212-0055 （歯訪診）第2471号        平成29年 2月 1日
     幸歯87 川崎市幸区南加瀬２－３５－１４ （歯ＣＡＤ）第1270号      平成26年11月 1日
     044-599-0203  （補管）第2973号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4367510,094.6 医療法人社団幸和会　〒212-0016 （外来環）第1334号        平成29年 8月 1日
     幸歯94 シオヤ歯科医院 川崎市幸区南幸町３－１０１ （歯訪診）第3307号        平成29年 4月 1日
     044-555-3918  （歯ＣＡＤ）第1271号      平成26年11月 1日
     （補管）第2956号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2386号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40291号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4368510,095.3 深瀬歯科診療所 〒212-0055 （歯訪診）第2857号        平成29年 4月 1日
     幸歯95 川崎市幸区南加瀬３丁目３９番１ （歯ＣＡＤ）第223号       平成26年 4月 1日
     ５号 （補管）第3005号          平成 8年 4月 1日
     044-599-6958  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4369510,097.9 えんどう歯科医院 〒212-0052 （補管）第3434号          平成 8年 4月 1日
     幸歯97 川崎市幸区古市場１－２９　ユー
     ボーパレス２Ｆ
     044-549-4884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4370510,100.1 いしかわ歯科クリニッ〒212-0014 （歯訪診）第2684号        平成29年 3月 1日
     幸歯100 ク 川崎市幸区大宮町１５－３ （ＧＴＲ）第323号         平成22年 4月 1日
     044-555-8100  （補管）第2971号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2389号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4371510,101.9 ナガタ歯科医院 〒212-0053 （歯訪診）第2745号        平成29年 3月 1日
     幸歯101 川崎市幸区下平間１４４ （補管）第3000号          平成 8年 4月 1日
     044-522-4936  (044-522-7732) （１７５）第2390号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4372510,102.7 塚越歯科医院 〒212-0024 （補管）第2998号          平成 8年 4月 1日
     幸歯102 川崎市幸区塚越２－１５９
     044-533-2288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4373510,104.3 ひげうち歯科医院 〒212-0057 （外来環）第775号         平成28年 4月 1日
     幸歯104 川崎市幸区北加瀬１－１７－２ （医管）第2154号          平成29年 7月 1日
     044-599-5711  （か強診）第79号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第474号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第345号         平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第673号       平成26年 6月 1日
     （補管）第3015号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4374510,105.0 竹内歯科医院 〒212-0022 （補管）第2987号          平成 8年 4月 1日
     幸歯105 川崎市幸区神明町１－６－６ （１７５）第2391号        平成14年 4月 1日
     044-511-2955  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  523

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4375510,106.8 石井歯科医院 〒212-0015 （歯ＣＡＤ）第1273号      平成26年11月 1日
     幸歯106 川崎市幸区柳町２２－１ （補管）第4164号          平成12年 4月 1日
     044-522-2461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4376510,108.4 みつえ歯科医院 〒212-0053 （外来環）第982号         平成28年10月 1日
     幸歯108 川崎市幸区下平間３１３　レオナ （医管）第1979号          平成28年10月 1日
     ビル２Ｆ （か強診）第558号         平成29年 8月 1日
     044-556-4618  （歯訪診）第2685号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1849号      平成27年 5月 1日
     （補管）第2975号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4377510,111.8 中島歯科医院 〒212-0024 （補管）第3011号          平成 8年 4月 1日
     幸歯111 川崎市幸区塚越４－３３３
     044-511-0815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4378510,113.4 紺野歯科医院 〒212-0053 （歯ＣＡＤ）第1272号      平成26年11月 1日
     幸歯113 川崎市幸区下平間１１１－２０ （補管）第3003号          平成 8年 4月 1日
     044-541-0280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4379510,115.9 ナカジマ歯科クリニッ〒212-0012 （補管）第3010号          平成 8年 4月 1日
     幸歯115 ク 川崎市幸区中幸町４－５１ （１７５）第2392号        平成14年 4月 1日
     044-555-7888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4380510,116.7 吉永歯科医院 〒212-0012 （補管）第2981号          平成 8年 4月 1日
     幸歯116 川崎市幸区中幸町１－２７－４
     044-555-8020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4381510,117.5 おおもち歯科医院 〒212-0055 （う蝕無痛）第38号        平成20年 4月 1日
     幸歯117 川崎市幸区南加瀬２－３３－１５ （補管）第2997号          平成 8年 4月 1日
     044-588-5100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4382510,118.3 吉岡歯科医院 〒212-0024 （外来環）第1177号        平成29年 4月 1日
     幸歯118 川崎市幸区塚越２－２５５－１Ｆ （歯訪診）第3226号        平成29年 4月 1日
     044-541-3300  （歯ＣＡＤ）第1274号      平成26年11月 1日
     （補管）第2979号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4383513,001.8 ナチュラ歯科クロスガ〒212-0054 （外来環）第674号         平成27年 8月 1日
     幸歯3001 ーデン川崎クリニック川崎市幸区小倉５－１９－２３ク （歯ＣＡＤ）第951号       平成26年 8月 1日
     ロスガーデン川崎２１４ （補管）第7036号          平成26年 6月 1日
     044-201-8686  (044-201-8686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4384513,002.6 メロディー歯科 〒212-0024 （歯援診）第677号         平成29年 3月 1日
     幸歯3002 川崎市幸区塚越１－６７サンハイ （歯ＣＡＤ）第1275号      平成26年11月 1日
     ツ沼田１０１ （ＧＴＲ）第505号         平成29年 9月 1日
     044-201-8656  (044-201-8656) （補管）第7057号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  524

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4385513,004.2 医療法人社団Ｓｔａｒ〒212-0024 （外来環）第1029号        平成28年12月 1日
     幸歯3004 Ｈｉｌｌ　星岡歯科診川崎市幸区塚越３－４１９ （医管）第2020号          平成28年12月 1日
     療所 044-511-3950  (044-511-3757) （か強診）第358号         平成28年12月 1日
     （歯訪診）第2265号        平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1597号      平成27年 1月 1日
     （補管）第7149号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4386513,006.7 ひろかみ歯科クリニッ〒212-0004 （補管）第7164号          平成27年 2月 1日
     幸歯3006 ク 川崎市幸区小向西町４－８６－５
     山口ビル１Ｆ
     044-511-4185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4387513,008.3 ひまわりデンタルクリ〒212-0014 （歯訪診）第2226号        平成28年11月 1日
     幸歯3008 ニック 川崎市幸区大宮町１２－７ＴＭビ （歯ＣＡＤ）第2000号      平成27年 7月 1日
     ルⅡ２０２ （補管）第7214号          平成27年 6月 1日
     044-201-6266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4388513,009.1 ポポスマイル歯科 〒212-0007 （う蝕無痛）第142号       平成27年11月 1日
     幸歯3009 川崎市幸区河原町１－１４－１２ （歯ＣＡＤ）第2198号      平成27年11月 1日
     ６ （補管）第7299号          平成27年11月 1日
     044-589-5454  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4389513,010.9 オーラルデンタルクリ〒212-0011 （外来環）第914号         平成28年 8月 1日
     幸歯3010 ニック川崎 川崎市幸区幸町１－９９３－８　 （か強診）第631号         平成30年 2月 1日
     ＫＷプレイス川崎１Ｆ （歯訪診）第2686号        平成29年 3月 1日
     044-201-4880  (044-201-4881) （歯ＣＡＤ）第2289号      平成27年12月 1日
     （補管）第7334号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4390513,012.5 尻手駅前歯科 〒212-0016 （歯ＣＡＤ）第126285号    平成28年12月 1日
     幸歯3012 川崎市幸区南幸町３－１１４－１ （補管）第7447号          平成28年 5月 1日
     　サミット尻手駅前店２Ｆ
     044-589-8080  (044-589-8080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4391513,013.3 川崎サン歯科医院 〒212-0016 （外来環）第1163号        平成29年 3月 1日
     幸歯3013 川崎市幸区南幸町１－２－７　戸 （か強診）第454号         平成29年 3月 1日
     村ビル１Ｆ （歯援診）第678号         平成29年 3月 1日
     044-533-9833  (044-533-9834) （歯ＣＡＤ）第126182号    平成28年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第479号         平成28年 8月 1日
     （補管）第7492号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4392513,015.8 宮坂歯科医院 〒212-0058 （歯訪診）第3077号        平成29年 4月 1日
     幸歯3015 川崎市幸区鹿島田１－１－５－３ （歯ＣＡＤ）第126357号    平成29年 1月 6日
     ０１ （補管）第7587号          平成29年 1月 6日
     044-556-4145  (044-556-4145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  525

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4393513,016.6 新川崎グレイス歯科 〒212-0032 （歯訪診）第2488号        平成29年 1月 1日
     幸歯3016 川崎市幸区新川崎５－２　シンカ （歯ＣＡＤ）第126355号    平成29年 1月 1日
     モール３Ｆ （補管）第7585号          平成29年 1月 1日
     044-587-4618  (044-587-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4394513,017.4 間中歯科医院 〒212-0012 （補管）第7653号          平成29年 3月 4日
     幸歯3017 川崎市幸区中幸町３－３１　
     044-511-0631  (044-511-0631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4395513,018.2 夢見ケ崎パーク歯科 〒212-0054 （歯ＣＡＤ）第126474号    平成29年 4月 1日
     幸歯3018 川崎市幸区小倉１－３－１４　テ （補管）第7654号          平成29年 4月 1日
     イスティーヒルズ１Ｆ
     044-599-3191  (044-599-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4396513,019.0 伴場歯科医院 〒212-0004 （歯ＣＡＤ）第126550号    平成29年 6月 1日
     幸歯3019 川崎市幸区小向西町４－１４５ （補管）第7690号          平成29年 6月 1日
     044-541-3918  (044-541-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4397513,020.8 下平間歯科クリニック〒212-0053 （外来環）第1353号        平成29年 8月 1日
     幸歯3020 川崎市幸区下平間２１４－１　フ （医管）第2166号          平成29年 8月 1日
     ロール川崎下平間１－１０３ （か強診）第570号         平成29年 8月 1日
     044-522-2272  (044-522-2272) （歯訪診）第3410号        平成29年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126591号    平成29年 8月 1日
     （歯技工）第254号         平成29年 8月 1日
     （補管）第7708号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4398513,021.6 かわまた歯科第二診療〒212-0021 （歯ＣＡＤ）第126677号    平成29年12月 1日
     幸歯3021 室 川崎市幸区都町１－５ （補管）第7742号          平成29年12月 1日
     044-387-3238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4399513,022.4 山口歯科医院 〒212-0055 （歯訪診）第3467号        平成30年 1月 1日
     幸歯3022 川崎市幸区南加瀬３－７－２３ （歯ＣＡＤ）第126840号    平成30年 2月 1日
     044-588-7765  （補管）第7788号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4400513,023.2 アール歯科クリニック〒212-0016 （歯訪診）第3468号        平成30年 1月11日
     幸歯3023 川崎市幸区南幸町２－７２　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126850号    平成30年 1月11日
     044-201-4617  (044-201-4619) （補管）第7789号          平成30年 1月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4401513,024.0 医療法人社団　名心会〒212-0012 （酸単）第42337号         平成29年 4月 1日
     幸歯3024 　名取歯科医院 川崎市幸区中幸町４－３５－４　
     大井ビル１Ｆ１０１
     044-522-4110  (044-522-0814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4402514,120.5 清水歯科医院 〒212-0054 （補管）第3013号          平成 8年 4月 1日
     幸歯120 川崎市幸区小倉１０５１－２ （１７５）第2393号        平成14年 4月 1日
     044-599-5333  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  526

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4403514,121.3 大川歯科医院 〒212-0053 （歯訪診）第2687号        平成29年 3月 1日
     幸歯121 川崎市幸区下平間１９３ （補管）第3014号          平成 8年 4月 1日
     044-511-5972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4404514,124.7 鹿島田歯科医院 〒212-0058 （補管）第3007号          平成 9年 3月 3日
     幸歯124 川崎市幸区鹿島田１－１９－３
     044-511-0165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4405514,125.4 小野田歯科医院 〒212-0055 （歯訪診）第3170号        平成29年 4月 1日
     幸歯125 川崎市幸区南加瀬４－１－７ （補管）第3691号          平成 9年 6月 1日
     044-580-1236  （１７５）第2395号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4406514,130.4 かわまた歯科 〒212-0012 （歯ＣＡＤ）第126312号    平成29年 1月 1日
     幸歯130 川崎市幸区中幸町１－５０服部ビ （補管）第3834号          平成10年 5月 7日
     ル１Ｆ
     044-522-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4407514,131.2 石垣歯科医院 〒212-0024 （歯訪診）第3171号        平成29年 4月 1日
     幸歯131 川崎市幸区塚越２－１６２みほハ （歯ＣＡＤ）第952号       平成26年 8月 1日
     イツ１Ｆ （補管）第3852号          平成10年 6月15日
     044-522-8213  （１７５）第2877号        平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4408514,133.8 医療法人社団　雄和会〒212-0032 （外来環）第1086号        平成29年 2月 1日
     幸歯133 　新川崎歯科医院 川崎市幸区新川崎３－１－１０１ （医管）第2050号          平成29年 2月 1日
     　イニシア新川崎 （か強診）第556号         平成29年 8月 1日
     044-580-3260  （歯援診）第764号         平成29年 8月 1日
     （歯リハ２）第334号       平成27年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第953号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第344号         平成23年 7月 1日
     （補管）第6402号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4409514,135.3 ますもと歯科医院 〒212-0016 （歯訪診）第3078号        平成29年 4月 1日
     幸歯135 川崎市幸区南幸町２－８０ＫＳ紅 （歯ＣＡＤ）第1300号      平成26年11月 1日
     屋ビル１Ｆ （ＧＴＲ）第109号         平成20年 4月 1日
     044-556-0545  (044-556-0545) （補管）第4094号          平成11年12月 1日
     （１７５）第2397号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4410514,137.9 中田歯科医院 〒212-0007 （歯訪診）第1843号        平成28年 4月 1日
     幸歯137 川崎市幸区河原町１－１４－１０ （歯ＣＡＤ）第126464号    平成29年 5月 1日
     ７ （ＧＴＲ）第110号         平成20年 4月 1日
     044-556-4181  (044-556-3664) （補管）第2988号          平成13年 1月 1日
     （酸単）第40358号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4411514,138.7 医療法人　博良会　川〒212-0013 （歯訪診）第2474号        平成29年 2月 1日
     幸歯138 崎テクノピア歯科 川崎市幸区堀川町６６－２興和川 （歯ＣＡＤ）第126378号    平成29年 3月 1日
     崎西口ビル１Ｆ （補管）第4273号          平成14年 4月 1日
     044-542-5518  (044-542-5517)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  527

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4412514,141.1 飯田歯科医院 〒212-0052 （歯訪診）第3079号        平成29年 4月 1日
     幸歯141 川崎市幸区古市場１７５２　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2123号      平成27年 9月 1日
     044-555-0133  (044-555-0133) （補管）第3008号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4413514,142.9 スズキ歯科クリニック〒212-0027 （歯ＣＡＤ）第126645号    平成29年11月 1日
     幸歯142 川崎市幸区新塚越２００ＤＮＲ　 （補管）第5040号          平成15年 9月 1日
     ⅤⅤⅡビル１階
     044-542-1177  (044-542-1177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4414514,143.7 タカミ歯科 〒212-0055 （歯訪診）第2266号        平成28年12月 1日
     幸歯143 川崎市幸区南加瀬３－７－３２ （歯リハ２）第315号       平成27年 5月 1日
     044-599-8902  (044-599-8904) （歯ＣＡＤ）第1851号      平成27年 5月 1日
     （補管）第5048号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4415514,144.5 川崎駅西口歯科医院 〒212-0014 （歯ＣＡＤ）第971号       平成26年 8月 1日
     幸歯144 川崎市幸区大宮町１３１０ミュー （補管）第5086号          平成15年12月15日
     ザ川崎２階２２１
     044-555-0225  (044-555-8754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4416514,145.2 サクラ歯科医院 〒212-0014 （補管）第5087号          平成15年12月15日
     幸歯145 川崎市幸区大宮町６飯田ビル２Ｆ
     044-556-4874  (044-556-4871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4417514,148.6 すだ歯科医院 〒212-0012 （歯ＣＡＤ）第126861号    平成30年 3月 1日
     幸歯148 川崎市幸区中幸町１－５１－１ （補管）第5127号          平成16年 4月 1日
     044-522-4181  (044-522-4181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4418514,149.4 市石歯科クリニック 〒212-0058 （外来環）第1131号        平成29年 3月 1日
     幸歯149 川崎市幸区鹿島田１－９－１５大 （歯ＣＡＤ）第954号       平成26年 8月 1日
     沢ビル１Ｆ （補管）第5196号          平成16年 8月 1日
     044-511-6482  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4419514,150.2 医療法人社団　親和会〒212-0058 （歯訪診）第2194号        平成28年10月 1日
     幸歯150 　さくらんぼ歯科 川崎市幸区鹿島田１－１７－８鹿 （歯ＣＡＤ）第674号       平成26年 4月 1日
     島田駅ビル「ＥＫＩＳＴ鹿島田」 （補管）第5218号          平成16年10月 1日
     ２Ｆ第２０２号－１
     044-541-5777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4420514,153.6 矢野歯科医院 〒212-0024 （歯ＣＡＤ）第1276号      平成26年11月 1日
     幸歯153 川崎市幸区塚越４－３３３－９３ （補管）第5292号          平成17年 4月 1日
     044-542-2775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4421514,155.1 大塩歯科医院 〒212-0052 （歯訪診）第2613号        平成29年 3月 1日
     幸歯155 川崎市幸区古市場２－１０４ （補管）第2976号          平成17年 4月 1日
     044-511-1712  (044-511-1712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  528

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4422514,156.9 医療法人社団　歯愛会〒212-0016 （歯援診）第704号         平成29年 4月 1日
     幸歯156 　須貝歯科医院 川崎市幸区南幸町２－８－１オー （歯リハ２）第337号       平成28年 1月 1日
     ベル川崎１０１号室 （歯ＣＡＤ）第1401号      平成26年12月 1日
     044-533-8148  (044-533-8165) （歯技工）第32号          平成22年 4月 1日
     （補管）第2986号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4423514,157.7 西デンタルクリニック〒212-0054 （歯ＣＡＤ）第2674号      平成28年 7月 1日
     幸歯157 川崎市幸区小倉１－１パークシテ （補管）第5425号          平成18年 2月 1日
     ィ新川崎クリニック棟２Ｆ
     044-555-5333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4424514,161.9 医療法人社団　樹英会〒212-8576 （歯訪診）第2614号        平成29年 3月 1日
     幸歯161 　ラゾーナ川崎デンタ川崎市幸区堀川町７２番１外ＬＡ （補管）第5521号          平成18年 9月15日
     ルクリニック ＺＯＮＡ川崎ＰＬＡＺＡ１Ｆ
     044-520-0896  (044-520-0897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4425514,162.7 すがぬま歯科 〒212-0053 （歯ＣＡＤ）第1911号      平成27年 6月 1日
     幸歯162 川崎市幸区下平間３４１　レオナ （補管）第5642号          平成19年 7月 1日
     Ⅲ２０１号室
     044-555-1919  (044-555-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4426514,163.5 加藤歯科医院 〒212-0003 （歯訪診）第2228号        平成28年11月 1日
     幸歯163 川崎市幸区小向町１－１０ （歯ＣＡＤ）第1277号      平成26年11月 1日
     044-544-2533  (044-544-2613) （補管）第3001号          平成19年 6月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4427514,167.6 たから歯科クリニック〒212-0053 （歯ＣＡＤ）第2001号      平成27年 7月 1日
     幸歯167 川崎市幸区下平間２０５－２エク （補管）第5908号          平成21年 5月 1日
     セルダイア新川崎１０２
     044-555-0002  (044-555-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4428514,169.2 遠藤町ファミリー歯科〒212-0006 （歯援診）第690号         平成29年 4月 1日
     幸歯169 川崎市幸区遠藤町４７ （在推進）第49号          平成26年 5月 1日
     044-272-6652  (044-272-6653) （補管）第6073号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4429514,171.8 聖母歯科医院 〒212-0012 （補管）第6282号          平成22年12月 1日
     幸歯171 川崎市幸区中幸町４－１１－２　
     プレフェスタマンション　２０１
     044-541-3418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4430514,172.6 医療法人サンライズ　〒212-0014 （外来環）第1241号        平成29年 5月 1日
     幸歯172 サンライズ歯科クリニ川崎市幸区大宮町１３１０　ミュ （医管）第2142号          平成29年 6月 1日
     ック ーザ川崎　区画番号２２６ （か強診）第515号         平成29年 5月 1日
     044-555-3278  (044-555-1378) （歯援診）第739号         平成29年 5月 1日
     （在歯管）第336号         平成29年 6月 1日
     （歯リハ２）第423号       平成29年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第338号         平成23年 2月 1日
     （補管）第6296号          平成23年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  529

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4431514,177.5 医療法人　健幸会　プ〒212-0055 （外来環）第1395号        平成30年 1月 1日
     幸歯177 ラス歯科クリニック 川崎市幸区南加瀬４－３０－５三 （歯訪診）第3308号        平成29年 4月 1日
     浦ビル２Ｆ （在推進）第73号          平成27年 2月 1日
     044-599-5321  （歯リハ２）第313号       平成27年 4月 1日
     （補管）第6504号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4432514,178.3 こばやし歯科クリニッ〒212-0005 （歯ＣＡＤ）第126706号    平成29年12月 1日
     幸歯178 ク 川崎市幸区戸手１－６－６エアリ （補管）第6615号          平成24年 7月 1日
     ーアベニュービル１Ｆ
     044-589-3211  (044-589-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4433514,179.1 川崎スマイル歯科クリ〒212-0013 （歯ＣＡＤ）第2379号      平成28年 3月 1日
     幸歯179 ニック 川崎市幸区堀川町５８０ソリッド （補管）第6628号          平成24年 6月 1日
     スクエア東館３Ｆ
     044-511-4182  (044-511-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4434514,181.7 小俣歯科医院 〒212-0054 （外来環）第1058号        平成29年 1月 1日
     幸歯181 川崎市幸区小倉２－２５－６ （医管）第1754号          平成28年 4月 1日
     044-588-5714  (044-588-5714) （歯訪診）第494号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第675号       平成26年 6月 1日
     （補管）第6733号          平成25年 1月 1日
     （酸単）第40292号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4435520,012.6 川島歯科医院 〒211-0004 （補管）第3051号          平成 8年 4月 1日
     中原歯12 川崎市中原区新丸子東３－４４７
     044-411-4032  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4436520,063.9 千葉歯科医院 〒211-0025 （歯ＣＡＤ）第1150号      平成26年10月 1日
     中原歯63 川崎市中原区木月１－１６－５ （補管）第3124号          平成 8年 4月 1日
     044-411-8322  （１７５）第2408号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4437520,070.4 上村歯科医院 〒211-0051 （補管）第3032号          平成 8年 4月 1日
     中原歯70 川崎市中原区宮内２－１４－５
     044-777-5024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4438520,083.7 田尻歯科医院 〒211-0014 （歯ＣＡＤ）第1278号      平成26年11月 1日
     中原歯83 川崎市中原区田尻町８１ （補管）第3099号          平成 8年10月31日
     044-555-3088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4439520,087.8 松島歯科クリニック 〒211-0004 （医管）第1755号          平成28年 4月 1日
     中原歯87 川崎市中原区新丸子東１－８３３ （歯ＣＡＤ）第340号       平成26年 4月 1日
     －２　エスタシオンエステ１０１ （補管）第6310号          平成23年 3月 1日
     044-433-8666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  530

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4440520,091.0 宮川歯科医院 〒211-0025 （外来環）第21号          平成20年 4月 1日
     中原歯91 川崎市中原区木月１－１５－１０ （医管）第1756号          平成28年 4月 1日
     044-433-8598  （歯訪診）第495号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第191号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126664号    平成29年11月 1日
     （補管）第3060号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4441520,092.8 伊勢山歯科クリニック〒211-0035 （歯訪診）第2339号        平成29年 1月 1日
     中原歯92 川崎市中原区井田３－７－１３　 （歯ＣＡＤ）第1586号      平成27年 2月 1日
     ヒルサイド井田１０１ （補管）第3096号          平成 8年 4月 1日
     044-755-8846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4442520,094.4 吉田歯科医院 〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第2237号      平成27年12月 1日
     中原歯94 川崎市中原区小杉町１－４０３－ （補管）第3082号          平成 8年 4月 1日
     １０ （１７５）第2743号        平成14年 5月 1日
     044-711-2210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4443520,096.9 オザワ歯科クリニック〒211-0012 （外来環）第832号         平成28年 6月 1日
     中原歯96 川崎市中原区中丸子５８９－１１ （歯訪診）第2003号        平成28年 6月 1日
     044-433-6480  (044-433-8642) （歯ＣＡＤ）第1151号      平成26年 9月 1日
     （補管）第3094号          平成16年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4444520,099.3 ワタナベ歯科 〒211-0063 （歯訪診）第3309号        平成29年 4月 1日
     中原歯99 川崎市中原区小杉町３－２４９－ （補管）第3093号          平成13年 3月28日
     ２クレアホームズ小杉１ＦＢ （１７５）第2414号        平成14年 4月 1日
     044-711-2451  (044-711-2451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4445520,106.6 義村歯科医院 〒211-0044 （歯技工）第18号          平成22年 4月 1日
     中原歯106 川崎市中原区新城１－１１－２０ （補管）第3106号          平成16年 4月19日
     044-755-3133  (044-755-3133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4446520,110.8 田村歯科医院 〒211-0064 （補管）第3073号          平成 8年 4月 1日
     中原歯110 川崎市中原区今井南町７－５８ （１７５）第2416号        平成14年 4月 1日
     044-722-2686  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4447520,118.1 平間中央歯科医院 〒211-0014 （補管）第3033号          平成 8年 4月 1日
     中原歯118 川崎市中原区田尻町２２－１
     044-555-5524  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4448520,121.5 林歯科医院 〒211-0011 （歯援診）第299号         平成29年 3月 1日
     中原歯121 川崎市中原区下沼部１７４９ （歯ＣＡＤ）第1912号      平成27年 6月 1日
     044-422-3033  （補管）第3115号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4449520,126.4 宮内歯科医院 〒211-0022 （補管）第3034号          平成 8年 4月 1日
     中原歯126 川崎市中原区苅宿２０５ （１７５）第2879号        平成14年 6月 1日
     044-411-3829  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  531

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4450520,128.0 三浦歯科医院 〒211-0025 （補管）第4739号          平成14年 5月 1日
     中原歯128 川崎市中原区木月５１６ （１７５）第2744号        平成14年 5月 1日
     044-433-6783  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4451520,130.6 岡本歯科医院 〒211-0025 （歯ＣＡＤ）第126643号    平成29年11月 1日
     中原歯130 川崎市中原区木月１－２９－２９ （補管）第3090号          平成 8年 4月 1日
     044-422-2120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4452520,131.4 たちばな歯科医院 〒211-0041 （歯訪診）第2340号        平成29年 1月 1日
     中原歯131 川崎市中原区下小田中１－２５－ （歯ＣＡＤ）第819号       平成26年 7月 1日
     ２５プリーマハイツ１Ｆ （補管）第3059号          平成10年 4月23日
     044-751-0168  （１７５）第2420号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4453520,132.2 及川歯科医院 〒211-0012 （歯訪診）第2004号        平成28年 6月 1日
     中原歯132 川崎市中原区中丸子５５８ （歯ＣＡＤ）第1402号      平成26年12月 1日
     044-434-2200  （補管）第3080号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2421号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4454520,134.8 かど歯科医院 〒211-0025 （補管）第3047号          平成 8年 4月 1日
     中原歯134 川崎市中原区木月３－９－３７横 （１７５）第2422号        平成14年 4月 1日
     田ビル２Ｆ
     044-434-3788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4455520,136.3 佐藤歯科医院 〒211-0063 （補管）第3114号          平成 8年 4月 1日
     中原歯136 川崎市中原区小杉町３－４３２オ （１７５）第2423号        平成14年 4月 1日
     ムラビル３Ｆ
     044-733-7367  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4456520,139.7 中林歯科医院 〒211-0041 （か強診）第639号         平成30年 3月 1日
     中原歯139 川崎市中原区下小田中１－２０－ （歯援診）第808号         平成30年 3月 1日
     ７ （歯ＣＡＤ）第1403号      平成26年12月 1日
     044-766-0970  （補管）第3046号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2424号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4457520,140.5 木月デンタルクリニッ〒211-0025 （補管）第3072号          平成 8年 4月 1日
     中原歯140 ク 川崎市中原区木月２－７－２０原
     田ビル１Ｆ
     044-433-5548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4458520,141.3 久光デンタルクリニッ〒211-0033 （歯ＣＡＤ）第1152号      平成26年10月 1日
     中原歯141 ク 川崎市中原区木月祗園町１２－１ （補管）第3057号          平成 8年 4月 1日
     ２ （１７５）第2745号        平成14年 5月 1日
     044-433-3052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  532

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4459520,144.7 まつやま歯科医院 〒211-0051 （外来環）第1059号        平成29年 1月 1日
     中原歯144 川崎市中原区宮内４－２２－１１ （医管）第1980号          平成28年10月 1日
     ＫＲビル２Ｆ （か強診）第422号         平成29年 3月 1日
     044-777-3110  （歯訪診）第2229号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第955号       平成26年 8月 1日
     （補管）第3023号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4460520,147.0 ライト歯科 〒211-0044 （補管）第3037号          平成 8年 4月 1日
     中原歯147 川崎市中原区新城１－１０－１３
     044-751-0071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4461520,150.4 野上歯科医院 〒211-0014 （歯援診）第630号         平成29年 2月 1日
     中原歯150 川崎市中原区田尻町２３－１エイ （歯ＣＡＤ）第126646号    平成29年11月 1日
     ム平間２Ｆ （補管）第3110号          平成 8年 4月 1日
     044-511-9648  (2) （１７５）第2425号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4462520,153.8 山﨑歯科クリニック 〒211-0045 （歯ＣＡＤ）第1404号      平成26年12月 1日
     中原歯153 川崎市中原区上新城２－６－７ （補管）第3113号          平成14年 6月 3日
     044-751-0575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4463520,154.6 松井歯科医院 〒211-0041 （歯訪診）第496号         平成28年 4月 1日
     中原歯154 川崎市中原区下小田中２－８－５ （補管）第3017号          平成 8年 4月 1日
     　コーポサザンクロス （１７５）第2427号        平成14年 4月 1日
     044-751-0098  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4464520,157.9 川崎市中原歯科保健セ〒211-0063 （外来環）第1296号        平成29年 7月 1日
     中原歯157 ンター 川崎市中原区小杉町２－２８８－ （歯特連）第14号          平成22年 4月 1日
     ４ （医管）第2148号          平成29年 7月 1日
     044-233-4494  (044-733-1248) （歯援診）第757号         平成29年 7月 1日
     （在歯管）第342号         平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126250号    平成28年11月 1日
     （補管）第3101号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40294号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4465520,158.7 藍歯科医院 〒211-0004 （補管）第3091号          平成 8年 4月 1日
     中原歯158 川崎市中原区新丸子東２－８９６ （１７５）第2428号        平成14年 4月 1日
     菱栄ビル２Ｆ
     044-433-6481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4466520,159.5 徳力歯科医院 〒211-0068 （歯訪診）第2195号        平成28年10月 1日
     中原歯159 川崎市中原区小杉御殿町１－９３ （歯ＣＡＤ）第1587号      平成27年 2月 1日
     ７ （補管）第3021号          平成 8年 4月 1日
     044-722-4455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4467520,160.3 菊池歯科医院 〒211-0015 （歯ＣＡＤ）第126761号    平成30年 1月 1日
     中原歯160 川崎市中原区北谷町２ （補管）第3065号          平成 8年 4月 1日
     044-533-5151  （１７５）第2429号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  533

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4468520,163.7 こいけ歯科医院 〒211-0044 （歯訪診）第2341号        平成29年 1月 1日
     中原歯163 川崎市中原区新城５－８－３０ （歯ＣＡＤ）第126379号    平成29年 3月 1日
     044-777-3777  (044-777-3777) （補管）第3062号          平成13年 9月29日
     （１７５）第2430号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4469520,164.5 林歯科クリニック 〒211-0021 （医管）第1810号          平成28年 5月 1日
     中原歯164 川崎市中原区木月住吉町１１－６ （歯訪診）第1921号        平成28年 5月 1日
     ＡＭハイツ１０２ （歯リハ２）第368号       平成28年 5月 1日
     044-434-6686  （歯ＣＡＤ）第1648号      平成27年 3月 1日
     （補管）第3105号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4470520,168.6 小林歯科医院 〒211-0025 （歯ＣＡＤ）第2124号      平成27年 9月 1日
     中原歯168 川崎市中原区木月２－８－５ （補管）第3042号          平成 8年 4月 1日
     044-411-3260  （１７５）第2431号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4471520,171.0 清水歯科医院 〒211-0065 （医管）第1862号          平成28年 6月 1日
     中原歯171 川崎市中原区今井仲町１２－１２ （歯訪診）第2005号        平成28年 6月 1日
     044-711-3902  （歯リハ２）第193号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第482号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第402号         平成26年 5月 1日
     （補管）第3035号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2432号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4472520,172.8 ささき歯科 〒211-0051 （補管）第3085号          平成 8年 4月 1日
     中原歯172 川崎市中原区宮内２－１－１２宮 （１７５）第2433号        平成14年 4月 1日
     内ビル２Ｆ
     044-799-7075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4473520,179.3 医療法人　池田歯科医〒211-0045 （補管）第3121号          平成 8年 4月 1日
     中原歯179 院 川崎市中原区上新城２－１１－２
     ５セシーズイシイ５－４０１
     044-755-4161  (044-751-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4474520,182.7 まゆみ矯正歯科医院 〒211-0063 （矯診）第155号           平成22年 4月 1日
     中原歯182 川崎市中原区小杉町１－５２６－ （顎診）第114号           平成18年 4月 1日
     ６コスモ武蔵小杉１Ｆ
     044-711-9399  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4475520,186.8 岩井歯科医院 〒211-0016 （外来環）第1318号        平成29年 7月 1日
     中原歯186 川崎市中原区市ノ坪１８９－４ （医管）第1948号          平成28年 8月 1日
     044-434-8485  （か強診）第651号         平成30年 3月 1日
     （歯訪診）第497号         平成28年 4月 1日
     （補管）第3504号          平成 8年 6月 1日
     （１７５）第2434号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  534

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4476520,188.4 土井歯科クリニック 〒211-0013 （補管）第3083号          平成 8年 4月 1日
     中原歯188 川崎市中原区上平間１１４９－１ （１７５）第2435号        平成14年 4月 1日
     044-533-7778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4477520,189.2 医療法人社団　徳友会〒211-0053 （歯訪診）第2858号        平成29年 4月 1日
     中原歯189 　おだなか歯科医院 川崎市中原区上小田中６－２３－ （補管）第3048号          平成 8年 4月 1日
     ７森ビル２Ｆ （１７５）第2436号        平成14年 4月 1日
     044-733-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4478520,191.8 さとう歯科医院 〒211-0004 （補管）第3078号          平成 8年 4月 1日
     中原歯191 川崎市中原区新丸子東１－８２９
     044-411-9233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4479520,194.2 北村医院歯科 〒211-0022 （補管）第3111号          平成 8年 4月 1日
     中原歯194 川崎市中原区苅宿１０－２６ （１７５）第2437号        平成14年 4月 1日
     044-434-6488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4480520,198.3 高崎歯科医院 〒211-0025 （補管）第3767号          平成 9年12月 1日
     中原歯198 川崎市中原区木月１－３５－２７
     －１０２
     044-422-1555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4481520,200.7 海野歯科医院 〒211-0025 （歯ＣＡＤ）第126753号    平成30年 1月 1日
     中原歯200 川崎市中原区木月４９８ （補管）第3044号          平成 8年 4月 1日
     044-422-7711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4482520,203.1 医療法人社団日昭会　〒211-0013 （外来環）第776号         平成28年 4月 1日
     中原歯203 松山歯科医院 川崎市中原区上平間１７１－１ド （医管）第1863号          平成28年 6月 1日
     ルフ平間２Ｆ （か強診）第177号         平成28年 6月 1日
     044-555-7575  (044-555-7575) （歯訪診）第3294号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1145号      平成26年10月 1日
     （補管）第3066号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4483520,205.6 いまにし歯科医院 〒211-0034 （外来環）第964号         平成28年 9月 1日
     中原歯205 川崎市中原区井田中ノ町８ー８ゾ （歯訪診）第3351号        平成29年 6月 1日
     ンネンハイム元住吉１０１－３ （歯ＣＡＤ）第126615号    平成29年10月 1日
     044-777-8241  （補管）第3097号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4484520,206.4 中ノ町歯科 〒211-0034 （歯ＣＡＤ）第126883号    平成30年 3月 1日
     中原歯206 川崎市中原区井田中ノ町３５ー５ （補管）第3053号          平成 8年 4月 1日
     黒佐ビル２Ｆ （１７５）第2439号        平成14年 4月 1日
     044-751-8177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  535

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4485520,208.0 医療法人社団　内剛会〒211-0025 （歯地連）第366号         平成18年 4月 1日
     中原歯208 　内田歯科医院 川崎市中原区木月２－８－３４ （歯訪診）第1922号        平成28年 5月 1日
     044-422-8217  (044-422-8560) （歯リハ２）第235号       平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126465号    平成29年 5月 1日
     （補管）第3064号          平成14年 5月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4486520,210.6 ホワイト歯科医院 〒211-0041 （う蝕無痛）第73号        平成22年10月 1日
     中原歯210 川崎市中原区下小田中１－２８－ （歯ＣＡＤ）第126555号    平成29年 8月 1日
     １サンコーマルエツ２階 （手術歯根）第26号        平成22年10月 1日
     044-755-1232  （補管）第3071号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2440号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4487520,211.4 おぎ歯科医院 〒211-0004 （歯訪診）第3295号        平成29年 4月 1日
     中原歯211 川崎市中原区新丸子東１－７７２ （補管）第3056号          平成 8年 4月 1日
     細野ビル２Ｆ
     044-434-4093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4488520,213.0 小杉歯科クリニック 〒211-0004 （外来環）第336号         平成21年11月 1日
     中原歯213 川崎市中原区新丸子東２－９０７ （歯ＣＡＤ）第139号       平成26年 4月 1日
     カーサ小杉１Ｆ （補管）第3107号          平成 8年 4月 1日
     044-434-9423  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4489520,214.8 元住吉歯科診療室 〒211-0025 （補管）第3040号          平成 8年 4月 1日
     中原歯214 川崎市中原区木月２－２－３４鈴
     木ビル３Ｆ
     044-422-5036  (044-422-5036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4490520,215.5 森岡デンタルクリニッ〒211-0044 （補管）第4900号          平成14年11月 1日
     中原歯215 ク 川崎市中原区新城３－２－１３ラ （１７５）第2928号        平成14年10月 1日
     ・ビスタビル４Ｆ
     044-799-7580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4491520,216.3 玉置歯科医院 〒211-0044 （歯訪診）第2267号        平成28年12月 1日
     中原歯216 川崎市中原区新城３－１５－１８ （補管）第3125号          平成 8年 4月 1日
     044-766-5921  （１７５）第2441号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4492520,222.1 よしだ歯科医院 〒211-0063 （外来環）第983号         平成28年10月 1日
     中原歯222 川崎市中原区小杉町３－２５８－ （医管）第1811号          平成28年 5月 1日
     ３石橋ビル２Ｆ （歯訪診）第2688号        平成29年 3月 1日
     044-733-2000  （補管）第3045号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  536

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4493520,224.7 にかもと歯科医院 〒211-0051 （外来環）第352号         平成22年 3月 1日
     中原歯224 川崎市中原区宮内１－８－３ハウ （医管）第1576号          平成24年12月 1日
     ズクリニック４Ｆ （か強診）第113号         平成28年 4月 1日
     044-755-1456  （歯援診）第481号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第163号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第498号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第282号       平成26年10月 1日
     （う蝕無痛）第136号       平成27年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1153号      平成26年10月 1日
     （手術歯根）第71号        平成27年 7月 1日
     （補管）第3024号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4494520,225.4 幸歯科医院 〒211-0012 （歯訪診）第2689号        平成29年 3月 1日
     中原歯225 川崎市中原区中丸子５３４－５ （歯リハ２）第134号       平成26年 4月 1日
     044-455-1188  （ＧＴＲ）第185号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3018号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4495520,226.2 小島歯科医院 〒211-0063 （歯訪診）第2154号        平成28年 9月 1日
     中原歯226 川崎市中原区小杉町３－８ （歯ＣＡＤ）第1405号      平成26年12月 1日
     044-722-5265  （補管）第3127号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2746号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4496523,000.8 オズ通り歯科医院 〒211-0025 （外来環）第804号         平成28年 5月 1日
     中原歯3000 川崎市中原区木月２－１１－２０ （医管）第1783号          平成28年 4月 1日
     ＭＫサリチェ１０１ （か強診）第321号         平成28年10月 1日
     044-740-9333  (044-740-9343) （歯援診）第660号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第361号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2414号      平成28年 4月 1日
     （補管）第6882号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4497523,001.6 かよ歯科 〒211-0016 （外来環）第515号         平成26年 2月 1日
     中原歯3001 川崎市中原区市ノ坪６６－２アイ （補管）第6883号          平成25年11月 1日
     ズ武蔵小杉２Ｆ
     044-322-9348  (044-322-9349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4498523,002.4 武蔵新城駅前歯科 〒211-0045 （歯ＣＡＤ）第2199号      平成27年11月 1日
     中原歯3002 川崎市中原区上新城２－８－７－ （補管）第6984号          平成26年 5月 1日
     ４Ｆ
     044-982-1855  (044-982-1875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4499523,003.2 ひらま駅前歯科 〒211-0014 （補管）第6985号          平成26年 5月 1日
     中原歯3003 川崎市中原区田尻町１４
     044-276-8470  (044-276-8470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  537

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4500523,004.0 ワコ歯科・矯正歯科ク〒211-0015 （歯ＣＡＤ）第676号       平成26年 6月 1日
     中原歯3004 リニック 川崎市中原区北谷町９　長谷川ビ （補管）第6999号          平成26年 6月 1日
     ル１Ｆ
     044-201-9431  (044-201-9431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4501523,005.7 新丸子デンタルクリニ〒211-0005 （外来環）第1030号        平成28年12月 1日
     中原歯3005 ック 川崎市中原区新丸子町７３９－２ （歯ＣＡＤ）第820号       平成26年 7月 1日
     ヴェスタンベルクⅡ１０１ （補管）第7016号          平成26年 5月 1日
     044-873-3080  (044-873-3080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4502523,006.5 あい歯科クリニック 〒211-0045 （歯訪診）第2475号        平成29年 2月 1日
     中原歯3006 川崎市中原区上新城２－１１－２ （在推進）第118号         平成28年10月 1日
     ８原ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第1279号      平成26年11月 1日
     044-948-6688  (044-948-6706) （補管）第7091号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4503523,007.3 ブレーメン通りのたぶ〒211-0025 （外来環）第922号         平成28年 8月 1日
     中原歯3007 ち歯科 川崎市中原区木月１－２４－２２ （歯訪診）第2268号        平成28年12月 1日
     044-411-6480  （外後発使）第243号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1852号      平成27年 5月 1日
     （補管）第7192号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4504523,008.1 ふじかわ歯科クリニッ〒211-0042 （歯訪診）第3448号        平成30年 1月 1日
     中原歯3008 ク 川崎市中原区下新城２－３－１９ （歯ＣＡＤ）第1913号      平成27年 6月 1日
     アーバンライフⅢ１Ｆ１０１ （補管）第7177号          平成27年 4月 1日
     044-982-3048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4505523,009.9 ひらの歯科クリニック〒211-0045 （外来環）第915号         平成28年 8月 1日
     中原歯3009 川崎市中原区上新城１－１－６グ （歯訪診）第2859号        平成29年 4月 1日
     ラシアス武蔵新城１０２ （補管）第7203号          平成27年 4月 1日
     044-789-8282  (044-789-8283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4506523,010.7 医療法人社団白光会　〒211-0012 （外来環）第651号         平成27年 5月 1日
     中原歯3010 平間ラベンダー歯科 川崎市中原区中丸子５７１－１６ （歯訪診）第499号         平成28年 4月 1日
     押村ビル１Ｆ （う蝕無痛）第135号       平成27年 5月 1日
     044-572-9271  (044-572-9271) （補管）第7223号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4507523,011.5 矢島歯科医院 〒211-0005 （歯訪診）第2342号        平成29年 1月 1日
     中原歯3011 川崎市中原区新丸子町７６９新丸 （歯リハ２）第341号       平成28年 3月 1日
     子ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2381号      平成28年 3月 1日
     044-722-6039  (044-722-6029) （補管）第7242号          平成27年 5月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4508523,012.3 坂本歯科医院 〒211-0063 （外来環）第1328号        平成29年 8月 1日
     中原歯3012 川崎市中原区小杉町３－４４１伊 （歯訪診）第2860号        平成29年 4月 1日
     達ビル３Ｆ （補管）第7252号          平成27年 7月 1日
     044-711-8148  (044-711-8468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  538

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4509523,013.1 クローヴァキッズデン〒211-0041 （う蝕無痛）第143号       平成27年11月 1日
     中原歯3013 タルクリニック 川崎市中原区下小田中１－８－７ （歯ＣＡＤ）第2125号      平成27年 9月 1日
     大谷屋ビル１Ｆ （手術歯根）第76号        平成27年 9月 1日
     044-872-8218  (044-872-8213) （補管）第7300号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4510523,015.6 鈴木歯科クリニック 〒211-0025 （外来環）第742号         平成28年 2月 2日
     中原歯3015 川崎市中原区木月１－２１－７　 （医管）第1864号          平成28年 6月 1日
     小山ワールドビル３Ｆ （か強診）第437号         平成29年 3月 1日
     044-422-4618  (044-422-4618) （歯援診）第661号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第342号       平成28年 2月 2日
     （歯ＣＡＤ）第2513号      平成28年 4月 1日
     （補管）第7372号          平成28年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4511523,016.4 新丸子うららか歯科 〒211-0004 （歯訪診）第3080号        平成29年 4月 1日
     中原歯3016 川崎市中原区新丸子東１－７７４ （歯ＣＡＤ）第2566号      平成28年 5月 1日
     　ｔｒａｄ　Ｋ　１Ｆ （補管）第7429号          平成28年 5月 1日
     044-431-8801  (044-431-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4512523,017.2 ＬＵＮＡ・ＤＥＮＴＡ〒211-0025 （歯ＣＡＤ）第2628号      平成28年 6月 1日
     中原歯3017 Ｌ 川崎市中原区木月３－１４－１　 （補管）第7459号          平成28年 6月 1日
     小川ビル１０２
     044-982-0648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4513523,018.0 医療法人社団　双仁会〒211-0004 （外来環）第1031号        平成28年12月 1日
     中原歯3018 　まつおか歯科医院 川崎市中原区新丸子東１－８３２ （歯ＣＡＤ）第2578号      平成28年 5月 1日
     －８　ラコスタ新丸子３－１０１ （補管）第7448号          平成28年 5月 1日
     044-750-7385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4514523,019.8 関原デンタルオフィス〒211-0016 （外来環）第916号         平成28年 8月 1日
     中原歯3019 　シティタワー武蔵小川崎市中原区市ノ坪４４９－３　 （手顕微加）第150号       平成28年 7月 1日
     杉 シティタワー武蔵小杉１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2675号      平成28年 7月 1日
     044-948-7555  (044-948-7553) （ＧＴＲ）第472号         平成28年 7月 1日
     （根切顕微）第110号       平成28年 7月 1日
     （補管）第7466号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4515523,020.6 田井歯科クリニック 〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第126225号    平成28年 9月 1日
     中原歯3020 川崎市中原区小杉町３－４２８　 （補管）第7526号          平成28年 9月 1日
     小杉山協ビル２０２・２０３
     044-711-0011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4516523,021.4 オーセント歯科クリニ〒211-0063 （外来環）第1003号        平成28年11月 1日
     中原歯3021 ック 川崎市中原区小杉町３－４８６　 （歯ＣＡＤ）第126871号    平成30年 3月 1日
     ＳＮＢ　３Ｆ （補管）第7512号          平成28年10月 1日
     044-711-1717  (044-711-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  539

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4517523,022.2 パークシティ歯科 〒211-0004 （補管）第7572号          平成28年12月 1日
     中原歯3022 川崎市中原区新丸子東３－１１０
     ０－１４　フーディアム武蔵小杉
     店２Ｆ
     044-431-1182  (044-431-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4518523,023.0 医療法人Ｔ＆Ｈ　新城〒211-0044 （外来環）第1092号        平成29年 1月 4日
     中原歯3023 アイモール歯科 川崎市中原区新城３－１－３　メ （医管）第2055号          平成29年 1月 4日
     チェナーテ１Ｆ （か強診）第480号         平成29年 4月 1日
     044-750-0118  （歯援診）第705号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第405号       平成29年 1月 4日
     （歯ＣＡＤ）第126356号    平成29年 1月 4日
     （ＧＴＲ）第485号         平成29年 1月 4日
     （補管）第7586号          平成29年 1月 4日
     （酸単）第40295号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4519523,024.8 武蔵中原あごとおくち〒211-0053 （歯ＣＡＤ）第126498号    平成29年 6月 1日
     中原歯3024 のクリニック歯科 川崎市中原区上小田中６－２７－ （補管）第7665号          平成29年 6月 1日
     ８　フロイデアサヒ１Ｆ
     044-322-9806  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4520523,025.5 島歯科医院 〒211-0036 （外来環）第1281号        平成29年 4月27日
     中原歯3025 川崎市中原区井田杉山町２９－６ （医管）第2144号          平成29年 4月27日
     　 （か強診）第534号         平成29年 4月27日
     044-766-1188  (044-752-1188) （歯援診）第750号         平成29年 4月27日
     （在歯管）第338号         平成29年 4月27日
     （在推進）第133号         平成29年 9月 1日
     （歯リハ２）第425号       平成29年 4月27日
     （歯ＣＡＤ）第126506号    平成29年 4月27日
     （補管）第7672号          平成29年 4月27日
     （酸単）第40447号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4521523,026.3 こすぎまち歯科 〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第126686号    平成29年12月 1日
     中原歯3026 川崎市中原区小杉町３－２５７－ （補管）第7743号          平成29年12月 1日
     ９
     044-711-3714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4522523,027.1 ブレーメンホワイト歯〒211-0025 （補管）第7714号          平成29年10月 1日
     中原歯3027 科 川崎市中原区木月１－３１－１　
     田辺ビル２Ｆ
     044-434-8247  (044-434-8247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  540

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4523523,028.9 医療法人豊貴会　むさ〒211-0031 （外来環）第1354号        平成29年 8月 1日
     中原歯3028 し歯科医院 川崎市中原区木月大町１－１　１ （医管）第2167号          平成29年 8月 1日
     Ｆ （か強診）第571号         平成29年 8月 1日
     044-739-4181  (044-739-4180) （歯援診）第778号         平成29年10月 1日
     （遠画）第65号            平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126592号    平成29年 8月 1日
     （補管）第7709号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4524523,029.7 きたざわファミリー歯〒211-0014 （手顕微加）第245号       平成29年10月 1日
     中原歯3029 科　平間駅前 川崎市中原区田尻町５８－１ （歯ＣＡＤ）第126635号    平成29年10月 1日
     044-201-4854  （根切顕微）第217号       平成29年10月 1日
     （補管）第7724号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4525523,030.5 新城あおば歯科 〒211-0044 （外来環）第1400号        平成30年 1月 1日
     中原歯3030 川崎市中原区新城５－２－５　１ （医管）第2192号          平成29年12月 1日
     Ｆ （歯ＣＡＤ）第126704号    平成29年12月 1日
     044-777-6480  (044-777-6481) （ＧＴＲ）第510号         平成29年12月 1日
     （補管）第7746号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4526523,032.1 平尾歯科医院 〒211-0001
     中原歯3032 川崎市中原区上丸子八幡町８０５
     －１６
     044-411-4847  (044-434-0146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4527524,234.2 さかい歯科医院 〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第126522号    平成29年 7月 1日
     中原歯234 川崎市中原区小杉町３－１５０１ （補管）第6857号          平成25年 9月11日
     セントア武蔵小杉７－３０２Ａ
     044-711-1810  (044-711-1810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4528524,235.9 藤木歯科クリニック 〒211-0045 （歯ＣＡＤ）第126627号    平成29年10月 1日
     中原歯235 川崎市中原区上新城２－１２－１ （補管）第3574号          平成 8年 9月 2日
     西友武蔵新城店４Ｆ
     044-752-6488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4529524,236.7 佐藤歯科クリニック 〒211-0065 （歯訪診）第2690号        平成29年 3月 1日
     中原歯236 川崎市中原区今井仲町８－２２ （歯ＣＡＤ）第147号       平成26年 4月 1日
     044-711-3373  （補管）第3587号          平成 8年10月 1日
     （１７５）第2443号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4530524,237.5 イサオ歯科クリニック〒211-0063 （補管）第3583号          平成 8年10月 1日
     中原歯237 川崎市中原区小杉町１－５２７－
     ４メゾンゴールド１Ｆ
     044-744-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  541

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4531524,238.3 大西歯科医院 〒211-0025 （歯技工）第155号         平成22年 6月 1日
     中原歯238 川崎市中原区木月２－２－２５大 （補管）第3058号          平成 8年11月 1日
     泉ビル１Ｆ （１７５）第2444号        平成14年 4月 1日
     044-433-0024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4532524,240.9 ゆり歯科クリニック 〒211-0005 （歯ＣＡＤ）第822号       平成26年 7月 1日
     中原歯240 川崎市中原区新丸子町９１５ （補管）第3638号          平成 9年 3月 1日
     044-739-5801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4533524,241.7 藤原歯科医院 〒211-0004 （歯訪診）第2230号        平成28年11月 1日
     中原歯241 川崎市中原区新丸子東１－７７９ （歯リハ２）第236号       平成26年 6月 1日
     044-411-3352  （歯ＣＡＤ）第677号       平成26年 6月 1日
     （補管）第3649号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4534524,242.5 さくらい歯科医院 〒211-0013 （補管）第3657号          平成 9年 4月15日
     中原歯242 川崎市中原区上平間１７００－２ （１７５）第2445号        平成14年 4月 1日
     １０
     044-541-8056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4535524,243.3 川田歯科医院 〒211-0025 （外来環）第805号         平成28年 5月 1日
     中原歯243 川崎市中原区木月４０２ＭＫカー （歯援診）第490号         平成28年 5月 1日
     ム１階 （歯ＣＡＤ）第500号       平成26年 5月 1日
     044-430-3700  （補管）第4832号          平成14年 6月 1日
     （１７５）第2836号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4536524,246.6 宝田歯科医院 〒211-0041 （補管）第3726号          平成 9年 8月 1日
     中原歯246 川崎市中原区下小田中１－１０－
     ２２坂田ビル１Ｆ
     044-798-8811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4537524,248.2 樋口歯科医院 〒211-0041 （医管）第416号           平成18年 4月 1日
     中原歯248 川崎市中原区下小田中２－３２－ （歯ＣＡＤ）第72号        平成26年 4月 1日
     １７マンションＫＡＭＡＴＡ　Ｎ （補管）第3775号          平成10年 7月 1日
     Ｏ．７　１Ｆ
     044-752-6008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4538524,249.0 てつお歯科クリニック〒211-0053 （外来環）第867号         平成28年 7月 1日
     中原歯249 川崎市中原区上小田中６－２０－ （医管）第1812号          平成28年 5月 1日
     ３ＴＤＣビル２Ｆ （歯訪診）第1923号        平成28年 5月 1日
     044-750-1766  （歯リハ２）第237号       平成26年 6月 1日
     （う蝕無痛）第164号       平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第678号       平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第97号        平成28年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第111号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4499号          平成 9年11月15日
     （酸単）第40297号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  542

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4539524,251.6 たなか歯科クリニック〒211-0045 （外来環）第437号         平成24年 8月 1日
     中原歯251 川崎市中原区上新城２－１４－２ （医管）第1865号          平成28年 6月 1日
     ３アドヴァンススクエア１Ｆ （在歯管）第184号         平成28年 6月 1日
     044-750-3050  （歯訪診）第2861号        平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第111号       平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第88号        平成24年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第303号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第37号        平成24年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第357号         平成24年 3月 1日
     （根切顕微）第81号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3803号          平成10年 3月 2日
     （酸単）第40530号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4540524,253.2 サンタ歯科クリニック〒211-0005 （歯ＣＡＤ）第679号       平成26年 6月 1日
     中原歯253 川崎市中原区新丸子町７３１－２ （補管）第3932号          平成11年 1月 1日
     パールマンション１０２
     044-739-0648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4541524,255.7 大河デンタルクリニッ〒211-0053 （手顕微加）第86号        平成28年 4月 1日
     中原歯255 ク 川崎市中原区上小田中６－２２－ （歯ＣＡＤ）第1280号      平成26年11月 1日
     ８ナカハラアイトビル３Ｆ （ＧＴＲ）第113号         平成20年 4月 1日
     044-711-8191  (044-711-8191) （補管）第3092号          平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4542524,259.9 辻デンタルクリニック〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第1588号      平成27年 2月 1日
     中原歯259 川崎市中原区小杉町３－２５７－ （補管）第4248号          平成12年 7月 1日
     ４小杉第２山脇ビル３Ｆ
     044-738-1020  (044-738-1021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4543524,262.3 こやま歯科医院 〒211-0041 （外来環）第608号         平成26年11月 1日
     中原歯262 川崎市中原区下小田中６－２１－ （医管）第1757号          平成28年 4月 1日
     ８ （歯訪診）第501号         平成28年 4月 1日
     044-753-2770  (044-753-2880) （歯リハ２）第136号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1914号      平成27年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第397号         平成26年 4月 1日
     （補管）第5823号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4544524,266.4 岡野歯科医院 〒211-0063 （補管）第4361号          平成13年 4月 1日
     中原歯266 川崎市中原区小杉町３－４３０小 （１７５）第2447号        平成14年 4月 1日
     杉駅前ビル３Ｆ
     044-711-8241  (044-711-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4545524,267.2 西の原歯科医院 〒211-0051 （補管）第4416号          平成13年 7月 1日
     中原歯267 川崎市中原区宮内２－１－１５
     044-741-4116  (044-741-4117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  543

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4546524,268.0 医療法人社団　髙歯会〒211-0025 （医管）第1866号          平成28年 6月 1日
     中原歯268 　タカハシ歯科クリニ川崎市中原区木月２－１－１５元 （歯訪診）第2007号        平成28年 6月 1日
     ック 住吉ヴィラ２Ｆ （歯リハ２）第238号       平成26年 6月 1日
     044-434-9555  (044-434-3349) （歯ＣＡＤ）第681号       平成26年 5月 1日
     （補管）第3039号          平成13年 8月 1日
     （１７５）第2448号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4547524,273.0 進藤歯科医院 〒211-0025 （歯地連）第395号         平成18年 4月 1日
     中原歯273 川崎市中原区木月３－１６－３ （歯ＣＡＤ）第126251号    平成28年11月 1日
     044-411-4644  (044-411-4631) （補管）第3061号          平成14年12月27日
     （１７５）第2878号        平成14年12月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4548524,275.5 やましろ歯科クリニッ〒211-0025 （歯訪診）第1925号        平成28年 5月 1日
     中原歯275 ク 川崎市中原区木月３－５２－１メ （在推進）第69号          平成26年11月 1日
     ゾンえびす１Ｆ （歯リハ２）第287号       平成26年11月 1日
     044-455-0648  (044-455-0648) （歯ＣＡＤ）第1281号      平成26年11月 1日
     （補管）第4941号          平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4549524,277.1 はま歯科クリニック 〒211-0013 （歯ＣＡＤ）第956号       平成26年 8月 1日
     中原歯277 川崎市中原区上平間１９５８ （ＧＴＲ）第112号         平成20年 4月 1日
     044-533-4682  （補管）第4970号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4550524,278.9 本郷潤子歯科室 〒211-0042 （歯ＣＡＤ）第126703号    平成29年12月 1日
     中原歯278 川崎市中原区下新城２－１－３５ （補管）第5012号          平成15年 6月15日
     －１０２
     044-740-3100  (044-740-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4551524,282.1 黒澤歯科医院 〒211-0006 （歯訪診）第2691号        平成29年 3月 1日
     中原歯282 川崎市中原区丸子通１－６３６－ （補管）第5059号          平成15年11月 1日
     ４ （１７５）第2951号        平成16年 2月 1日
     044-433-7503  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4552524,283.9 つじ歯科医院 〒211-0011 （補管）第5113号          平成16年 3月15日
     中原歯283 川崎市中原区下沼部１７６３
     044-435-8241  (044-435-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4553524,285.4 いわた歯科クリニック〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第1039号      平成26年 9月 1日
     中原歯285 川崎市中原区小杉町３－１５０１ （補管）第7037号          平成26年 7月 1日
     セントア武蔵小杉Ａ棟－１－２０ （酸単）第40298号         平成29年 4月 1日
     １
     044-711-3838  (044-711-3838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4554524,287.0 よしだ・ファミリー・〒211-0025 （歯ＣＡＤ）第2003号      平成27年 7月 1日
     中原歯287 歯科 川崎市中原区木月１－２７－１２ （補管）第4614号          平成16年 6月 1日
     近藤ビル２階Ｃ号室 （酸単）第40299号         平成29年 4月 1日
     044-433-3088  (044-433-3088)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  544

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4555524,291.2 内藤歯科医院 〒211-0041 （歯ＣＡＤ）第2629号      平成28年 6月 1日
     中原歯291 川崎市中原区下小田中１－３－２ （補管）第6366号          平成23年 6月 1日
     ２ルミナーレ内藤１Ｆ
     044-766-4501  (044-766-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4556524,292.0 医療法人社団仁愛会　〒211-0063 （外来環）第317号         平成21年 5月 1日
     中原歯292 歯科武蔵小杉クリニッ川崎市中原区小杉町１－４０３武 （医管）第1591号          平成25年10月 1日
     ク 蔵小杉タワープレイス （か強診）第179号         平成28年 6月 1日
     044-738-4618  (044-738-4184) （歯援診）第370号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第135号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第86号          平成27年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第823号       平成26年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第163号         平成20年 4月 1日
     （補管）第5241号          平成16年12月 1日
     （酸単）第40609号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4557524,294.6 パックスデンタルクリ〒211-0005 （歯ＣＡＤ）第1282号      平成26年11月 1日
     中原歯294 ニック 川崎市中原区新丸子町７６０－２ （補管）第5019号          平成17年 1月 5日
     ヴィラ・タルタルーガ１０１
     044-722-3295  (044-733-8746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4558524,295.3 新城パーク歯科クリニ〒211-0045 （歯訪診）第502号         平成28年 4月 1日
     中原歯295 ック 川崎市中原区上新城２－７－１ （手顕微加）第160号       平成28年 8月 1日
     044-740-6557  (044-740-6558) （歯ＣＡＤ）第83号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第122号       平成28年 8月 1日
     （補管）第5259号          平成17年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4559524,299.5 星野歯科クリニック 〒211-0024 （歯訪診）第3407号        平成29年 9月 1日
     中原歯299 川崎市中原区西加瀬１６－１０メ （歯リハ２）第137号       平成26年 4月 1日
     ディカルプレイス元住吉１０２ （手顕微加）第189号       平成28年12月 1日
     045-431-8676  (045-438-2585) （歯ＣＡＤ）第172号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第205号         平成20年 5月 1日
     （根切顕微）第154号       平成28年12月 1日
     （補管）第5308号          平成17年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4560524,300.1 いぬかい医大モール歯〒211-0005 （歯ＣＡＤ）第126872号    平成30年 3月 1日
     中原歯300 科クリニック 川崎市中原区新丸子町７６９白井 （補管）第3020号          平成17年10月 6日
     ビル２Ｆ
     044-733-9999  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4561524,301.9 スマイル歯科医院 〒211-0064 （外来環）第1132号        平成29年 3月 1日
     中原歯301 川崎市中原区今井南町４－１８サ （歯ＣＡＤ）第682号       平成26年 6月 1日
     ンロイヤルハイツ　１０３ （ＧＴＲ）第164号         平成20年 4月 1日
     044-733-4618  (044-733-4618) （補管）第5315号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  545

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4562524,302.7 太田歯科クリニック 〒211-0044 （外来環）第833号         平成28年 6月 1日
     中原歯302 川崎市中原区新城１－１１－３ （歯ＣＡＤ）第1283号      平成26年11月 1日
     044-740-0071  (044-740-0074) （補管）第7038号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4563524,303.5 瀬野歯科医院 〒211-0021 （歯訪診）第3081号        平成29年 4月 1日
     中原歯303 川崎市中原区木月住吉町１４－２ （歯ＣＡＤ）第2165号      平成27年10月 1日
     ７ （補管）第3117号          平成17年 7月 1日
     044-411-8256  (044-411-8245) （１７５）第2402号        平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4564524,307.6 医療法人社団　玲瑠会〒211-0053 （医管）第1492号          平成20年 4月 1日
     中原歯307 　ラウムデンタルクリ川崎市中原区上小田中５－２－５ （歯ＣＡＤ）第126347号    平成29年 2月 1日
     ニック ラウム武蔵中原Ａ棟１Ｆ （ＧＴＲ）第186号         平成20年 4月 1日
     044-751-8217  (044-751-8217) （補管）第4282号          平成18年 1月 1日
     （酸単）第40470号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4565524,309.2 はじめ歯科医院 〒211-0044 （歯ＣＡＤ）第304号       平成26年 4月 1日
     中原歯309 川崎市中原区新城１－２－１６ （補管）第6863号          平成25年 9月 1日
     044-798-3401  (044-798-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4566524,312.6 アクアファミリー歯科〒211-0053 （歯ＣＡＤ）第683号       平成26年 6月 1日
     中原歯312 川崎市中原区上小田中３－３－２ （ＧＴＲ）第165号         平成20年 4月 1日
     ５ （補管）第5499号          平成18年 6月 1日
     044-798-2564  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4567524,313.4 早苗歯科診療所 〒211-0061 （補管）第3102号          平成18年 5月30日
     中原歯313 川崎市中原区小杉１－４０３ （１７５）第2401号        平成18年 5月30日
     044-722-5915  (044-722-5915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4568524,314.2 医療法人社団　歯正会〒211-0025 （歯リハ２）第138号       平成26年 4月 1日
     中原歯314 　イセキ歯科医院 川崎市中原区木月１－３５－３８ （歯ＣＡＤ）第168号       平成26年 4月 1日
     044-411-4815  (044-411-4815) （補管）第3022号          平成18年12月 1日
     （１７５）第2919号        平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4569524,315.9 医療法人社団　正誠会〒211-0041 （歯援診）第347号         平成29年 2月 1日
     中原歯315 　さくら歯科 川崎市中原区下小田中６－４－４ （歯ＣＡＤ）第957号       平成26年 8月 1日
     ０ （補管）第5558号          平成19年 2月 1日
     044-777-6418  (044-777-6418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4570524,317.5 奈里歯科医院 〒211-0034 （歯ＣＡＤ）第483号       平成26年 5月 1日
     中原歯317 川崎市中原区井田中ノ町２６－３ （補管）第5582号          平成19年 4月 1日
     　メゾン中ノ町１Ｆ
     044-271-7771  (044-271-7771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  546

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4571524,318.3 ふたむら歯科クリニッ〒211-0044 （歯援診）第138号         平成29年 4月 1日
     中原歯318 ク 川崎市中原区新城１－１４－１　 （歯リハ２）第239号       平成26年 6月 1日
     シティリヴィエール１Ｆ （歯ＣＡＤ）第73号        平成26年 4月 1日
     044-799-0400  (044-844-5000) （補管）第5583号          平成19年 4月 1日
     （１７５）第2988号        平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4572524,319.1 大塚歯科クリニック 〒211-0063 （外来環）第1389号        平成30年 1月 1日
     中原歯319 川崎市中原区小杉町３－１５－１ （か強診）第609号         平成30年 1月 1日
     １　ライトハウス小杉１Ｆ （歯援診）第589号         平成28年11月 1日
     044-739-3141  （在歯管）第365号         平成30年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1761号      平成27年 4月 1日
     （補管）第5598号          平成19年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4573524,320.9 吉武歯科医院 〒211-0041 （外来環）第784号         平成28年 4月 1日
     中原歯320 川崎市中原区下小田中３－３３－ （医管）第1758号          平成28年 4月 1日
     １０コシンヤ３　１Ｆ （か強診）第80号          平成28年 4月 1日
     044-751-5050  (044-742-5995) （歯援診）第471号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第136号         平成28年 4月 1日
     （歯地連）第368号         平成19年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第484号       平成26年 5月 1日
     （補管）第3036号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4574524,321.7 おかデンタルケアクリ〒211-0025 （補管）第5624号          平成19年 6月 1日
     中原歯321 ニック 川崎市中原区木月１－３０－２７
     －２０７
     044-422-3177  (044-422-3177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4575524,323.3 中原駅前歯科クリニッ〒211-0053 （補管）第5630号          平成19年 6月15日
     中原歯323 ク 川崎市中原区上小田中６－２１－
     ６エフビル４階
     044-733-6222  (044-733-6222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4576524,324.1 さかい歯科 〒211-0005 （外来環）第1372号        平成29年11月 1日
     中原歯324 川崎市中原区新丸子町７５４－３ （医管）第2184号          平成29年11月 1日
     ＮＦビル１Ｆ （か強診）第628号         平成30年 2月 1日
     044-722-1837  (044-722-1837) （歯訪診）第586号         平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第87号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1154号      平成26年10月 1日
     （根切顕微）第53号        平成28年 4月 1日
     （補管）第4951号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4577524,325.8 田辺歯科医院 〒211-0063 （補管）第3108号          平成19年 9月 8日
     中原歯325 川崎市中原区小杉町２－１９７－ （１７５）第2411号        平成19年 9月 8日
     ７
     044-722-1760  (044-722-1760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  547

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4578524,326.6 ライフデンタルクリニ〒211-0035 （外来環）第433号         平成24年 7月 1日
     中原歯326 ック 川崎市中原区井田１－３６－３ （補管）第5676号          平成19年10月15日
     044-740-0880  (044-740-0881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4579524,327.4 トオル歯科ケアクリニ〒211-0034 （歯訪診）第2343号        平成29年 1月 1日
     中原歯327 ック 川崎市中原区井田中ノ町４３－７ （補管）第5688号          平成19年11月15日
     サニーコート渡辺１階
     044-777-7447  (044-777-7447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4580524,328.2 医療法人社団　玲瑠会〒211-0041
     中原歯328 　エイトデンタルクリ川崎市中原区下小田中１－６－１
     ニック 　オフィスヒナノ２・３階
     044-798-5558  (044-789-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4581524,330.8 法政通り歯科 〒211-0063 （歯ＣＡＤ）第2567号      平成28年 5月 1日
     中原歯330 川崎市中原区小杉町３－６９－１ （補管）第5792号          平成20年10月 1日
     今井ビル１階・１０５号室
     044-733-9919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4582524,331.6 いなほ歯科クリニック〒211-0053 （外来環）第354号         平成22年 4月 1日
     中原歯331 川崎市中原区上小田中６－２３－ （医管）第1759号          平成28年 4月 1日
     ２渡辺ビル２Ｆ （か強診）第81号          平成28年 4月 1日
     044-739-1740  (044-739-1741) （歯援診）第328号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第137号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第139号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第88号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第138号       平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第54号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5799号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4583524,333.2 松波歯科医院 〒211-0067 （歯リハ２）第194号       平成26年 5月 1日
     中原歯333 川崎市中原区今井上町２－４第３ （歯ＣＡＤ）第485号       平成26年 5月 1日
     成高ビル１Ｆ （補管）第5842号          平成21年 1月 1日
     044-711-0824  (044-711-0824) （酸単）第40359号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4584524,335.7 上平間歯科医院 〒211-0013 （補管）第5870号          平成21年 3月 1日
     中原歯335 川崎市中原区上平間１４０２－８
     ９トキシビル１Ｆ
     044-522-3781  (044-522-3781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4585524,336.5 武蔵小杉矯正歯科 〒211-0063 （補管）第5887号          平成21年 1月 5日
     中原歯336 川崎市中原区小杉町３－４２６清 （矯診）第131号           平成22年 4月 1日
     水ビル２Ｆ （顎診）第140号           平成21年 1月 5日
     044-733-3117  (044-733-3118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  548

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4586524,337.3 山王歯科クリニック 〒211-0002 （外来環）第1197号        平成29年 4月 1日
     中原歯337 川崎市中原区上丸子山王町２－１ （歯訪診）第3089号        平成29年 4月 1日
     ０４８ヤマトビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第1284号      平成26年11月 1日
     044-431-1157  (044-431-1158) （補管）第5897号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4587524,339.9 一戸歯科医院 〒211-0062 （外来環）第1178号        平成29年 4月 1日
     中原歯339 川崎市中原区小杉陣屋町１－１３ （か強診）第469号         平成29年 4月 1日
     －１ （歯訪診）第1926号        平成28年 5月 1日
     044-299-6244  (044-722-2776) （歯リハ２）第140号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第305号       平成26年 4月 1日
     （補管）第5991号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4588524,341.5 タートル歯科クリニッ〒211-0044 （歯訪診）第2747号        平成29年 3月 1日
     中原歯341 ク 川崎市中原区新城１－１４－５岡 （歯ＣＡＤ）第115号       平成26年 4月 1日
     田屋ビル１Ｆ （補管）第6004号          平成21年10月 1日
     044-750-0625  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4589524,343.1 くろかわ歯科クリニッ〒211-0041 （外来環）第1357号        平成29年10月 1日
     中原歯343 ク 川崎市中原区下小田中６－６－１ （歯ＣＡＤ）第2281号      平成28年 1月 1日
     ７メープル中原１Ｆ （補管）第6032号          平成21年12月 1日
     044-798-5552  (044-798-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4590524,344.9 中島歯科 〒211-0044 （外来環）第526号         平成26年 4月 1日
     中原歯344 川崎市中原区新城３－５－１中島 （医管）第1760号          平成28年 4月 1日
     ビル２０３ （か強診）第185号         平成28年 6月 1日
     044-750-9696  （歯援診）第578号         平成28年10月 1日
     （歯訪診）第1931号        平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第257号       平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第75号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6056号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4591524,347.2 医療法人社団　翔舞会〒211-0034 （外来環）第1211号        平成29年 4月 1日
     中原歯347 　エムズ歯科クリニッ川崎市中原区井田中ノ町３３－２ （医管）第2117号          平成29年 4月 1日
     ク元住吉 044-750-0577  (044-750-0578) （か強診）第497号         平成29年 4月 1日
     （歯援診）第727号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第325号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第141号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第249号       平成29年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第282号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第469号         平成28年 6月 1日
     （根切顕微）第220号       平成29年12月 1日
     （補管）第6157号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4592524,349.8 アップル歯科クリニッ〒211-0011 （歯訪診）第2106号        平成28年 8月 1日
     中原歯349 ク 川崎市中原区下沼部１７４７シテ （歯ＣＡＤ）第824号       平成26年 7月 1日
     ィハウス小杉１Ｆ （補管）第6175号          平成22年 7月 1日
     044-434-4618  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  549

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4593524,350.6 村田歯科医院 〒211-0015 （歯ＣＡＤ）第1285号      平成26年11月 1日
     中原歯350 川崎市中原区北谷町２０　岩村ビ （補管）第6242号          平成22年10月 1日
     ル２１２
     044-544-8882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4594524,351.4 中川歯科クリニック 〒211-0011 （歯訪診）第2692号        平成29年 3月 1日
     中原歯351 川崎市中原区下沼部１７４７ （歯ＣＡＤ）第126422号    平成29年 4月 1日
     044-411-7573  (044-411-7573) （補管）第6255号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4595524,355.5 みはやデンタルクリニ〒211-0037 （歯ＣＡＤ）第2004号      平成27年 7月 1日
     中原歯355 ック 川崎市中原区井田三舞町８－２１ （補管）第6391号          平成23年 7月 1日
     044-750-0022  (044-750-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4596524,356.3 新城オレンジ歯科 〒211-0051 （歯ＣＡＤ）第1040号      平成26年 9月 1日
     中原歯356 川崎市中原区宮内２－２５－１７ （補管）第6403号          平成23年 8月 1日
     －２Ｆ
     044-750-4618  (044-750-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4597524,357.1 みんなの歯科クリニッ〒211-0051 （歯ＣＡＤ）第959号       平成26年 8月 1日
     中原歯357 ク・川崎 川崎市中原区宮内２－３０－１１ （補管）第6446号          平成23年11月 1日
     　１Ｆ （酸単）第40433号         平成29年 4月 1日
     044-751-4618  (044-751-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4598524,358.9 中島歯科クリニック 〒211-0034 （補管）第6497号          平成24年 2月 1日
     中原歯358 川崎市中原区井田中ノ町８－３６
     044-777-4412  (044-777-4412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4599524,359.7 武蔵小杉歯科 〒211-0068 （歯ＣＡＤ）第341号       平成26年 4月 1日
     中原歯359 川崎市中原区小杉御殿町２－３５ （補管）第6505号          平成24年 2月 1日
     加藤ビル２Ｆ
     044-733-5352  (044-733-5352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4600524,360.5 武蔵小杉デンタルクリ〒211-0012 （外来環）第1112号        平成29年 3月 1日
     中原歯360 ニック 川崎市中原区中丸子１３－２０ （か強診）第423号         平成29年 3月 1日
     044-433-3570  (044-433-3571) （歯訪診）第2231号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126252号    平成28年11月 1日
     （補管）第6538号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4601524,361.3 医療法人社団　同優会〒211-0011 （歯ＣＡＤ）第314号       平成26年 4月 1日
     中原歯361 　関原デンタルクリニ川崎市中原区下沼部１８１０－１ （補管）第6604号          平成24年 5月 1日
     ック シティハウス武蔵小杉２Ｆ
     044-750-7555  (044-750-7556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4602524,363.9 かしやま歯科医院 〒211-0015 （歯ＣＡＤ）第1041号      平成26年 9月 1日
     中原歯363 川崎市中原区北谷町５１岡田ビル （補管）第6616号          平成24年 7月 1日
     １Ｆ
     044-555-4180  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  550

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4603524,364.7 パレット歯科クリニッ〒211-0025 （歯訪診）第2748号        平成29年 3月 1日
     中原歯364 ク 川崎市中原区木月２－１７－１Ｅ （歯ＣＡＤ）第1652号      平成27年 3月 1日
     ＸＹ石井ビル２Ｆ （補管）第6661号          平成24年10月 1日
     044-431-8010  (044-431-8011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4604524,365.4 元住歯科クリニック 〒211-0025 （歯訪診）第3172号        平成29年 4月 1日
     中原歯365 川崎市中原区木月２－５－７寿美 （補管）第6781号          平成25年 5月 1日
     吉ビル２Ｆ
     044-430-5557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4605524,366.2 イマモト歯科クリニッ〒211-0005 （歯ＣＡＤ）第1167号      平成26年10月 1日
     中原歯366 ク 川崎市中原区新丸子町７６２桑澤 （補管）第6809号          平成25年 7月 1日
     ビル１Ｆ
     044-733-3317  (044-733-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4606524,367.0 あやこ歯科クリニック〒211-0021 （外来環）第1407号        平成30年 2月 1日
     中原歯367 川崎市中原区木月住吉町１２－３ （医管）第2203号          平成30年 2月 1日
     044-430-5813  (044-430-5814) （歯ＣＡＤ）第126791号    平成30年 2月 1日
     （補管）第6828号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4607530,006.6 佐藤歯科医院 〒213-0011 （補管）第3179号          平成 8年 4月 1日
     高津歯6 川崎市高津区久本３－３－５ （１７５）第2449号        平成14年 4月 1日
     044-822-3273  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4608530,052.0 福嶋歯科医院 〒213-0015 （歯訪診）第2968号        平成29年 4月 1日
     高津歯52 川崎市高津区梶ケ谷５－１－３ （補管）第3132号          平成 8年 4月 1日
     044-865-5204  (0)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4609530,074.4 吉井歯科医院 〒213-0032 （歯ＣＡＤ）第132号       平成26年 4月 1日
     高津歯74 川崎市高津区久地４－１３－３－ （補管）第4171号          平成12年 5月 1日
     ２０１泰平ビル （１７５）第2456号        平成14年 4月 1日
     044-811-2332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4610530,077.7 フジ歯科クリニック 〒213-0013 （歯訪診）第2862号        平成29年 4月 1日
     高津歯77 川崎市高津区末長１－８－１３シ （歯ＣＡＤ）第126142号    平成28年 8月 1日
     ャトーブラン梶ヶ谷３Ｆ （補管）第3163号          平成 8年 4月 1日
     044-888-2254  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4611530,080.1 愛聖歯科 〒213-0013 （補管）第3136号          平成 8年 4月 1日
     高津歯80 川崎市高津区末長１３５８第一井 （１７５）第2457号        平成14年 4月 1日
     上ビル１Ｆ
     044-833-1930  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4612530,093.4 玉城歯科医院 〒213-0002 （補管）第3160号          平成 8年 4月 1日
     高津歯93 川崎市高津区二子５－２－５井上
     ビル２階
     044-811-1691  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  551

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4613530,102.3 川崎市久地歯科保健セ〒213-0032 （歯特連）第15号          平成22年 4月 1日
     高津歯102 ンター 川崎市高津区久地２－１５－１６ （歯訪診）第2058号        平成28年 7月 1日
     044-811-0355  （歯ＣＡＤ）第126253号    平成28年11月 1日
     （補管）第3166号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40300号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4614530,112.2 岡本歯科クリニック 〒213-0013 （歯ＣＡＤ）第960号       平成26年 8月 1日
     高津歯112 川崎市高津区末長１４６－１スカ （補管）第3152号          平成 8年 4月 1日
     イハイツ１０１号室
     044-865-9291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4615530,113.0 斉藤歯科医院 〒213-0002 （外来環）第917号         平成28年 8月 1日
     高津歯113 川崎市高津区二子２－８－１０ （医管）第414号           平成18年 4月 1日
     044-822-8391  （か強診）第250号         平成28年 8月 1日
     （歯援診）第691号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第12号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第365号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第197号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第114号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3389号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4616530,115.5 ひさすえ歯科医院 〒213-0027 （歯ＣＡＤ）第2568号      平成28年 5月 1日
     高津歯115 川崎市高津区野川３９４６ （補管）第3173号          平成 8年 4月 1日
     044-755-3888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4617530,119.7 つかさ歯科医院 〒213-0012 （補管）第3162号          平成 8年 4月 1日
     高津歯119 川崎市高津区坂戸１－３４５たか
     らやビル１Ｆ
     044-811-7164  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4618530,124.7 三浦歯科医院 〒213-0033 （外来環）第1133号        平成29年 3月 1日
     高津歯124 川崎市高津区下作延５－１７－６ （か強診）第470号         平成29年 4月 1日
     044-822-7614  （歯訪診）第2693号        平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第65号        平成22年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2085号      平成27年 8月 1日
     （補管）第3436号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2748号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4619530,125.4 山下歯科医院 〒213-0001 （外来環）第578号         平成26年 9月 1日
     高津歯125 川崎市高津区溝口１－２４－５ （医管）第1762号          平成28年 4月 1日
     044-844-4318  （歯訪診）第588号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第362号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1589号      平成27年 2月 1日
     （補管）第3155号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  552

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4620530,130.4 梶ケ谷パール歯科 〒213-0013 （歯ＣＡＤ）第126392号    平成29年 3月 1日
     高津歯130 川崎市高津区末長１－２３－２４ （補管）第3151号          平成 8年 4月 1日
     池田ビル２Ｆ
     044-888-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4621530,133.8 サン歯科医院 〒213-0033 （歯ＣＡＤ）第126488号    平成29年 6月 1日
     高津歯133 川崎市高津区下作延３－１８－１ （補管）第3138号          平成11年 5月20日
     044-888-1281  (044-877-8244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4622530,136.1 ヒトミ歯科 〒213-0022 （外来環）第790号         平成28年 4月 1日
     高津歯136 川崎市高津区千年２－１ （医管）第1763号          平成28年 4月 1日
     044-755-3375  （か強診）第82号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第475号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第589号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1762号      平成27年 4月 1日
     （補管）第3181号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4623530,137.9 成宮歯科医院 〒213-0027 （歯訪診）第2615号        平成29年 3月 1日
     高津歯137 川崎市高津区野川３７７７－２０ （補管）第3159号          平成 8年 4月 1日
     044-752-4618  （１７５）第2749号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4624530,144.5 さるや歯科医院 〒213-0001 （外来環）第1212号        平成29年 4月 1日
     高津歯144 川崎市高津区溝口３－１０－３８ （歯ＣＡＤ）第126431号    平成29年 4月 1日
     044-822-0121  （補管）第3134号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4625530,145.2 三須歯科医院 〒213-0001 （歯訪診）第2616号        平成29年 3月 1日
     高津歯145 川崎市高津区溝口２－１６－６島 （歯ＣＡＤ）第126711号    平成30年 1月 1日
     崎ビル３階 （補管）第3168号          平成 8年 4月 1日
     044-811-3373  （１７５）第2461号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4626530,146.0 ケイエスピー歯科 〒213-0012 （歯ＣＡＤ）第349号       平成26年 4月 1日
     高津歯146 川崎市高津区坂戸３－２－１ＫＳ （補管）第3178号          平成 8年 4月 1日
     Ｐイノベーションセンタービル西
     棟４Ｆ４０６号
     044-819-2277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4627530,148.6 松本歯科クリニック 〒213-0004 （歯訪診）第3173号        平成29年 4月 1日
     高津歯148 川崎市高津区諏訪１－８－１ （歯ＣＡＤ）第1915号      平成27年 6月 1日
     044-813-3909  （補管）第3747号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4628530,150.2 福増歯科医院 〒213-0034 （外来環）第868号         平成28年 7月 1日
     高津歯150 川崎市高津区上作延５３９－９向 （医管）第1907号          平成28年 7月 1日
     田ビル１Ｆ （か強診）第400号         平成29年 2月 1日
     044-853-5820  （歯訪診）第2969号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第486号       平成26年 5月 1日
     （歯技工）第239号         平成28年 7月 1日
     （補管）第3175号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  553

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4629530,151.0 センタービル歯科医院〒213-0032 （歯訪診）第2107号        平成28年 8月 1日
     高津歯151 川崎市高津区久地４－２４－５新 （歯リハ２）第142号       平成26年 4月 1日
     川屋センタービル３Ｆ （歯ＣＡＤ）第165号       平成26年 4月 1日
     044-814-0848  （補管）第3156号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4630530,152.8 宮田歯科 〒213-0011 （補管）第3141号          平成 8年 4月 1日
     高津歯152 川崎市高津区久本１－２－５関口
     第一ビル２Ｆ
     044-852-3150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4631530,154.4 医療法人社団　青松会〒213-0001 （医管）第1981号          平成28年10月 1日
     高津歯154 　ステーションビル歯川崎市高津区溝口２－１－１東急 （補管）第3143号          平成14年 9月 6日
     科川崎 溝の口駅ビル４Ｆ （１７５）第2463号        平成14年 9月 6日
     044-850-2388  (044-811-9704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4632530,155.1 医療法人社団　ベル歯〒213-0011 （補管）第3144号          平成 8年 4月 1日
     高津歯155 科医院 川崎市高津区久本３－２－１１
     044-833-6335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4633530,158.5 医療法人社団　翔成会〒213-0011 （歯ＣＡＤ）第126668号    平成29年11月 1日
     高津歯158 　小川歯科クリニック川崎市高津区久本３－６パークシ （補管）第3147号          平成 8年 4月 1日
     ティ溝の口１－２１３
     044-833-9800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4634533,000.6 さだきデンタルクリニ〒213-0004 （手顕微加）第89号        平成28年 4月 1日
     高津歯3000 ック 川崎市高津区諏訪３－１８－５ド （歯ＣＡＤ）第2514号      平成28年 4月 1日
     エルウイング （補管）第6884号          平成25年11月 1日
     044-819-6330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4635533,001.4 オーキッド歯科クリニ〒213-0005 （歯ＣＡＤ）第686号       平成26年 6月 1日
     高津歯3001 ック高津医院 川崎市高津区北見方２－１６－１ （ＧＴＲ）第403号         平成26年 4月 1日
     高津ゆうあいメディカルモール３ （補管）第6986号          平成26年 4月 1日
     Ｆ
     044-322-0856  (044-322-0856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4636533,003.0 医療法人社団翔永会　〒213-0011 （歯訪診）第3266号        平成29年 4月 1日
     高津歯3003 アルファ歯科クリニッ川崎市高津区久本１－４－１０Ｔ （歯ＣＡＤ）第1042号      平成26年 8月 1日
     ク ＫＢビル３Ｆ （補管）第7058号          平成26年 8月 1日
     044-866-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4637533,004.8 溝の口ながむら歯科 〒213-0001 （歯ＣＡＤ）第1649号      平成27年 3月 1日
     高津歯3004 川崎市高津区溝口２－１６－３六 （補管）第7074号          平成26年10月 1日
     軒町伍番館１Ｆ－Ａ
     044-455-7700  (044-455-7734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  554

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4638533,005.5 医療法人社団　さくら〒213-0025 （外来環）第869号         平成28年 7月 1日
     高津歯3005 が丘歯科 川崎市高津区蟹ケ谷４４－４４ （か強診）第85号          平成28年 4月 1日
     044-740-0203  (044-740-0203) （歯援診）第527号         平成28年 7月 1日
     （在歯管）第139号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第506号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2515号      平成28年 4月 1日
     （補管）第7150号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4639533,006.3 佐和歯科クリニックフ〒213-0001 （外来環）第643号         平成27年 5月 1日
     高津歯3006 ァミリー 川崎市高津区溝口１－２１－１６ （か強診）第544号         平成29年 7月 1日
     若松屋ビル１Ｆ （歯訪診）第2863号        平成29年 4月 1日
     0120-038-030  （歯ＣＡＤ）第1650号      平成27年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第425号         平成27年 3月 1日
     （補管）第7159号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4640533,007.1 医療法人社団貞弘会　〒213-0011 （外来環）第777号         平成28年 4月 1日
     高津歯3007 かわべ歯科・キッズプ川崎市高津区久本３－２－１８　 （か強診）第455号         平成29年 3月 1日
     ラス ２Ｆ （う蝕無痛）第155号       平成28年 4月 1日
     044-850-1302  （歯ＣＡＤ）第2573号      平成28年 5月 1日
     （手術歯根）第88号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7280号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4641533,008.9 かにがやファミリー歯〒213-0026 （歯訪診）第2344号        平成29年 1月 1日
     高津歯3008 科 川崎市高津区久末１７９０　シム （歯ＣＡＤ）第2516号      平成28年 4月 1日
     ラハイツ１Ｆ （補管）第7367号          平成28年 3月 1日
     044-948-4608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4642533,009.7 医療法人社団　翔永会〒213-0001 （外来環）第1380号        平成29年12月 1日
     高津歯3009 　アイル歯科クリニッ川崎市高津区溝口１－８－３　Ｍ （医管）第2182号          平成29年11月 1日
     ク ｉｚｏｎｏｋｕｃｈｉ　ｅｘ　３ （か強診）第584号         平成29年11月 1日
     Ｆ （歯援診）第785号         平成29年11月 1日
     044-819-4182  （歯訪診）第2059号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2382号      平成28年 3月 1日
     （補管）第7366号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4643533,010.5 プライム歯科梶が谷 〒213-0013 （外来環）第1358号        平成29年10月 1日
     高津歯3010 川崎市高津区末長１－９－１　ス （歯ＣＡＤ）第126603号    平成29年10月 1日
     タイリオ梶が谷ＭＡＬＬ５Ｆ （補管）第7430号          平成28年 5月 1日
     044-750-0790  (044-750-0791) （酸単）第40360号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4644533,011.3 梶が谷歯科医院 〒213-0013 （外来環）第1301号        平成29年 7月 1日
     高津歯3011 川崎市高津区末長１－４５－２８ （医管）第2136号          平成29年 6月 1日
     　梶ヶ谷ＴＳビル１Ｆ （か強診）第565号         平成29年 9月 1日
     044-865-2555  （歯訪診）第3374号        平成29年 7月 1日
     （補管）第7415号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  555

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4645533,012.1 みんなの歯科 〒213-0001 （歯訪診）第2108号        平成28年 8月 1日
     高津歯3012 川崎市高津区溝口４－６－１７－ （在推進）第135号         平成29年10月 1日
     ２０２ （補管）第7460号          平成28年 6月 1日
     044-543-8008  (044-833-6400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4646533,013.9 ハートデンタルクリニ〒213-0033 （外来環）第1032号        平成28年12月 1日
     高津歯3013 ック 川崎市高津区下作延７－１－２６ （歯リハ２）第370号       平成28年 5月 1日
     　ドミール・アン１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2579号      平成28年 5月 1日
     044-812-0810  (044-812-8019) （補管）第7449号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4647533,014.7 作間歯科 〒213-0001 （外来環）第810号         平成28年 5月 1日
     高津歯3014 川崎市高津区溝口１－１１－２ （医管）第1818号          平成28年 5月 1日
     044-811-8151  (044-811-8151) （か強診）第142号         平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第1934号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2580号      平成28年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第461号         平成28年 5月 1日
     （補管）第7450号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4648533,015.4 山崎歯科 〒213-0001 （補管）第7513号          平成28年10月 1日
     高津歯3015 川崎市高津区溝口３－１４－２０
     044-819-1255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4649533,016.2 レオ歯科クリニック 〒213-0001 （歯訪診）第3470号        平成30年 3月 1日
     高津歯3016 川崎市高津区溝口１－１８－６　 （歯ＣＡＤ）第2680号      平成28年 6月 1日
     溝ノ口第７三信ビル２Ｆ （補管）第7472号          平成28年 6月 1日
     044-299-8112  (044-299-8113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4650533,017.0 Ｇｒｅｅｎ　Ｄｅｎｔ〒213-0031 （医管）第1970号          平成28年 8月 1日
     高津歯3017 ａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ　川崎市高津区宇奈根６３７－１ （か強診）第303号         平成28年 8月 1日
     久地 044-712-4614  （歯援診）第566号         平成28年 8月 1日
     （在歯管）第229号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126183号    平成28年 8月 1日
     （補管）第7494号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4651533,019.6 医療法人　仁手の会　〒213-0011 （歯訪診）第3336号        平成29年 4月 1日
     高津歯3019 結の歯科医院 川崎市高津区久本２－６－１３　 （補管）第7655号          平成29年 4月 1日
     ルボヌール１０１
     0120-108-112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4652533,020.4 みぞのくち二丁目歯科〒213-0001 （外来環）第1274号        平成29年 6月 1日
     高津歯3020 川崎市高津区溝口２－７－２４Ｓ （歯訪診）第3357号        平成29年 6月 1日
     ＡＫＵＭＡビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第126485号    平成29年 6月 1日
     044-281-0506  （補管）第7636号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  556

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4653533,021.2 あき歯科医院 〒213-0027 （外来環）第1282号        平成29年 5月 1日
     高津歯3021 川崎市高津区野川３７３６　メゾ （医管）第2145号          平成29年 5月 1日
     ンドールくぬぎ坂１Ｆ （在歯管）第339号         平成29年 5月 1日
     044-751-0118  （歯ＣＡＤ）第126507号    平成29年 5月 1日
     （補管）第7673号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4654533,022.0 田園都市溝の口つつじ〒213-0014 （外来環）第1332号        平成29年 8月 1日
     高津歯3022 歯科クリニック 川崎市高津区新作３－１－４ （医管）第2157号          平成29年 7月 1日
     044-870-8822  (044-870-8823) （か強診）第625号         平成30年 2月 1日
     （歯援診）第800号         平成30年 2月 1日
     （在歯管）第348号         平成29年 7月 1日
     （歯訪診）第3384号        平成29年 7月 1日
     （歯リハ２）第429号       平成29年 7月 1日
     （手顕微加）第227号       平成29年 7月 1日
     （う蝕無痛）第184号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126544号    平成29年 7月 1日
     （手術歯根）第117号       平成29年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第497号         平成29年 7月 1日
     （根切顕微）第196号       平成29年 7月 1日
     （補管）第7682号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4655533,023.8 Ｅｌｕａ歯科＆矯正歯〒213-0001 （外来環）第1339号        平成29年 8月 1日
     高津歯3023 科 川崎市高津区溝口１－４－１　マ （歯ＣＡＤ）第126545号    平成29年 7月 1日
     ルイファミリー溝口９Ｆ （補管）第7683号          平成29年 7月 1日
     044-322-8018  (044-322-8018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4656533,024.6 グレースデンタルクリ〒213-0002 （歯援診）第779号         平成29年10月 1日
     高津歯3024 ニック　川崎分院 川崎市高津区二子５－１－２　ロ （歯ＣＡＤ）第126574号    平成29年 8月 1日
     ーゼ高津２０２ （補管）第7699号          平成29年 7月 1日
     044-844-2811  (044-844-2811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4657534,163.1 山口歯科医院 〒213-0002 （歯訪診）第2477号        平成29年 2月 1日
     高津歯163 川崎市高津区二子２－２－６ （補管）第3183号          平成 8年 4月 1日
     044-822-2892  （１７５）第2465号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4658534,166.4 岡野歯科医院 〒213-0005 （歯訪診）第2617号        平成29年 3月 1日
     高津歯166 川崎市高津区北見方１－２８－１ （歯ＣＡＤ）第1407号      平成26年12月 1日
     ８ （補管）第3625号          平成 9年 1月 1日
     044-833-8201  （１７５）第2466号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4659534,167.2 上田歯科医院 〒213-0005 （歯ＣＡＤ）第1408号      平成26年12月 1日
     高津歯167 川崎市高津区北見方１－２３－５ （補管）第3705号          平成 9年 5月 1日
     044-822-0053  （１７５）第2467号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  557

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4660534,172.2 辛島歯科クリニック 〒213-0002 （歯ＣＡＤ）第1155号      平成26年10月 1日
     高津歯172 川崎市高津区二子３－３３－２０ （補管）第3860号          平成10年 7月 1日
     カーサフォーチュナ１Ｆ
     044-813-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4661534,175.5 わたなべ歯科クリニッ〒213-0033 （歯援診）第360号         平成28年 5月 1日
     高津歯175 ク 川崎市高津区下作延２－３５－１ （歯ＣＡＤ）第1409号      平成26年12月 1日
     ６　シティーフォーラム梶ヶ谷１ （補管）第3889号          平成10年 9月 1日
     Ｆ
     044-888-9288  (044-888-9288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4662534,177.1 うつのみや歯科医院 〒213-0013 （補管）第3916号          平成10年11月 1日
     高津歯177 川崎市高津区末長１－３７－２４
     コーポ太陽１０１
     044-870-0854  (044-870-0856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4663534,178.9 医療法人社団　宏育会〒213-0001 （歯地連）第367号         平成18年 4月 1日
     高津歯178 　優歯科医院 川崎市高津区溝口３－１５－１０ （補管）第3610号          平成11年 2月 8日
     ベルフォーレ高津２Ｆ
     044-813-3100  (044-813-3100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4664534,181.3 たくぼ歯科クリニック〒213-0015 （歯ＣＡＤ）第1651号      平成27年 3月 1日
     高津歯181 川崎市高津区梶ケ谷６－２－８シ （補管）第4095号          平成11年12月 1日
     ャルム梶ヶ谷１Ｆ
     044-857-0087  (044-857-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4665534,183.9 ながもり歯科医院 〒213-0022 （補管）第4190号          平成12年 5月 1日
     高津歯183 川崎市高津区千年３０１－１グラ
     ンドコスモ千歳２０２
     044-751-8432  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4666534,185.4 橘こども歯科医院 〒213-0022 （外来環）第151号         平成20年 6月 1日
     高津歯185 川崎市高津区千年７７７ （補管）第4118号          平成12年 2月 1日
     044-798-0970  (044-820-6110) （酸単）第40301号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4667534,187.0 すずききよし歯科 〒213-0002 （補管）第4168号          平成12年 4月15日
     高津歯187 川崎市高津区二子５－５－１ヒサ
     キハイツ高津１Ｆ
     044-850-1082  (044-850-1082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4668534,188.8 溝口南口歯科 〒213-0001 （歯訪診）第3082号        平成29年 4月 1日
     高津歯188 川崎市高津区溝口２－３－１０内 （歯ＣＡＤ）第1287号      平成26年11月 1日
     田ビル１Ｆ－Ａ （補管）第4362号          平成13年 4月 1日
     044-870-6555  (044-870-6555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  558

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4669534,191.2 ファミリー歯科医院 〒213-0034 （補管）第4410号          平成13年 6月15日
     高津歯191 川崎市高津区上作延４９０－１ （１７５）第2470号        平成14年 4月 1日
     044-871-6336  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4670534,192.0 医療法人社団　聖仁会〒213-0033 （歯訪診）第2478号        平成29年 2月 1日
     高津歯192 　津田山デンタルオフ川崎市高津区下作延６－４－１０ （歯ＣＡＤ）第1916号      平成27年 6月 1日
     ィス ＹＳビル１Ｆ （補管）第4530号          平成13年 9月15日
     044-850-1184  (044-850-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4671534,194.6 神保矯正歯科 〒213-0011
     高津歯194 川崎市高津区久本３－２－２２－
     １０１
     044-844-5590  (044-844-5597)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4672534,198.7 中田歯科医院 〒213-0001 （歯訪診）第3358号        平成29年 6月 1日
     高津歯198 川崎市高津区溝口１－６－１クレ （歯ＣＡＤ）第1853号      平成27年 5月 1日
     ール溝口１０２ （補管）第4904号          平成14年11月 1日
     044-811-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4673534,200.1 小暮歯科医院 〒213-0005 （外来環）第1060号        平成29年 1月 1日
     高津歯200 川崎市高津区北見方３－７－１ （歯ＣＡＤ）第962号       平成26年 8月 1日
     044-812-4618  （補管）第5024号          平成15年 7月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4674534,202.7 森山歯科 〒213-0013 （歯訪診）第2864号        平成29年 4月 1日
     高津歯202 川崎市高津区末長３－１２－１２ （歯ＣＡＤ）第1410号      平成26年12月 1日
     第２坂田ビル１Ｆ （補管）第5161号          平成16年 6月 1日
     044-857-3388  (044-857-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4675534,203.5 スマイル歯科　溝口ク〒213-0011 （補管）第5242号          平成16年12月 1日
     高津歯203 リニック 川崎市高津区久本３－１０－８
     044-822-3810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4676534,204.3 ふぁみりあ歯科 〒213-0014 （歯ＣＡＤ）第1411号      平成26年12月 1日
     高津歯204 川崎市高津区新作５－１５－２５ （補管）第5278号          平成17年 3月 1日
     コートサイドＵ　１階
     044-865-9909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4677534,205.0 笠貫歯科クリニック 〒213-0011 （歯ＣＡＤ）第306号       平成26年 4月 1日
     高津歯205 川崎市高津区久本２－１－１５ボ （補管）第5362号          平成17年 9月 1日
     ーンツリー第２ハイツ
     044-877-3220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  559

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4678534,207.6 アイアイ会　佐和歯科〒213-0001 （外来環）第666号         平成27年 7月 1日
     高津歯207 クリニック 川崎市高津区溝口１－２１－１６ （か強診）第545号         平成29年 7月 1日
     若松屋ビル２Ｆ （歯訪診）第2865号        平成29年 4月 1日
     044-850-5517  (044-850-5517) （歯ＣＡＤ）第123号       平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第115号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3707号          平成17年12月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4679534,208.4 もとい歯科クリニック〒213-0023 （外来環）第984号         平成28年10月 1日
     高津歯208 川崎市高津区子母口６９５－１パ （歯ＣＡＤ）第2569号      平成28年 5月 1日
     ークビュー宮台１Ｆ （補管）第5436号          平成18年 3月 1日
     044-766-7778  (044-766-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4680534,211.8 梶ヶ谷おとなとこども〒213-0015 （歯ＣＡＤ）第1043号      平成26年 9月 1日
     高津歯211 の歯科医院 川崎市高津区梶ケ谷２－１－２シ （補管）第5529号          平成18年10月15日
     ーズ梶ヶ谷１０４号室
     044-856-4222  (044-856-4222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4681534,212.6 小柴歯科医院 〒213-0034 （か強診）第301号         平成28年 9月 1日
     高津歯212 川崎市高津区上作延４８５－７三 （歯訪診）第2155号        平成28年 9月 1日
     田ビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第958号       平成26年 8月 1日
     044-888-3161  （補管）第3133号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4682534,213.4 医療法人社団　貞弘会〒213-0011 （外来環）第361号         平成22年 4月 1日
     高津歯213 　かわべ歯科 川崎市高津区久本１－５－１６ （か強診）第86号          平成28年 4月 1日
     044-870-0037  (044-870-0038) （歯ＣＡＤ）第27号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第322号         平成22年 4月 1日
     （補管）第4738号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4683534,214.2 吉江歯科診療所 〒213-0014 （外来環）第1213号        平成29年 4月 1日
     高津歯214 川崎市高津区新作６－１６－３ （医管）第1867号          平成28年 6月 1日
     044-877-3231  (044-877-9070) （歯訪診）第3227号        平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第143号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第161号       平成28年 8月 1日
     （歯技工）第242号         平成28年 8月 1日
     （根切顕微）第123号       平成28年 8月 1日
     （補管）第5625号          平成19年 6月 1日
     （酸単）第40302号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4684534,215.9 やまい歯科クリニック〒213-0001 （外来環）第918号         平成28年 8月 1日
     高津歯215 川崎市高津区溝口３－８－７第１ （歯訪診）第2618号        平成29年 3月 1日
     鈴勝ビル２階 （歯ＣＡＤ）第1156号      平成26年10月 1日
     044-814-0811  (044-814-0811) （補管）第5654号          平成19年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  560

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4685534,216.7 花村歯科医院 〒213-0033 （外来環）第684号         平成27年 9月 1日
     高津歯216 川崎市高津区下作延３－１６－２ （医管）第1585号          平成25年 3月 1日
     ６ （歯訪診）第2479号        平成29年 2月 1日
     044-865-3333  (044-852-8925) （歯ＣＡＤ）第825号       平成26年 7月 1日
     （補管）第6762号          平成25年 3月 1日
     （酸単）第40303号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4686534,217.5 本多デンタルオフィス〒213-0014 （歯ＣＡＤ）第1412号      平成26年12月 1日
     高津歯217 川崎市高津区新作６－１－６ソレ （補管）第5718号          平成20年 2月 1日
     ムⅠ新城１Ｆ
     044-857-6377  (044-857-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4687534,218.3 作間第二歯科 〒213-0001 （医管）第456号           平成20年 5月 1日
     高津歯218 川崎市高津区溝口２－１５－５ （歯訪診）第3174号        平成29年 4月 1日
     044-822-3030  （補管）第3148号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4688534,221.7 元住吉デンタルオフィ〒213-0024 （歯訪診）第3083号        平成29年 4月 1日
     高津歯221 ス 川崎市高津区明津１６７－１ （歯ＣＡＤ）第126681号    平成29年12月 1日
     044-750-2525  (044-750-2526) （補管）第5909号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4689534,222.5 さくら歯科クリニック〒213-0001 （補管）第5910号          平成21年 5月 1日
     高津歯222 川崎市高津区溝口４－１－１７Ｓ
     ＫＤ高津駅前ビルⅠ３Ｆ
     044-829-1118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4690534,224.1 遠藤歯科クリニック 〒213-0001 （外来環）第923号         平成28年 7月 1日
     高津歯224 川崎市高津区溝口１－２０－８第 （か強診）第87号          平成28年 4月 1日
     ２多田ビル１Ｆ （歯援診）第315号         平成29年 4月 1日
     044-844-6301  （補管）第6846号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4691534,226.6 ねがみ歯科医院 〒213-0014 （歯訪診）第2619号        平成29年 3月 1日
     高津歯226 川崎市高津区新作５－１２－１３ （歯ＣＡＤ）第126879号    平成30年 3月 1日
     　１Ｆ （補管）第6058号          平成22年 2月 1日
     044-865-8228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4692534,227.4 溝の口メディカルモー〒213-0033 （歯ＣＡＤ）第1854号      平成27年 5月 1日
     高津歯227 ル歯科 川崎市高津区下作延２－４－３溝 （補管）第6089号          平成22年 3月 1日
     の口メディカルモール１Ｆ
     044-877-7877  (044-877-7875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4693534,228.2 太陽歯科クリニック 〒213-0032 （歯ＣＡＤ）第126762号    平成30年 1月 1日
     高津歯228 川崎市高津区久地２－２４－１－ （補管）第6104号          平成22年 4月 1日
     ２Ｆ
     044-299-9958  (044-299-9959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  561

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4694534,229.0 あっぷる歯科クリニッ〒213-0001 （歯ＣＡＤ）第826号       平成26年 7月 1日
     高津歯229 ク 川崎市高津区溝口１－２２－１吉 （補管）第6121号          平成22年 4月 1日
     田ビル１Ｆ１０１
     044-812-1700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4695534,230.8 大久保歯科医院 〒213-0032 （医管）第1539号          平成22年 4月21日
     高津歯230 川崎市高津区久地４－２４－３０ （か強診）第646号         平成30年 3月 1日
     グリーンスクウェア２Ｆ　００４ （歯訪診）第2620号        平成29年 3月 1日
     号室 （手顕微加）第204号       平成29年 3月 1日
     044-814-4618  (044-814-4619) （歯ＣＡＤ）第126177号    平成28年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第327号         平成22年 4月21日
     （根切顕微）第173号       平成29年 3月 1日
     （補管）第6167号          平成22年 4月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4696534,231.6 医療法人社団　橋詰会〒213-0022 （歯ＣＡＤ）第1413号      平成26年12月 1日
     高津歯231 　はしづめ歯科クリニ川崎市高津区千年６３８－１－１ （補管）第6276号          平成23年 1月 1日
     ック ０１
     044-753-1170  (044-753-1175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4697534,232.4 坂井歯科 〒213-0023 （歯ＣＡＤ）第126369号    平成29年 3月 1日
     高津歯232 川崎市高津区子母口１８７－２ （補管）第6287号          平成23年 2月 1日
     044-788-1434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4698534,234.0 グリーン歯科クリニッ〒213-0033 （歯ＣＡＤ）第2166号      平成27年10月 1日
     高津歯234 ク 川崎市高津区下作延３－３－１０ （補管）第6436号          平成23年11月 1日
     　スルバリエ梶ヶ谷２０１
     044-865-6480  (044-865-6460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4699534,235.7 ふたこしんち駅歯科 〒213-0004 （外来環）第499号         平成25年11月 1日
     高津歯235 川崎市高津区諏訪１－２－２秋元 （歯訪診）第3175号        平成29年 4月 1日
     ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第2383号      平成28年 3月 1日
     044-811-8805  (044-811-8805) （補管）第6466号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4700534,237.3 梶ヶ谷プラザ歯科クリ〒213-0013 （歯訪診）第3176号        平成29年 4月 1日
     高津歯237 ニック 川崎市高津区末長１－４７－１東 （歯ＣＡＤ）第307号       平成26年 4月 1日
     急梶ヶ谷プラザビル１Ｆ （補管）第6627号          平成24年 6月 1日
     044-857-2595  (044-866-8190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4701534,238.1 シティデンタルオフィ〒213-0001 （外来環）第486号         平成25年 7月 1日
     高津歯238 ス 川崎市高津区溝口３－７－１フロ （医管）第2052号          平成29年 2月 1日
     ントビル３Ｆ （歯訪診）第2480号        平成29年 2月 1日
     044-455-7744  (044-833-4100) （歯ＣＡＤ）第342号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6677号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  562

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4702534,239.9 スマイルデンタルクリ〒213-0033 （歯訪診）第3267号        平成29年 4月 1日
     高津歯239 ニック梶ヶ谷 川崎市高津区下作延４－２７－１ （歯ＣＡＤ）第126885号    平成30年 3月 1日
     ０ （補管）第6703号          平成24年12月 1日
     044-872-8664  (044-872-8664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4703534,240.7 川越歯科医院 〒213-0013 （外来環）第636号         平成27年 4月 1日
     高津歯240 川崎市高津区末長３－２３－５ （医管）第1620号          平成27年 4月 1日
     044-866-7422  (044-866-3271) （か強診）第88号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第140号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第507号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第144号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第242号       平成29年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第43号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第373号         平成25年 1月 1日
     （根切顕微）第213号       平成29年10月 1日
     （補管）第6726号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4704534,241.5 つだやま歯科クリニッ〒213-0033 （歯ＣＡＤ）第1855号      平成27年 5月 1日
     高津歯241 ク 川崎市高津区下作延６－６－２１ （補管）第6759号          平成25年 4月 1日
     044-844-5220  (044-844-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4705534,242.3 しんちデンタルクリニ〒213-0002 （歯ＣＡＤ）第308号       平成26年 4月 1日
     高津歯242 ック 川崎市高津区二子２－５－４７　 （補管）第6813号          平成25年 7月 1日
     １Ｆ
     044-281-4640  (044-281-4640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4706534,243.1 くもい歯科クリニック〒213-0004 （外来環）第542号         平成26年 4月 1日
     高津歯243 川崎市高津区諏訪１－１５－３サ （歯訪診）第2971号        平成29年 4月 1日
     ンガーデンヒロ （補管）第6814号          平成25年 6月 1日
     044-814-3322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4707534,244.9 たまデンタルクリニッ〒213-0004 （補管）第6858号          平成25年10月 1日
     高津歯244 ク 川崎市高津区諏訪１－１０－２－
     １Ｆ
     044-819-4618  (044-819-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4708540,040.3 山根歯科医院 〒214-0012 （補管）第3233号          平成 8年 4月 1日
     多歯40 川崎市多摩区中野島３－１４－２ （１７５）第2750号        平成14年 5月 1日
     ９
     044-922-8396  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4709540,065.0 タマ歯科 〒214-0001 （歯ＣＡＤ）第126286号    平成28年12月 1日
     多歯65 川崎市多摩区菅稲田提１－１３－ （補管）第3196号          平成 8年 4月 1日
     ２５ （１７５）第2476号        平成14年 4月 1日
     044-944-2552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  563

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4710540,071.8 片瀬歯科医院 〒214-0014 （補管）第3220号          平成14年10月17日
     多歯71 川崎市多摩区登戸３３５１－６オ （１７５）第2478号        平成14年10月17日
     リオンコート３号室
     044-933-1819  (044-935-1225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4711540,081.7 ソフトタウン歯科医院〒214-0034 （補管）第3213号          平成 8年 4月 1日
     多歯81 川崎市多摩区三田１－１３－１－ （１７５）第2479号        平成14年 4月 1日
     １０３
     044-933-1533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4712540,083.3 登戸歯科医院 〒214-0014 （歯訪診）第2972号        平成29年 4月 1日
     多歯83 川崎市多摩区登戸２２６２松屋ビ （補管）第3223号          平成 8年 4月 1日
     ル２Ｆ （１７５）第2880号        平成14年 6月 1日
     044-933-3366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4713540,088.2 平井歯科 〒214-0012 （補管）第3645号          平成 9年 4月 1日
     多歯88 川崎市多摩区中野島６－２５－１ （１７５）第2480号        平成14年 4月 1日
     第２フジモトビル２Ｆ
     044-933-8870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4714540,096.5 吉澤歯科医院 〒214-0012 （補管）第3214号          平成 8年 4月 1日
     多歯96 川崎市多摩区中野島６－２２－１
     044-933-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4715540,101.3 大久保歯科医院 〒214-0014 （補管）第4670号          平成14年 4月 1日
     多歯101 川崎市多摩区登戸１７２８ （１７５）第2881号        平成14年 6月 1日
     044-900-0188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4716540,104.7 飯島歯科医院 〒214-0014 （補管）第3217号          平成 8年 4月 1日
     多歯104 川崎市多摩区登戸２１５８
     044-911-2576  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4717540,105.4 黒岩歯科医院 〒214-0014 （歯技工）第82号          平成22年 4月 1日
     多歯105 川崎市多摩区登戸３４１６－３ （補管）第3207号          平成 8年 4月 1日
     044-933-8031  （酸単）第40304号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4718540,112.0 久地歯科 〒214-0022 （歯ＣＡＤ）第1044号      平成26年 9月 1日
     多歯112 川崎市多摩区堰３－７－１３保谷 （補管）第3242号          平成 8年 4月 1日
     ビル２Ｆ （１７５）第2481号        平成14年 4月 1日
     044-811-9441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4719540,114.6 植木歯科 〒214-0037 （補管）第3227号          平成 8年 4月 1日
     多歯114 川崎市多摩区西生田２－４－２０
     044-966-4027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  564

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4720540,115.3 エンタニ歯科医院 〒214-0039 （歯ＣＡＤ）第312号       平成26年 4月 1日
     多歯115 川崎市多摩区栗谷３－１－１井田 （補管）第3232号          平成 8年 4月 1日
     ビル２０６号 （１７５）第2537号        平成14年 4月 1日
     044-951-0088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4721540,116.1 鈴木歯科医院 〒214-0037 （歯訪診）第2749号        平成29年 3月 1日
     多歯116 川崎市多摩区西生田１－８－１－ （補管）第3222号          平成 8年 4月 1日
     ２０１ （酸単）第40305号         平成29年 4月 1日
     044-966-7188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4722540,117.9 小田嶋歯科医院 〒214-0021 （外来環）第1229号        平成29年 5月 1日
     多歯117 川崎市多摩区宿河原３－３－７伊 （歯訪診）第2694号        平成29年 3月 1日
     東ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第688号       平成26年 5月 1日
     044-933-8171  （補管）第3203号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4723540,120.3 さくらい歯科 〒214-0014 （補管）第4341号          平成12年 4月 1日
     多歯120 川崎市多摩区登戸２１０２－１第 （１７５）第2483号        平成14年 4月 1日
     ２井上ビル２０１
     044-933-6488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4724540,124.5 一伸歯科医院 〒214-0014 （歯ＣＡＤ）第1288号      平成26年11月 1日
     多歯124 川崎市多摩区登戸３４０２ （補管）第3236号          平成 8年 4月 1日
     044-933-0603  （酸単）第40361号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4725540,125.2 石井歯科医院 〒214-0012 （外来環）第258号         平成20年10月 1日
     多歯125 川崎市多摩区中野島３－１４－３ （医管）第1765号          平成28年 4月 1日
     ７ （歯訪診）第508号         平成28年 4月 1日
     044-931-0118  (044-931-0119) （手顕微加）第90号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2167号      平成27年10月 1日
     （根切顕微）第55号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3194号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4726540,127.8 手塚歯科医院 〒214-0035 （補管）第3505号          平成 8年 6月 1日
     多歯127 川崎市多摩区長沢４－２－９　グ （１７５）第2837号        平成14年 5月 1日
     リーンバレイ松沢２Ｆ
     044-976-8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4727540,128.6 千谷歯科医院 〒214-0001 （医管）第2065号          平成29年 3月 1日
     多歯128 川崎市多摩区菅１－４－５野村ビ （か強診）第644号         平成30年 3月 1日
     ル２階Ａ号 （歯援診）第618号         平成29年 1月 1日
     044-945-1499  （在歯管）第281号         平成29年 3月 1日
     （歯地連）第498号         平成29年 8月 1日
     （歯リハ２）第426号       平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1158号      平成26年10月 1日
     （補管）第3202号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2485号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  565

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4728540,129.4 医療法人社団　永井歯〒214-0004 （歯ＣＡＤ）第126222号    平成28年10月 1日
     多歯129 科医院 川崎市多摩区菅馬場２－２６－５ （補管）第3215号          平成 8年 4月 1日
     044-945-2311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4729540,132.8 森歯科医院 〒214-0008 （歯訪診）第3177号        平成29年 4月 1日
     多歯132 川崎市多摩区菅北浦４－１１－２ （補管）第3188号          平成 8年 4月 1日
     ９
     044-945-8808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4730540,135.1 またい歯科医院 〒214-0021 （歯ＣＡＤ）第76号        平成26年 4月 1日
     多歯135 川崎市多摩区宿河原６－３８－３ （補管）第3184号          平成 8年 4月 1日
     　プリムタザワ１Ｆ
     044-822-8286  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4731540,138.5 村山歯科医院 〒214-0014 （歯訪診）第3313号        平成29年 5月 1日
     多歯138 川崎市多摩区登戸２７１９　モリ （歯ＣＡＤ）第1289号      平成26年11月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第3200号          平成 8年 4月 1日
     044-933-3718  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4732540,139.3 井口歯科 〒214-0038 （歯ＣＡＤ）第126654号    平成29年11月 1日
     多歯139 川崎市多摩区生田１－１０－１７ （補管）第3228号          平成 8年 4月 1日
     044-946-0024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4733540,142.7 中村歯科医院 〒214-0013 （外来環）第1189号        平成29年 4月 1日
     多歯142 川崎市多摩区登戸新町３６５－２ （歯訪診）第3084号        平成29年 4月 1日
     044-911-1333  （歯リハ２）第383号       平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第487号       平成26年 5月 1日
     （補管）第3209号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4734540,143.5 医療法人社団　横田歯〒214-0014 （歯訪診）第2866号        平成29年 4月 1日
     多歯143 科医院 川崎市多摩区登戸２１７８ （歯ＣＡＤ）第1290号      平成26年10月 1日
     044-933-3675  (044-933-3676) （補管）第7040号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4735540,145.0 山手歯科医院 〒214-0001 （歯訪診）第2973号        平成29年 4月 1日
     多歯145 川崎市多摩区菅２－２－８ （歯ＣＡＤ）第126873号    平成30年 3月 1日
     044-945-3741  （ＧＴＲ）第507号         平成29年10月 1日
     （補管）第3240号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4736540,148.4 柳川歯科医院 〒214-0011 （補管）第3225号          平成 8年 4月 1日
     多歯148 川崎市多摩区布田３－１
     044-945-8039  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4737540,150.0 小野歯科 〒214-0038 （歯ＣＡＤ）第126287号    平成28年12月 1日
     多歯150 川崎市多摩区生田７－１１－８シ （補管）第3185号          平成 8年 4月 1日
     ョップ生田２Ｆ
     044-933-5854  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  566

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4738540,151.8 医療法人社団　新芽会〒214-0014 （歯技工）第175号         平成22年11月 1日
     多歯151 　近藤歯科 川崎市多摩区登戸２０４３小田急 （補管）第3195号          平成 8年 4月 1日
     マルシェⅡ３階 （１７５）第2486号        平成14年 4月 1日
     044-932-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4739540,152.6 アリーナ歯科クリニッ〒214-0038 （補管）第3210号          平成 8年 4月 1日
     多歯152 ク 川崎市多摩区生田７－７－３プラ （１７５）第2487号        平成14年 4月 1日
     ネット１，２Ｆ
     044-935-2346  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4740540,153.4 医療法人社団弘歯会　〒214-0039 （補管）第3238号          平成 8年 4月 1日
     多歯153 森戸歯科医院 川崎市多摩区栗谷３－１－６
     044-954-6471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4741540,154.2 ないとう歯科医院 〒214-0037 （補管）第3201号          平成 8年 4月 1日
     多歯154 川崎市多摩区西生田４－１－４　
     ２Ｆ
     044-952-4184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4742540,155.9 おおかめ歯科クリニッ〒214-0001 （外来環）第1214号        平成29年 4月 1日
     多歯155 ク 川崎市多摩区菅１－２－３１プラ （歯訪診）第3178号        平成29年 4月 1日
     ザクリエイト２０２－Ａ （歯ＣＡＤ）第2008号      平成27年 7月 1日
     044-946-3470  （補管）第3224号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4743540,157.5 アオキ歯科クリニック〒214-0037 （補管）第3204号          平成 8年 4月 1日
     多歯157 川崎市多摩区西生田３－７－２２ （１７５）第2488号        平成14年 4月 1日
     044-955-0558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4744540,159.1 おくやま歯科 〒214-0023 （歯訪診）第509号         平成28年 4月 1日
     多歯159 川崎市多摩区長尾５－２２－１７ （歯ＣＡＤ）第126798号    平成30年 2月 1日
     ヴィラフローラ１Ｆ－Ａ号室 （補管）第3216号          平成 8年 4月 1日
     044-935-5333  （１７５）第2489号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4745543,001.2 三好西山歯科クリニッ〒214-0021 （う蝕無痛）第156号       平成28年 4月 1日
     多歯3001 ク 川崎市多摩区宿河原２－４－１６ （歯ＣＡＤ）第1490号      平成27年 1月 1日
     ア・ボートルサンテ東館１Ｆ （手術歯根）第89号        平成28年 4月 1日
     044-933-8822  （歯技工）第205号         平成27年 1月 1日
     （補管）第7104号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4746543,003.8 シイヤ歯科 〒214-0014 （歯訪診）第2008号        平成28年 6月 1日
     多歯3003 川崎市多摩区登戸３１７５ （歯ＣＡＤ）第2384号      平成28年 3月 1日
     044-922-8148  (044-922-8148) （補管）第7204号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4747543,004.6 マーレ歯科クリニック〒214-0012 （補管）第7193号          平成27年 5月 1日
     多歯3004 登戸 川崎市多摩区中野島２３２５－１
     044-932-1188  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  567

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4748543,005.3 ＧＯＧＯ歯科クリニッ〒214-0012 （歯ＣＡＤ）第1926号      平成27年 5月 1日
     多歯3005 ク 川崎市多摩区中野島３－１５－４ （補管）第7224号          平成27年 5月 1日
     ０
     044-819-5539  (044-819-5539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4749543,006.1 医療法人社団緑幸会　〒214-0013 （外来環）第712号         平成27年12月 1日
     多歯3006 クローバー歯科クリニ川崎市多摩区登戸新町４０８－１ （補管）第7253号          平成27年 7月 1日
     ック レオドール登戸２Ｆ
     044-933-8239  (044-933-8239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4750543,007.9 矢沢歯科クリニック 〒214-0038 （歯ＣＡＤ）第126734号    平成30年 1月 1日
     多歯3007 川崎市多摩区生田６－１７－３－ （補管）第7291号          平成27年 9月 1日
     ２　１Ｆ
     044-966-2311  (044-966-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4751543,008.7 さかき歯科クリニック〒214-0021 （歯ＣＡＤ）第2517号      平成28年 4月 1日
     多歯3008 川崎市多摩区宿河原１－２０－１ （補管）第7301号          平成27年11月 1日
     ７ロイヤルコート１Ｆ
     044-819-6260  (044-819-6270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4752543,009.5 歯科　清むら 〒214-0014 （歯訪診）第510号         平成28年 4月 1日
     多歯3009 川崎市多摩区登戸２５０１ （歯ＣＡＤ）第2327号      平成28年 2月 1日
     044-712-5295  (044-712-5295) （補管）第7322号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4753543,010.3 ゆう歯科・口腔外科ク〒214-0013 （医管）第1813号          平成28年 5月 1日
     多歯3010 リニック登戸院 川崎市多摩区登戸新町１４１　ア （歯訪診）第2345号        平成29年 1月 1日
     ークヒルズ１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2570号      平成28年 5月 1日
     044-819-8886  (044-819-8850) （補管）第7431号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4754543,011.1 ししどファミリー歯科〒214-0001 （歯訪診）第3326号        平成29年 5月 1日
     多歯3011 　稲田堤駅前 川崎市多摩区菅２－２－３５ （歯ＣＡＤ）第126393号    平成29年 3月 1日
     044-543-8215  (044-543-8215) （補管）第7600号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4755543,012.9 ながやま歯科クリニッ〒214-0006 （外来環）第1302号        平成29年 7月 1日
     多歯3012 ク 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ （医管）第2120号          平成29年 4月 1日
     044-543-8877  (044-543-8890) （歯ＣＡＤ）第126439号    平成29年 4月 1日
     （補管）第7621号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4756543,013.7 オリーブ歯科 〒214-0014 （歯訪診）第3338号        平成29年 6月 1日
     多歯3013 川崎市多摩区登戸１８７０　ＰＲ （歯ＣＡＤ）第126499号    平成29年 6月 1日
     ＯＳＰＥＲ向ヶ丘１０１ （補管）第7637号          平成29年 5月 1日
     044-712-4800  (044-712-4801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4757543,014.5 生田駅前歯科クリニッ〒214-0038 （外来環）第1278号        平成29年 6月 1日
     多歯3014 ク 川崎市多摩区生田７－９－３　タ （歯ＣＡＤ）第126466号    平成29年 5月 1日
     スコハウス１Ｆ （補管）第7638号          平成29年 5月 1日
     044-299-7255  (044-299-7256)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  568

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4758543,015.2 菊池歯科医院 〒214-0032 （歯ＣＡＤ）第126508号    平成29年 4月 6日
     多歯3015 川崎市多摩区枡形２－２４－９ （補管）第7674号          平成29年 4月 6日
     044-933-1781  (044-933-6392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4759543,016.0 久地駅前歯科室 〒214-0022 （歯訪診）第3457号        平成30年 2月 1日
     多歯3016 川崎市多摩区堰３－７－１８　ブ （補管）第7703号          平成29年 9月 1日
     リックハイツ地下１Ｆ
     044-299-7915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4760543,017.8 稲田歯科医院 〒214-0001 （歯ＣＡＤ）第126593号    平成29年 7月23日
     多歯3017 川崎市多摩区菅１－３－１５ （補管）第7710号          平成29年 7月23日
     044-944-8646  (044-944-8646) （１７５）第3054号        平成29年 7月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4761543,018.6 川崎スマイル歯科医院〒214-0038 （歯訪診）第3459号        平成30年 2月 1日
     多歯3018 川崎市多摩区生田８－８－９　光 （歯ＣＡＤ）第126841号    平成30年 2月 1日
     シャンブル生田１０３ （補管）第7776号          平成30年 2月 1日
     044-281-0405  (044-281-0405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4762544,162.1 かわしま歯科医院 〒214-0014 （外来環）第557号         平成26年 6月 1日
     多歯162 川崎市多摩区登戸１８０３たけや （歯援診）第510号         平成28年 6月 1日
     ビル１Ｆ （歯訪診）第511号         平成28年 4月 1日
     044-911-0935  （歯リハ２）第145号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126799号    平成30年 2月 1日
     （補管）第3199号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40306号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4763544,167.0 ささき歯科クリニック〒214-0001 （補管）第3211号          平成 8年11月 1日
     多歯167 川崎市多摩区菅２－１０－２３川
     崎ビル３階
     044-944-8011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4764544,170.4 西山歯科医院 〒214-0001 （補管）第3913号          平成10年11月 1日
     多歯170 川崎市多摩区菅３－１２－５１
     044-945-6480  (044-945-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4765544,171.2 ひろまつデンタルクリ〒214-0012 （歯ＣＡＤ）第504号       平成26年 5月 1日
     多歯171 ニック 川崎市多摩区中野島５－２－３７ （補管）第4049号          平成11年 8月 1日
     文化堂２Ｆ
     044-931-6636  (044-931-6636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4766544,173.8 医療法人社団　翔優会〒214-0012 （外来環）第253号         平成20年10月 1日
     多歯173 　光澤歯科医院 川崎市多摩区中野島３－２７－１ （医管）第1908号          平成28年 7月 1日
     ０ （歯訪診）第2060号        平成28年 7月 1日
     044-922-4400  (044-922-4398) （歯ＣＡＤ）第126480号    平成29年 6月 1日
     （補管）第3614号          平成19年10月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  569

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4767544,174.6 おおば歯科クリニック〒214-0021 （歯ＣＡＤ）第2086号      平成27年 8月 1日
     多歯174 川崎市多摩区宿河原３－１２－６ （補管）第4114号          平成12年 1月15日
     044-932-4618  (044-934-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4768544,175.3 ビーコン歯科口腔外科〒214-0034 （歯訪診）第3179号        平成29年 4月 1日
     多歯175 医院 川崎市多摩区三田４－１１－２４ （補管）第4715号          平成14年 4月 1日
     044-930-0123  (044-930-0133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4769544,178.7 よみうりランド歯科医〒214-0037 （歯ＣＡＤ）第41号        平成26年 4月 1日
     多歯178 院 川崎市多摩区西生田３－９－２６ （補管）第3198号          平成13年 6月 1日
     ミノルビル４Ｆ
     044-954-3335  (044-951-1961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4770544,179.5 歯科林医院 〒214-0001 （歯ＣＡＤ）第2087号      平成27年 8月 1日
     多歯179 川崎市多摩区菅１－２－２８ （補管）第4523号          平成13年10月 1日
     044-944-0084  (044-944-4084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4771544,181.1 こぼり歯科 〒214-0012 （補管）第4937号          平成15年 2月15日
     多歯181 川崎市多摩区中野島３－１４－１
     イグレック２０１
     044-934-8249  (044-934-8249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4772544,183.7 遊園歯科 〒214-0014 （歯訪診）第2009号        平成28年 6月 1日
     多歯183 川崎市多摩区登戸２１３０－２－ （歯ＣＡＤ）第1917号      平成27年 6月 1日
     １０１ （歯技工）第34号          平成22年 4月 1日
     044-933-7171  (044-933-8777) （補管）第5824号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4773544,184.5 船井歯科医院 〒214-0021 （歯ＣＡＤ）第2521号      平成28年 4月 1日
     多歯184 川崎市多摩区宿河原３－５－１－ （補管）第3239号          平成15年 9月12日
     ２０３ （１７５）第2484号        平成15年 9月12日
     044-911-2881  (044-911-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4774544,185.2 さくら歯科クリニック〒214-0036 （歯訪診）第3180号        平成29年 4月 1日
     多歯185 川崎市多摩区南生田６－８－１２ （補管）第5115号          平成16年 3月15日
     044-978-4618  (044-978-4622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4775544,186.0 登戸こども＆おとな歯〒214-0014 （補管）第5116号          平成16年 3月15日
     多歯186 科 川崎市多摩区登戸３３７５－１第
     ２ＴＳＳビル２－Ｂ
     044-922-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4776544,191.0 ダイユウデンタルクリ〒214-0014 （歯ＣＡＤ）第126370号    平成29年 3月 1日
     多歯191 ニック 川崎市多摩区登戸２７０８－１Ｙ （補管）第5224号          平成16年10月15日
     Ｍビル５Ｆ
     044-933-9898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  570

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4777544,192.8 アース歯科 〒214-0014 （補管）第5269号          平成17年 2月15日
     多歯192 川崎市多摩区登戸２０７０
     044-931-0570  (044-931-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4778544,194.4 あい歯科クリニック 〒214-0014 （外来環）第1230号        平成29年 5月 1日
     多歯194 川崎市多摩区登戸２６８４－２丸 （か強診）第401号         平成29年 2月 1日
     栄向ヶ丘ビル２Ｆ－３ （歯援診）第744号         平成29年 6月 1日
     044-911-0648  (044-911-0648) （歯ＣＡＤ）第1159号      平成26年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第416号         平成26年 9月 1日
     （補管）第7075号          平成26年 9月 1日
     （矯診）第220号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4779544,195.1 保田歯科醫院 〒214-0038 （歯ＣＡＤ）第2005号      平成27年 7月 1日
     多歯195 川崎市多摩区生田６－５－３　１ （補管）第5368号          平成17年 9月15日
     Ｆ
     044-955-9070  (044-955-9076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4780544,197.7 秋山歯科医院 〒214-0034 （歯ＣＡＤ）第126765号    平成30年 1月 1日
     多歯197 川崎市多摩区三田１－１０－１０ （補管）第3241号          平成17年 9月 1日
     044-922-6104  (044-935-2549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4781544,200.9 しむら歯科クリニック〒214-0014 （歯ＣＡＤ）第2571号      平成28年 5月 1日
     多歯200 川崎市多摩区登戸３２９３－３　 （補管）第5584号          平成19年 4月 1日
     フェリシア多摩１０１号
     044-930-4618  (044-930-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4782544,201.7 クラ矯正歯科クリニッ〒214-0013 （矯診）第112号           平成22年 4月 1日
     多歯201 ク 川崎市多摩区登戸新町１０１ （顎診）第134号           平成19年10月 1日
     044-933-2005  (044-933-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4783544,202.5 ＭＯＭＯ　ＤＥＮＴＡ〒214-0014 （外来環）第1005号        平成28年11月 1日
     多歯202 Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ 川崎市多摩区登戸１８８３－１シ （歯ＣＡＤ）第2522号      平成28年 4月 1日
     ャルマンドミール１Ｆ （補管）第5631号          平成19年 6月15日
     044-922-4618  (044-922-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4784544,203.3 きむら歯科クリニック〒214-0022 （外来環）第434号         平成24年 8月 1日
     多歯203 川崎市多摩区堰３－７－１ （医管）第1814号          平成28年 5月 1日
     044-822-0008  (044-822-0007) （か強診）第621号         平成30年 2月 1日
     （歯訪診）第2695号        平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1763号      平成27年 4月 1日
     （補管）第5670号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4785544,204.1 藤波歯科クリニック 〒214-0014 （外来環）第463号         平成25年 1月 1日
     多歯204 川崎市多摩区登戸１８４５　ＣＨ （歯ＣＡＤ）第1160号      平成26年10月 1日
     ＥＺ－ＭＯＩビル１０１号 （補管）第5733号          平成20年 3月15日
     044-281-7164  (044-281-7164)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  571

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4786544,205.8 小澤歯科医院 〒214-0038 （補管）第5757号          平成20年 5月 1日
     多歯205 川崎市多摩区生田７－２－１
     044-911-3496  (044-932-9774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4787544,206.6 加藤歯科医院 〒214-0034 （外来環）第985号         平成28年10月 1日
     多歯206 川崎市多摩区三田４－５５４６ （か強診）第555号         平成29年 8月 1日
     044-922-5100  (044-933-9865) （歯訪診）第2156号        平成28年 9月 1日
     （補管）第3218号          平成20年 6月25日
     （酸単）第40362号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4788544,208.2 ヤガサキ歯科医院 〒214-0001 （外来環）第740号         平成28年 3月 1日
     多歯208 川崎市多摩区菅４－３－３２ベル （医管）第2021号          平成28年12月 1日
     ヴィル３０１ （か強診）第180号         平成28年 6月 1日
     044-949-1182  (044-949-1182) （歯訪診）第3391号        平成29年 8月 1日
     （手顕微加）第91号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126380号    平成29年 3月 1日
     （根切顕微）第57号        平成28年 4月 1日
     （補管）第5953号          平成21年 6月 1日
     （酸単）第40307号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4789544,209.0 ひまわり歯科 〒214-0014 （か強診）第574号         平成29年10月 1日
     多歯209 川崎市多摩区登戸２０６１－１向 （歯援診）第335号         平成29年 4月 1日
     ヶ丘遊園パーク・ホームズ１Ｆ－ （在推進）第39号          平成26年 4月 1日
     １０１ （歯ＣＡＤ）第2088号      平成27年 8月 1日
     044-922-3257  (044-922-3258) （補管）第5987号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4790544,210.8 さわやか歯科医院 〒214-0036 （補管）第6033号          平成21年12月 1日
     多歯210 川崎市多摩区南生田４－２０－５
     044-701-4700  (044-701-4722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4791544,213.2 原島歯科クリニック 〒214-0001 （歯ＣＡＤ）第2202号      平成27年11月 1日
     多歯213 川崎市多摩区菅５－１０－２５ （補管）第6144号          平成22年 5月 1日
     044-944-5151  (044-944-5151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4792544,214.0 医療法人社団　順真会〒214-0012 （外来環）第1459号        平成30年 3月 1日
     多歯214 　ファースト歯科クリ川崎市多摩区中野島６－２４－１ （医管）第2066号          平成29年 3月 1日
     ニック ８　１Ｆ （か強診）第586号         平成29年11月 1日
     044-930-0418  (044-930-0489) （在歯管）第282号         平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第2621号        平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第406号       平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第313号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6168号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4793544,215.7 ＧＰデンタルオフィス〒214-0014 （補管）第6343号          平成23年 5月 1日
     多歯215 川崎市多摩区登戸２０１２　ドリ
     ームライフ向ヶ丘遊園　１Ｆ－Ａ
     044-455-4618  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  572

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4794544,216.5 はまだ歯科クリニック〒214-0001 （歯訪診）第2481号        平成29年 2月 1日
     多歯216 川崎市多摩区菅２－９－５ （補管）第6367号          平成23年 5月 1日
     044-945-1107  (044-945-1107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4795544,218.1 かめがやデンタルオフ〒214-0038 （外来環）第965号         平成28年 9月 1日
     多歯218 ィス 川崎市多摩区生田７－４－７セキ （歯リハ２）第159号       平成26年 4月 1日
     グチビル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第350号       平成26年 4月 1日
     044-933-1153  (044-933-1176) （補管）第6492号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4796544,219.9 ふじなみ歯科医院 〒214-0001 （歯ＣＡＤ）第1591号      平成27年 2月 1日
     多歯219 川崎市多摩区菅２－１－１サンユ （補管）第6498号          平成24年 1月 1日
     ービル３Ｆ
     044-944-1180  (044-944-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4797544,220.7 ヒルズデンタルクリニ〒214-0014 （歯リハ２）第163号       平成26年 4月 1日
     多歯220 ック 川崎市多摩区登戸２７８９ダイエ （歯ＣＡＤ）第351号       平成26年 4月 1日
     ー向ヶ丘店別棟１Ｆ （補管）第6599号          平成24年 6月 1日
     044-900-1888  (044-911-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4798544,221.5 てるた歯科クリニック〒214-0037 （補管）第6581号          平成24年 6月 1日
     多歯221 川崎市多摩区西生田４－１２－１
     044-455-4818  (044-455-4824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4799544,222.3 生田歯科医院 〒214-0038 （歯訪診）第3228号        平成29年 4月 1日
     多歯222 川崎市多摩区生田７－６－１１エ （歯ＣＡＤ）第1291号      平成26年11月 1日
     スト生田２Ｆ （補管）第6568号          平成24年 4月 1日
     044-911-1585  (044-911-1586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4800544,223.1 医療法人社団　緑幸会〒214-0013 （外来環）第432号         平成24年 5月 1日
     多歯223 　グリーン歯科クリニ川崎市多摩区登戸新町４０４古谷 （か強診）第359号         平成28年12月 1日
     ック ビル１Ｆ （歯訪診）第2974号        平成29年 4月 1日
     044-934-8239  (044-934-2092) （補管）第6600号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4801544,224.9 ＴＯＳＨＩデンタルク〒214-0031 （外来環）第505号         平成25年12月 1日
     多歯224 リニック 川崎市多摩区東生田１－５－１１ （医管）第2178号          平成29年11月 1日
     カイビル１０１ （か強診）第617号         平成30年 1月 1日
     044-911-8688  (044-911-8688) （在歯管）第359号         平成29年11月 1日
     （歯訪診）第3327号        平成29年 5月 1日
     （歯リハ２）第162号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第30号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6638号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4802544,226.4 医療法人社団宏志会　〒214-0037 （歯ＣＡＤ）第126700号    平成29年12月 1日
     多歯226 けやき歯科 川崎市多摩区西生田３－９－２７ （補管）第6804号          平成25年 5月 1日
     リュミュエール２Ｆ
     044-953-5415  (044-953-5415)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  573

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4803553,001.9 オーラルクリニック宮〒216-0033 （外来環）第1237号        平成29年 5月 1日
     宮歯3001 崎台 川崎市宮前区宮崎２－９－３メゾ （か強診）第513号         平成29年 5月 1日
     ン・ド・バッハ２－Ｂ （歯援診）第420号         平成29年 4月 1日
     044-820-6481  (044-820-6481) （歯ＣＡＤ）第1492号      平成27年 1月 1日
     （補管）第7076号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4804553,002.7 でらデンタルオフィス〒216-0035 （歯訪診）第2867号        平成29年 4月 1日
     宮歯3002 川崎市宮前区馬絹１－２－１　織 （手顕微加）第114号       平成28年 4月 1日
     戸ビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第1592号      平成27年 2月 1日
     044-820-6348  (044-820-6348) （根切顕微）第83号        平成28年 4月 1日
     （補管）第7105号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4805553,003.5 上野川アット歯科 〒216-0001 （歯ＣＡＤ）第2630号      平成28年 6月 1日
     宮歯3003 川崎市宮前区野川１６－１Ｆｕｊ （補管）第7112号          平成27年 1月 1日
     ｉ上野川店１Ｆ
     044-777-2299  (044-777-2298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4806553,004.3 たいら歯科クリニック〒216-0022 （外来環）第834号         平成28年 6月 1日
     宮歯3004 川崎市宮前区平３－１１－３ソル （歯訪診）第3375号        平成29年 7月 1日
     ジェンテ向丘１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2631号      平成28年 6月 1日
     044-975-7000  (044-975-7000) （ＧＴＲ）第424号         平成27年 1月 1日
     （補管）第7151号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4807553,005.0 やまぐち歯科医院 〒216-0006 （補管）第7281号          平成27年10月 1日
     宮歯3005 川崎市宮前区宮前平３－１１－２
     １山口コーポ１０１
     044-888-6480  (044-873-3456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4808553,006.8 医療法人社団　繁和会〒216-0004 （外来環）第741号         平成28年 3月 1日
     宮歯3006 　もと歯科クリニック川崎市宮前区鷺沼１－１０－４４ （歯訪診）第2346号        平成29年 1月 1日
     エスタシオン鷺沼　店舗Ａ （歯ＣＡＤ）第2282号      平成28年 1月 1日
     044-853-4182  (044-853-4183) （補管）第7312号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4809553,007.6 クローバー歯科 〒216-0006 （歯援診）第432号         平成29年 4月 1日
     宮歯3007 川崎市宮前区宮前平２－１５－３ （補管）第7335号          平成27年12月 4日
     ３　新山ビル２Ｆ　２Ｃ号室
     044-872-9131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4810553,008.4 かねやす歯科医院 〒216-0004 （手顕微加）第151号       平成28年 7月 1日
     宮歯3008 川崎市宮前区鷺沼３－５－７　ス （歯ＣＡＤ）第126865号    平成30年 3月 1日
     クエアワン２Ｆ （ＧＴＲ）第462号         平成28年 5月 1日
     044-871-7723  （根切顕微）第111号       平成28年 7月 1日
     （補管）第7451号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4811553,009.2 宗正歯科医院 〒216-0015 （補管）第7536号          平成28年 9月21日
     宮歯3009 川崎市宮前区菅生３－１３－８
     044-976-1332  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  574

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4812553,010.0 宮前平歯科林クリニッ〒216-0007 （歯ＣＡＤ）第126288号    平成28年12月 1日
     宮歯3010 ク 川崎市宮前区小台２－６－６　宮 （補管）第7549号          平成28年12月 1日
     前平メディカルモール３Ｆ
     044-982-0506  (044-982-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4813553,011.8 はるまちざか歯科・矯〒216-0004 （医管）第2212号          平成30年 3月 1日
     宮歯3011 正歯科 川崎市宮前区鷺沼３－５－１６　 （歯訪診）第3181号        平成29年 4月 1日
     フェリーク鷺沼２Ｆ店舗 （歯ＣＡＤ）第126313号    平成29年 1月 1日
     044-789-8601  (044-789-8201) （補管）第7563号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4814553,012.6 加賀美歯科 〒216-0004 （歯訪診）第3312号        平成29年 5月 1日
     宮歯3012 川崎市宮前区鷺沼３－２－８　グ （歯ＣＡＤ）第126394号    平成29年 3月 1日
     リシーヌ鷺沼１Ｆ （補管）第7601号          平成29年 3月 1日
     044-982-0330  (044-982-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4815553,013.4 水沢アット歯科 〒216-0012 （歯ＣＡＤ）第126447号    平成29年 5月 1日
     宮歯3013 川崎市宮前区水沢２－３－８　ノ （補管）第7602号          平成29年 3月 1日
     ジマ川崎水沢店１Ｆ
     044-982-9922  (044-982-9944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4816553,014.2 医療法人　歯仁会　鷺〒216-0004 （歯ＣＡＤ）第126832号    平成30年 2月 1日
     宮歯3014 沼駅ビル歯科 川崎市宮前区鷺沼３－１－１　鷺 （補管）第7622号          平成29年 4月 1日
     沼駅ビル４Ｆ
     044-750-8241  (044-750-8249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4817553,015.9 スガオデンタルクリニ〒216-0015 （外来環）第1422号        平成30年 2月 1日
     宮歯3015 ック 川崎市宮前区菅生２－１６－１　 （医管）第2200号          平成30年 1月 1日
     聖マリアンナ医科大学病院１Ｆ （在歯管）第369号         平成30年 1月 1日
     044-977-9130  （歯ＣＡＤ）第126786号    平成30年 2月 1日
     （補管）第7759号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4818554,005.9 安藤歯科医院 〒216-0005 （医管）第458号           平成18年 4月 1日
     宮歯5 川崎市宮前区土橋３－２－８ （歯地連）第385号         平成18年 4月 1日
     044-877-5478  （歯訪診）第2197号        平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2518号      平成28年 4月 1日
     （補管）第3258号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4819554,007.5 宮前平グリーンハイツ〒216-0023 （歯ＣＡＤ）第126900号    平成30年 3月 1日
     宮歯7 歯科 川崎市宮前区けやき平１－１６－ （補管）第3553号          平成 8年 8月 1日
     １０８宮前平グリーンハイツ１６
     号
     044-877-6630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4820554,014.1 もろずみ歯科 〒216-0006 （歯ＣＡＤ）第2240号      平成27年12月 1日
     宮歯14 川崎市宮前区宮前平１－３－１　 （補管）第3243号          平成 8年 4月 1日
     白水ビル１０１号
     044-855-1535  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  575

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4821554,020.8 サギヌマ歯科医院 〒216-0004 （補管）第3296号          平成 8年 4月 1日
     宮歯20 川崎市宮前区鷺沼１－１５－１６ （１７５）第2495号        平成14年 4月 1日
     044-866-0552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4822554,021.6 荒木歯科医院 〒216-0003 （外来環）第785号         平成28年 4月 1日
     宮歯21 川崎市宮前区有馬５－１８－２２ （医管）第1766号          平成28年 4月 1日
     有馬マンション１Ｆ－Ｅ （か強診）第89号          平成28年 4月 1日
     044-855-3683  （歯訪診）第2232号        平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第363号       平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1045号      平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第470号         平成28年 6月 1日
     （補管）第3254号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4823554,033.1 向丘歯科クリニック 〒216-0031 （外来環）第1382号        平成29年12月 1日
     宮歯33 川崎市宮前区神木本町１－９－１ （医管）第1767号          平成28年 4月 1日
     044-865-5757  （か強診）第600号         平成29年12月 1日
     （歯援診）第788号         平成29年12月 1日
     （歯訪診）第590号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1918号      平成27年 6月 1日
     （補管）第3246号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2501号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4824554,036.4 浅野歯科医院 〒216-0003 （歯ＣＡＤ）第689号       平成26年 6月 1日
     宮歯36 川崎市宮前区有馬３－１－１　ダ （補管）第3270号          平成 8年 4月 1日
     イヤモンドビル１Ｆ
     044-855-5553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4825554,040.6 南平歯科医院 〒216-0024 （歯ＣＡＤ）第1046号      平成26年 9月 1日
     宮歯40 川崎市宮前区南平台２－９石原ビ （補管）第4704号          平成14年 4月 1日
     ル２Ｆ
     044-976-1566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4826554,047.1 戸代原歯科医院 〒216-0012 （歯訪診）第2868号        平成29年 4月 1日
     宮歯47 川崎市宮前区水沢１－１－１ （歯ＣＡＤ）第2006号      平成27年 7月 1日
     044-975-2981  （補管）第3281号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2502号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4827554,048.9 わかば歯科医院 〒216-0003
     宮歯48 川崎市宮前区有馬４－１２－１４
     田中ビル２Ｆ
     044-855-3487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4828554,052.1 宮前平歯科医院 〒216-0006 （補管）第4048号          平成11年 8月 1日
     宮歯52 川崎市宮前区宮前平２－１５－１ （１７５）第2503号        平成14年 4月 1日
     ５
     044-855-3414  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  576

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4829554,056.2 立花歯科医院 〒216-0006 （補管）第3272号          平成 8年 4月 1日
     宮歯56 川崎市宮前区宮前平１－２－１８ （１７５）第2504号        平成14年 4月 1日
     044-877-1301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4830554,058.8 ひぐち歯科医院 〒216-0014 （補管）第3263号          平成 8年 4月 1日
     宮歯58 川崎市宮前区菅生ケ丘２２－１５ （１７５）第2505号        平成14年 4月 1日
     044-977-0095  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4831554,061.2 ルミエール小児歯科 〒216-0004 （外来環）第272号         平成20年11月 1日
     宮歯61 川崎市宮前区鷺沼１－２－２　ル （補管）第3535号          平成 8年 7月 1日
     ミエール鷺沼１Ｆ
     044-866-5979  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4832554,064.6 ありま歯科クリニック〒216-0003 （外来環）第681号         平成27年 9月 1日
     宮歯64 川崎市宮前区有馬３－２８－１９ （医管）第1514号          平成21年12月 4日
     ハイツフローラ１Ｆ （歯援診）第168号         平成29年 4月 1日
     044-855-4178  (044-855-4178) （歯地連）第432号         平成21年12月 4日
     （歯リハ２）第160号       平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第309号       平成26年 4月 1日
     （補管）第6049号          平成21年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4833554,065.3 片山歯科医院 〒216-0004 （歯ＣＡＤ）第207号       平成26年 4月 1日
     宮歯65 川崎市宮前区鷺沼４－１－１　グ （補管）第3267号          平成 8年 4月 1日
     リ－ンヒル鷺沼２Ｆ
     044-857-6123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4834554,066.1 さとう歯科医院 〒216-0033 （補管）第3294号          平成 8年 4月 1日
     宮歯66 川崎市宮前区宮崎１－８－１０田
     毎ビル３Ｆ
     044-888-5233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4835554,067.9 ふじわら歯科医院 〒216-0003 （歯ＣＡＤ）第116号       平成26年 4月 1日
     宮歯67 川崎市宮前区有馬９－５－１３ （補管）第3292号          平成 8年 4月 1日
     044-854-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4836554,068.7 医療法人社団明佑会　〒216-0033 （歯ＣＡＤ）第2519号      平成28年 4月 1日
     宮歯68 坂本歯科クリニック 川崎市宮前区宮崎２－１０－１　 （補管）第3289号          平成 8年 4月 1日
     花林ビル東館１階
     044-888-4666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4837554,070.3 ヒロ歯科医院 〒216-0005 （歯訪診）第512号         平成28年 4月 1日
     宮歯70 川崎市宮前区土橋６－４－８ （補管）第3278号          平成 8年 4月 1日
     044-853-2966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  577

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4838554,073.7 医療法人社団藤簣会　〒216-0004 （歯訪診）第2349号        平成29年 1月 1日
     宮歯73 藤尾歯科医院 川崎市宮前区鷺沼３－１－７メゾ （手顕微加）第92号        平成28年 4月 1日
     ン久佳１Ｆ （う蝕無痛）第82号        平成23年10月 1日
     044-854-1932  (044-854-1932) （手術歯根）第34号        平成23年10月 1日
     （ＧＴＲ）第347号         平成23年10月 1日
     （根切顕微）第158号       平成29年 1月 1日
     （補管）第6453号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4839554,074.5 広瀬歯科クリニック 〒216-0002 （歯訪診）第513号         平成28年 4月 1日
     宮歯74 川崎市宮前区東有馬３－５－２８ （歯ＣＡＤ）第126585号    平成29年 9月 1日
     　クレドール鷺沼１Ｆ （補管）第3248号          平成 8年 4月 1日
     044-866-7601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4840554,075.2 潮見台歯科医院 〒216-0013 （外来環）第1134号        平成29年 3月 1日
     宮歯75 川崎市宮前区潮見台６－７グリー （歯ＣＡＤ）第126644号    平成29年11月 1日
     ンヒルズ潮見台１０５ （補管）第3266号          平成12年11月 1日
     044-976-8520  (044-976-8520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4841554,076.0 かたよせ歯科医院 〒216-0005 （歯地連）第372号         平成18年 4月 1日
     宮歯76 川崎市宮前区土橋１－２１－１４ （歯訪診）第2975号        平成29年 4月 1日
     044-865-3765  （補管）第3264号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4842554,077.8 内山歯科医院 〒216-0001 （歯訪診）第3182号        平成29年 4月 1日
     宮歯77 川崎市宮前区野川８５９ （補管）第3271号          平成 8年 4月 1日
     044-777-4213  （１７５）第2508号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4843554,079.4 医療法人社団聖仁会　〒216-0006 （歯訪診）第2482号        平成29年 2月 1日
     宮歯79 呂歯科診療所 川崎市宮前区宮前平１－１０－１ （歯ＣＡＤ）第1292号      平成26年11月 1日
     ２桔梗ビル２Ｆ （補管）第3284号          平成18年12月 1日
     044-865-9700  (044-865-9787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4844554,081.0 中島歯科医院 〒216-0001 （外来環）第22号          平成20年 4月 1日
     宮歯81 川崎市宮前区野川３０２１ （医管）第434号           平成18年 4月 1日
     044-751-8241  （歯地連）第373号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第3229号        平成29年 4月 1日
     （歯技工）第252号         平成29年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第116号         平成20年 4月 1日
     （補管）第3244号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40308号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4845554,082.8 井上歯科クリニック 〒216-0004 （外来環）第327号         平成21年 5月 7日
     宮歯82 川崎市宮前区鷺沼１－１７－７ （手顕微加）第237号       平成29年 9月 1日
     044-852-9779  （ＧＴＲ）第290号         平成21年 5月 7日
     （根切顕微）第210号       平成29年 9月 1日
     （補管）第5932号          平成21年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  578

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4846554,084.4 うめだ歯科医院 〒216-0024 （歯リハ２）第147号       平成26年 4月 1日
     宮歯84 川崎市宮前区南平台３－１７近藤 （歯ＣＡＤ）第310号       平成26年 4月 1日
     ビル２Ｆ （補管）第3293号          平成 8年 4月 1日
     044-975-3458  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4847554,086.9 沼田歯科医院 〒216-0007 （補管）第3283号          平成 8年 4月 1日
     宮歯86 川崎市宮前区小台２－６－２ラポ
     ール宮前平３階
     044-854-0808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4848554,088.5 大谷歯科医院 〒216-0035 （補管）第3669号          平成 9年 5月 1日
     宮歯88 川崎市宮前区馬絹１９２５
     044-854-2814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4849554,091.9 岡本歯科医院 〒216-0032 （外来環）第527号         平成26年 4月 1日
     宮歯91 川崎市宮前区神木１－５－２ （医管）第436号           平成18年 4月 1日
     044-855-3060  （か強診）第402号         平成29年 2月 1日
     （在歯管）第46号          平成22年 4月 1日
     （歯地連）第374号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第2483号        平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第148号       平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第259号       平成30年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第12号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第128号         平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第232号       平成30年 3月 1日
     （補管）第3274号          平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4850554,092.7 岸本歯科医院 〒216-0022 （歯地連）第375号         平成18年 4月 1日
     宮歯92 川崎市宮前区平２－４－１０山田 （歯ＣＡＤ）第1593号      平成27年 2月 1日
     ビル３Ｆ （補管）第3605号          平成 8年12月 1日
     044-865-7873  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4851554,093.5 根津歯科医院 〒216-0033 （医管）第437号           平成18年 4月 1日
     宮歯93 川崎市宮前区宮崎２－８－４２プ （歯地連）第376号         平成18年 4月 1日
     ルミエール宮崎３０１号 （手顕微加）第141号       平成28年 6月 1日
     044-866-6480  （ＧＴＲ）第189号         平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第103号       平成28年 6月 1日
     （補管）第3251号          平成 8年11月 1日
     （１７５）第2507号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4852554,094.3 杉田歯科医院 〒216-0033 （医管）第438号           平成18年 4月 1日
     宮歯94 川崎市宮前区宮崎２－１２－１プ （歯ＣＡＤ）第690号       平成26年 6月 1日
     ラザビル１０２号 （補管）第3265号          平成 9年 4月 1日
     044-854-8241  （１７５）第2577号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  579

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4853554,095.0 菅野歯科医院 〒216-0033 （歯訪診）第2869号        平成29年 4月 1日
     宮歯95 川崎市宮前区宮崎１２４－２ （補管）第3746号          平成 9年10月 1日
     044-852-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4854554,097.6 いいだ歯科医院 〒216-0004 （補管）第3823号          平成10年 4月 1日
     宮歯97 川崎市宮前区鷺沼１－３－１３鷺
     沼東急アパート１Ｆ
     044-853-1386  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4855554,099.2 とかじ歯科 〒216-0007 （補管）第3273号          平成10年 6月 1日
     宮歯99 川崎市宮前区小台１－２０－１ア （１７５）第2512号        平成14年 4月 1日
     ン・ビジネスパーク７階
     044-853-5700  (044-853-7528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4856554,100.8 志岐歯科医院 〒216-0033 （歯訪診）第2347号        平成29年 1月 1日
     宮歯100 川崎市宮前区宮崎６－８－７プレ （歯ＣＡＤ）第1293号      平成26年11月 1日
     ステージ宮前平１０４ （補管）第3876号          平成10年 8月 1日
     044-861-8214  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4857554,101.6 野川またい歯科医院 〒216-0001 （歯ＣＡＤ）第78号        平成26年 4月 1日
     宮歯101 川崎市宮前区野川１８８リバーサ （補管）第3879号          平成10年 8月 1日
     イド中里２０１号
     044-777-8274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4858554,102.4 スズキ歯科クリニック〒216-0006 （医管）第432号           平成19年 3月30日
     宮歯102 川崎市宮前区宮前平１－２－４５ （歯リハ２）第195号       平成26年 5月 1日
     　テラッゾアズーリ　１Ｆ （歯ＣＡＤ）第488号       平成26年 5月 1日
     044-870-0800  (044-870-0801) （補管）第3886号          平成19年 3月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4859554,105.7 蔵敷歯科医院 〒216-0015 （補管）第4130号          平成12年 3月 1日
     宮歯105 川崎市宮前区菅生１－２－１０
     044-975-1616  (044-975-1616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4860554,107.3 信岡歯科クリニック 〒216-0001 （歯ＣＡＤ）第126751号    平成30年 1月 1日
     宮歯107 川崎市宮前区野川１０８５－８グ （補管）第4301号          平成12年12月 1日
     ランドール野川１Ｆ
     044-752-0648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4861554,108.1 こじま歯科医院 〒216-0004 （外来環）第713号         平成27年12月 1日
     宮歯108 川崎市宮前区鷺沼１－１１－１Ｄ （か強診）第216号         平成28年 7月 1日
     ＩＫマンション２１３ （歯援診）第631号         平成29年 2月 1日
     044-871-0885  (044-871-0886) （歯ＣＡＤ）第2089号      平成27年 8月 1日
     （歯技工）第249号         平成29年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第257号         平成20年 7月 1日
     （補管）第4303号          平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  580

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4862554,111.5 永沢デンタルクリニッ〒216-0007 （外来環）第571号         平成26年 8月 1日
     宮歯111 ク 川崎市宮前区小台２－１－２２イ （歯ＣＡＤ）第1294号      平成26年11月 1日
     ージス山田ビル１Ｆ （補管）第4820号          平成14年 6月 1日
     044-853-0065  (044-853-0065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4863554,112.3 高相歯科 〒216-0006 （歯訪診）第2976号        平成29年 4月 1日
     宮歯112 川崎市宮前区宮前平２－９－１０ （補管）第4393号          平成13年 5月15日
     富士見プラザ１０２
     044-863-2255  (044-863-2255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4864554,113.1 久世歯科医院 〒216-0001 （外来環）第296号         平成21年 1月 1日
     宮歯113 川崎市宮前区野川３０１０－１ （歯ＣＡＤ）第489号       平成26年 5月 1日
     044-751-8811  （ＧＴＲ）第117号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4412号          平成13年 6月 1日
     （１７５）第2923号        平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4865554,114.9 イースト歯科クリニッ〒216-0011 （歯ＣＡＤ）第126223号    平成28年10月 1日
     宮歯114 ク 川崎市宮前区犬蔵３－９－１２マ （補管）第4417号          平成13年 7月 1日
     ルエツ川崎宮前店
     044-978-0418  (044-978-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4866554,115.6 のせ歯科医院 〒216-0035 （外来環）第607号         平成26年12月 1日
     宮歯115 川崎市宮前区馬絹１－９－５　ノ （手顕微加）第112号       平成28年 4月 1日
     ジマ東名川崎店３Ｆ （根切顕微）第82号        平成28年 4月 1日
     044-852-9658  （補管）第3280号          平成13年12月 1日
     （１７５）第2513号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4867554,117.2 さくら歯科クリニック〒216-0004 （外来環）第1313号        平成29年 7月 1日
     宮歯117 川崎市宮前区鷺沼３－１－２０竹 （補管）第3507号          平成15年 1月 1日
     内ビル２Ｆ
     044-854-1009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4868554,118.0 フラワー歯科 〒216-0004 （外来環）第1300号        平成29年 7月 1日
     宮歯118 川崎市宮前区鷺沼３－４－２４　 （補管）第4942号          平成15年 3月 1日
     １Ｆ
     044-853-7648  (044-853-4613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4869554,119.8 あきら歯科クリニック〒216-0007 （歯ＣＡＤ）第2168号      平成27年10月 1日
     宮歯119 川崎市宮前区小台２－５－５ウィ （補管）第4980号          平成15年 4月15日
     ステリア１Ｆ
     044-861-6487  (044-861-6487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4870554,120.6 小山歯科医院 〒216-0035 （歯ＣＡＤ）第2520号      平成28年 4月 1日
     宮歯120 川崎市宮前区馬絹２０２０ファミ （補管）第4994号          平成15年 5月 1日
     ーユ大島ビル１Ｆ
     044-862-6899  (044-862-6896)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  581

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4871554,121.4 医療法人社団啓誠会　〒216-0003 （補管）第4014号          平成15年 6月 1日
     宮歯121 有馬グリーン歯科 川崎市宮前区有馬２－１１－１０ （１７５）第2920号        平成15年 6月 1日
     池田ビル１０３
     044-852-1878  (044-852-1878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4872554,122.2 平沼歯科クリニック 〒216-0022 （外来環）第364号         平成22年 4月 1日
     宮歯122 川崎市宮前区平１－４－１６ （歯訪診）第2350号        平成29年 1月 1日
     044-866-6006  (044-866-5885) （補管）第3253号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4873554,124.8 阿部歯科医院 〒216-0031 （外来環）第1087号        平成29年 2月 1日
     宮歯124 川崎市宮前区神木本町２－１－３ （歯訪診）第2484号        平成29年 2月 1日
     ２メゾンシェヌブロン１階Ｂ （歯ＣＡＤ）第311号       平成26年 4月 1日
     044-856-4182  （補管）第5188号          平成16年 7月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4874554,125.5 森山デンタルクリニッ〒216-0003 （外来環）第423号         平成24年 6月 1日
     宮歯125 ク 川崎市宮前区有馬２－１１－１カ （医管）第1768号          平成28年 4月 1日
     ドヤビル１Ｆ （歯訪診）第3390号        平成29年 8月 1日
     044-865-3566  (044-865-3589) （歯ＣＡＤ）第2415号      平成28年 4月 1日
     （補管）第5243号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4875554,126.3 野川メディカル歯科 〒216-0001 （外来環）第297号         平成21年 1月 1日
     宮歯126 川崎市宮前区野川３０００野川メ （医管）第435号           平成18年 4月 1日
     ディカルセンター１Ｆ （歯ＣＡＤ）第490号       平成26年 5月 1日
     044-740-0118  （ＧＴＲ）第118号         平成20年 4月 1日
     （補管）第5294号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4876554,127.1 やすひろ歯科医院 〒216-0015 （歯訪診）第1928号        平成28年 5月 1日
     宮歯127 川崎市宮前区菅生６－１６－９ （歯ＣＡＤ）第343号       平成26年 4月 1日
     044-977-6900  (044-977-6900) （補管）第5295号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4877554,128.9 中村ファミリー歯科 〒216-0002 （歯訪診）第2622号        平成29年 3月 1日
     宮歯128 川崎市宮前区東有馬３－１９－３ （歯ＣＡＤ）第829号       平成26年 5月 1日
     光栄マンション１０２号室 （補管）第5296号          平成17年 4月 1日
     044-854-2607  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4878554,130.5 くらしま矯正歯科 〒216-0033
     宮歯130 川崎市宮前区宮崎５－１４－１サ
     バーバントーワＡ号
     044-856-1900  (044-856-1900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  582

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4879554,131.3 さぎぬまファミリー歯〒216-0005 （外来環）第355号         平成22年 4月 1日
     宮歯131 科 川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥ （医管）第482号           平成18年10月 1日
     ーエ・アコルデ１Ｆ　１０１ （か強診）第390号         平成29年 1月 1日
     044-871-1182  (044-871-1183) （歯訪診）第2348号        平成29年 1月 1日
     （歯リハ２）第296号       平成27年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第691号       平成26年 6月 1日
     （補管）第5162号          平成17年12月 1日
     （矯診）第180号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第40309号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4880554,132.1 永盛歯科クリニック 〒216-0004 （補管）第5461号          平成18年 4月 1日
     宮歯132 川崎市宮前区鷺沼１－１１－６鷺
     沼第一ビル３－１
     044-861-7070  (044-861-7070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4881554,134.7 アキオ歯科医院 〒216-0035 （歯ＣＡＤ）第1594号      平成27年 2月 1日
     宮歯134 川崎市宮前区馬絹６－１－２４ （補管）第5484号          平成18年 5月15日
     044-853-1178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4882554,138.8 あおぞらデンタルクリ〒216-0003 （外来環）第579号         平成26年 9月 1日
     宮歯138 ニック 川崎市宮前区有馬１－１－１　鷺 （医管）第1815号          平成28年 5月 1日
     沼トライアングルＤ号室 （か強診）第251号         平成28年 8月 1日
     044-857-2112  (044-857-2112) （歯援診）第543号         平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第2010号        平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第216号       平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2676号      平成28年 7月 1日
     （根切顕微）第185号       平成29年 4月 1日
     （補管）第5593号          平成19年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4883554,139.6 医療法人社団　康寧会〒216-0015 （歯ＣＡＤ）第833号       平成26年 7月 1日
     宮歯139 　立川歯科医院　宮前川崎市宮前区菅生４－４－３ （補管）第5669号          平成19年10月 1日
     診療所 044-977-0280  (044-977-0280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4884554,140.4 パーク歯科クリニック〒216-0032 （外来環）第1435号        平成30年 3月 1日
     宮歯140 川崎市宮前区神木２－２－１宮崎 （歯訪診）第2485号        平成29年 2月 1日
     台メディカルプラザＢ棟２Ｆ （歯ＣＡＤ）第29号        平成26年 4月 1日
     044-870-1510  （補管）第5756号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4885554,141.2 有馬メディカル歯科 〒216-0002 （外来環）第298号         平成21年 1月 1日
     宮歯141 川崎市宮前区東有馬３－１５－１ （歯ＣＡＤ）第491号       平成26年 5月 1日
     ０アクアビル２階 （補管）第5785号          平成20年 9月 1日
     044-870-7888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4886554,142.0 医療法人　喜働会　り〒216-0004 （補管）第5948号          平成20年 9月 1日
     宮歯142 ょうかわ矯正歯科クリ川崎市宮前区鷺沼１－１１－１デ （矯診）第111号           平成22年 4月 1日
     ニック イアイケイマンション２０９ （顎診）第141号           平成20年 9月 1日
     044-853-1231  (044-853-0500)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  583

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4887554,145.3 南野川おかもと歯科 〒216-0001 （歯ＣＡＤ）第1919号      平成27年 6月 1日
     宮歯145 川崎市宮前区野川２６０６－２０ （補管）第5970号          平成21年 8月 1日
     044-872-7496  (044-872-7496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4888554,147.9 ゆう歯科診療室 〒216-0006 （歯訪診）第2011号        平成28年 6月 1日
     宮歯147 川崎市宮前区宮前平２－６－６フ （補管）第6091号          平成22年 3月 1日
     ェリース宮前平２０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4889554,148.7 医療法人社団理惇会　〒216-0033 （矯診）第219号           平成26年 7月31日
     宮歯148 宮崎台やすい矯正歯科川崎市宮前区宮崎２－１２－１宮 （顎診）第163号           平成26年 7月31日
     クリニック 崎台プラザビル１０５
     044-861-9418  (044-712-3780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4890554,149.5 アートデンタルクリニ〒216-0004 （手顕微加）第93号        平成28年 4月 1日
     宮歯149 ック鷺沼 川崎市宮前区鷺沼１－２３－７　 （歯ＣＡＤ）第33号        平成26年 4月 1日
     ｌｅ　Ｐｈａｒｅ００３号室 （根切顕微）第56号        平成28年 4月 1日
     044-789-9923  （補管）第6233号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4891554,150.3 みやまえ矯正歯科 〒216-0003 （補管）第6666号          平成24年11月 1日
     宮歯150 川崎市宮前区有馬５－１－１
     044-948-5900  (044-948-5901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4892554,151.1 はなここども歯科クリ〒216-0011 （補管）第6261号          平成23年 2月 1日
     宮歯151 ニック 川崎市宮前区犬蔵１－４－１３
     044-948-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4893554,152.9 かわわデンタル＆ケア〒216-0033 （外来環）第386号         平成23年 4月 1日
     宮歯152 クリニック 川崎市宮前区宮崎５－１－１　ハ （医管）第1969号          平成28年 9月 1日
     ピネス宮崎台 （か強診）第581号         平成29年11月 1日
     044-862-8811  (044-862-8815) （歯訪診）第2157号        平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第386号       平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第13号        平成26年 4月 1日
     （補管）第6344号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4894554,153.7 たかなし歯科医院 〒216-0026 （歯ＣＡＤ）第692号       平成26年 6月 1日
     宮歯153 川崎市宮前区初山２－２－３６ （補管）第6345号          平成23年 5月 1日
     044-948-6995  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4895554,154.5 美しの森デンタルクリ〒216-0011 （外来環）第1088号        平成29年 2月 1日
     宮歯154 ニック 川崎市宮前区犬蔵２－３８－１５ （か強診）第403号         平成29年 2月 1日
     044-976-1818  (044-976-1877) （歯訪診）第514号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第339号       平成28年 2月 1日
     （手顕微加）第94号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第79号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第58号        平成28年 4月 1日
     （補管）第6404号          平成23年 8月 1日
     （酸単）第40310号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  584

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4896554,155.2 宮前はっとり歯科 〒216-0024 （歯訪診）第2696号        平成29年 3月 1日
     宮歯155 川崎市宮前区南平台３‐１３それ （歯ＣＡＤ）第372号       平成26年 4月 1日
     いゆ１０１ （補管）第6467号          平成23年12月 1日
     044-872-8800  (044-872-8800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4897554,156.0 ヒルズ歯科クリニック〒216-0004 （歯訪診）第3085号        平成29年 4月 1日
     宮歯156 サギヌマ 川崎市宮前区鷺沼１－１８－６ （補管）第6513号          平成23年12月20日
     044-854-2399  (044-877-0314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4898554,158.6 上林歯科医院 〒216-0035 （歯ＣＡＤ）第80号        平成26年 4月 1日
     宮歯158 川崎市宮前区馬絹６－１２－１６ （歯技工）第185号         平成24年 5月 1日
     044-866-4430  (044-866-4430) （補管）第6605号          平成24年 5月 1日
     （酸単）第40311号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4899554,159.4 ガーデン歯科クリニッ〒216-0022 （外来環）第494号         平成25年 9月 1日
     宮歯159 ク 川崎市宮前区平１－１－４平橋ク （歯ＣＡＤ）第963号       平成26年 8月 1日
     リニックガーデン２Ｆ （ＧＴＲ）第386号         平成25年 9月 1日
     044-888-8485  (044-888-8983) （補管）第6864号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4900563,000.9 グレースデンタル 〒215-0004 （補管）第6966号          平成26年 4月 1日
     麻歯3000 川崎市麻生区万福寺１－１５－１
     シャトーコア２Ｆ　Ｂ区画
     044-952-0685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4901563,001.7 メイ歯科クリニック五〒215-0025 （歯ＣＡＤ）第1295号      平成26年11月 1日
     麻歯3001 月台駅前 川崎市麻生区五力田２－３－１ （補管）第6967号          平成26年 4月 1日
     044-712-4550  (044-712-4550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4902563,002.5 鈴木歯科医院 〒215-0021 （歯訪診）第2486号        平成29年 2月 1日
     麻歯3002 川崎市麻生区上麻生２－１８－９ （補管）第7113号          平成27年 1月 1日
     044-959-1108  (044-959-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4903563,003.3 デンタルスタジオ・ラ〒215-0004 （歯訪診）第2233号        平成28年11月 1日
     麻歯3003 グフォーム新百合ヶ丘川崎市麻生区万福寺１－１１－２ （歯ＣＡＤ）第2328号      平成28年 2月 1日
     ７パークホームズ新百合ヶ丘ブラ （補管）第7343号          平成28年 2月 1日
     イトグレイス１Ｆ
     044-455-7111  (044-455-7111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4904563,004.1 ふれあいの丘クリニッ〒215-0024 （歯訪診）第3268号        平成29年 4月 1日
     麻歯3004 クしらとり歯科診療所川崎市麻生区白鳥１－４－１　１ （補管）第7467号          平成28年 7月 1日
     Ｆ
     044-980-5640  (044-980-5641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  585

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4905563,005.8 柿生駅前ファミリー歯〒215-0021 （外来環）第726号         平成27年12月 1日
     麻歯3005 科 川崎市麻生区上麻生５－４３－５ （医管）第1769号          平成28年 4月 1日
     　 （か強診）第91号          平成28年 4月 1日
     044-986-8241  (044-986-8240) （歯援診）第472号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第141号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第338号       平成27年12月 1日
     （手顕微加）第224号       平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2290号      平成27年12月 1日
     （補管）第7336号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4906563,006.6 新百合ヶ丘南歯科 〒215-0021 （手顕微加）第95号        平成28年 4月 1日
     麻歯3006 川崎市麻生区上麻生１－３－５　 （歯ＣＡＤ）第2385号      平成28年 3月 1日
     ドレイク２０２ （根切顕微）第59号        平成28年 4月 1日
     044-322-8037  （補管）第7368号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4907563,007.4 きらり歯科 〒215-0003 （歯訪診）第3086号        平成29年 4月 1日
     麻歯3007 川崎市麻生区高石１－２２－１１ （歯ＣＡＤ）第126141号    平成28年 8月 1日
     　第２ヤマダビル （補管）第7476号          平成28年 8月 1日
     044-712-0988  (044-712-0988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4908563,008.2 Ｃ＆Ｃデンタルオフィ〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第126410号    平成29年 2月 1日
     麻歯3008 ス 川崎市麻生区上麻生１－１９　イ （補管）第7609号          平成29年 2月 1日
     オン新百合ヶ丘店３Ｆ３０７ （酸単）第38618号         平成29年 4月 1日
     044-953-4184  (044-953-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4909563,010.8 百合ヶ丘加納歯科 〒215-0011 （補管）第7711号          平成29年 8月 1日
     麻歯3010 川崎市麻生区百合丘１－２－７－
     ２Ｆ
     044-954-3781  (044-954-3781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4910563,011.6 麻生区オーク歯科クリ〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第126851号    平成30年 1月 1日
     麻歯3011 ニック 川崎市麻生区上麻生５－４３－３ （補管）第7790号          平成30年 1月 1日
     　小野店舗１Ｆ、２Ｆ
     044-281-7041  (044-281-7042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4911564,006.5 中田歯科医院 〒215-0021 （補管）第3301号          平成 8年 4月 1日
     麻歯6 川崎市麻生区上麻生２－１２－４ （１７５）第2754号        平成14年 5月 1日
     044-966-9783  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4912564,008.1 小神歯科医院 〒215-0001 （補管）第3342号          平成 8年 4月 1日
     麻歯8 川崎市麻生区細山５－１２－４ （１７５）第2515号        平成14年 4月 1日
     044-955-0374  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4913564,011.5 阿部歯科医院 〒215-0011 （補管）第3346号          平成 8年 4月 1日
     麻歯11 川崎市麻生区百合丘１－２３－４ （１７５）第2517号        平成14年 4月 1日
     百合ヶ丘ダイヤマンション２０７
     044-954-3715  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  586

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4914564,012.3 神奈川歯科医院 〒215-0011 （補管）第3323号          平成 8年 4月 1日
     麻歯12 川崎市麻生区百合丘１－１６－１ （１７５）第2518号        平成14年 4月 1日
     ７
     044-954-5522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4915564,014.9 村松歯科医院 〒215-0013 （歯ＣＡＤ）第2090号      平成27年 8月 1日
     麻歯14 川崎市麻生区王禅寺西３－４０－ （補管）第4228号          平成12年 8月 1日
     １６ （１７５）第2755号        平成14年 5月 1日
     044-954-4970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4916564,016.4 磯歯科医院 〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第505号       平成26年 4月 1日
     麻歯16 川崎市麻生区上麻生６－９－１４ （補管）第3325号          平成18年10月 2日
     044-988-7713  (044-989-6202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4917564,019.8 佐藤歯科医院 〒215-0003 （補管）第3317号          平成 8年 4月 1日
     麻歯19 川崎市麻生区高石３－２－４ （１７５）第2493号        平成14年 4月 1日
     044-955-3438  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4918564,020.6 グリーン歯科室 〒215-0013 （歯ＣＡＤ）第2091号      平成27年 8月 1日
     麻歯20 川崎市麻生区王禅寺西３－２７－ （補管）第3324号          平成 8年 4月 1日
     １５ （１７５）第2494号        平成14年 4月 1日
     044-954-6377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4919564,021.4 高田歯科医院 〒215-0017 （補管）第3341号          平成 8年 4月 1日
     麻歯21 川崎市王禅寺西３－３－２７ （１７５）第2519号        平成14年 4月 1日
     044-954-6822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4920564,024.8 のぐち歯科 〒215-0001 （歯訪診）第2697号        平成29年 3月 1日
     麻歯24 川崎市麻生区細山２－１２－４ （歯ＣＡＤ）第126289号    平成28年12月 1日
     044-954-1899  （補管）第3345号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2520号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4921564,026.3 安藤歯科医院 〒215-0023 （か強診）第138号         平成28年 5月 1日
     麻歯26 川崎市麻生区片平２－６－２３ （歯援診）第719号         平成29年 4月 1日
     044-987-1071  （在推進）第50号          平成26年 5月 1日
     （補管）第3316号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4922564,029.7 鶴田歯科医院 〒215-0014 （補管）第3308号          平成 8年 4月 1日
     麻歯29 川崎市麻生区白山４－１－１ （１７５）第2500号        平成14年 4月 1日
     044-988-2730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  587

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4923564,030.5 浜地歯科医院 〒215-0012 （外来環）第438号         平成24年 8月 8日
     麻歯30 川崎市麻生区東百合丘４－１－７ （医管）第1622号          平成27年 5月 1日
     044-954-0045  （か強診）第360号         平成28年12月 1日
     （歯援診）第632号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1856号      平成27年 5月 1日
     （補管）第6650号          平成24年 8月 8日
     （酸単）第40312号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4924564,032.1 脇谷歯科医院 〒215-0017 （歯ＣＡＤ）第2007号      平成27年 7月 1日
     麻歯32 川崎市麻生区王禅寺西１－４４－ （補管）第3334号          平成 8年 4月 1日
     １第２芙蓉ビル　２Ｆ （１７５）第2521号        平成14年 4月 1日
     044-953-3091  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4925564,033.9 川崎市百合丘歯科保健〒215-0003 （外来環）第1297号        平成29年 7月 1日
     麻歯33 センター 川崎市麻生区高石４－１５－５ （歯特連）第16号          平成22年 4月 1日
     044-966-2261  （医管）第2149号          平成29年 7月 1日
     （歯援診）第758号         平成29年 7月 1日
     （在歯管）第343号         平成29年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126254号    平成28年11月 1日
     （補管）第3330号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40313号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4926564,034.7 吉田歯科医院 〒215-0004 （ＧＴＲ）第244号         平成20年 5月 1日
     麻歯34 川崎市麻生区万福寺１－１２ （補管）第3329号          平成 8年 4月 1日
     044-951-1418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4927564,035.4 横山歯科医院 〒215-0011 （外来環）第1222号        平成29年 5月 1日
     麻歯35 川崎市麻生区百合丘１－６－２０ （歯訪診）第3412号        平成29年10月 1日
     044-951-1434  （歯ＣＡＤ）第126616号    平成29年10月 1日
     （補管）第3343号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2522号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4928564,044.6 松井歯科医院 〒215-0005 （歯ＣＡＤ）第2009号      平成27年 7月 1日
     麻歯44 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－１ （補管）第3309号          平成 8年 4月 1日
     044-955-5419  （１７５）第2525号        平成14年 4月 1日
     （酸単）第40314号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4929564,048.7 実成歯科医院 〒215-0023 （補管）第3303号          平成 8年 4月 1日
     麻歯48 川崎市麻生区片平５－２０－１３ （１７５）第2963号        平成17年 1月 1日
     044-988-9067  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4930564,051.1 大山歯科医院 〒215-0004 （補管）第3337号          平成 8年 4月 1日
     麻歯51 川崎市麻生区万福寺１－１－１新
     百合丘シティビルディング２Ｆ
     044-951-1114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  588

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4931564,052.9 壱番館歯科クリニック〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第2632号      平成28年 6月 1日
     麻歯52 川崎市麻生区上麻生１－３－２ （補管）第3333号          平成 8年 4月 1日
     044-951-1814  （１７５）第2527号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4932564,053.7 つつみ歯科医院　百合〒215-0011 （歯ＣＡＤ）第493号       平成26年 5月 1日
     麻歯53 ケ丘診療所 川崎市麻生区百合丘１－２－３ （補管）第3299号          平成 8年 4月 1日
     044-966-5273  （１７５）第2756号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4933564,054.5 中山歯科医院 〒215-0024 （補管）第3344号          平成 8年 4月 1日
     麻歯54 川崎市麻生区白鳥３－５－１
     044-988-3118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4934564,056.0 矯正歯科タナカクリニ〒215-0021
     麻歯56 ック 川崎市麻生区上麻生１－９－１０
     044-955-1357  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4935564,058.6 くにとう歯科 〒215-0021 （補管）第3297号          平成 8年 4月 1日
     麻歯58 川崎市麻生区上麻生１－７－１４ （１７５）第2529号        平成14年 4月 1日
     天幸ビル３０１パストラル新百合
     ２Ｆ
     044-955-9567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4936564,060.2 医療法人社団厚誠会歯〒215-0021 （外来環）第379号         平成23年 4月 1日
     麻歯60 科新百合ケ丘 川崎市麻生区上麻生１－４－１小 （医管）第1530号          平成22年 4月 1日
     田急新百合ケ丘エルミロード６Ｆ （か強診）第96号          平成28年 4月 1日
     044-965-3202  (044-965-3204) （歯援診）第110号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第28号          平成22年 4月 1日
     （歯技工）第94号          平成22年 4月 1日
     （補管）第3315号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第156号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4937564,063.6 塩谷歯科 〒215-0025 （補管）第3338号          平成 8年 4月 1日
     麻歯63 川崎市麻生区五力田２－８－３フ
     ァーストテー２０１号
     044-989-1264  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4938564,065.1 いしわた歯科医院 〒215-0013 （外来環）第1113号        平成29年 3月 1日
     麻歯65 川崎市麻生区王禅寺東３－５２－ （か強診）第424号         平成29年 3月 1日
     １ （歯訪診）第3310号        平成29年 4月 1日
     044-986-9100  （補管）第3318号          平成14年 8月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  589

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4939564,067.7 志岐歯科医院 〒215-0011 （外来環）第807号         平成28年 5月 1日
     麻歯67 川崎市麻生区百合丘２－３－６ （医管）第1816号          平成25年 5月 1日
     044-965-0989  （歯訪診）第1929号        平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第369号       平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126829号    平成30年 2月 1日
     （補管）第3322号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2757号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4940564,072.7 かさい歯科医院 〒215-0022 （外来環）第325号         平成21年 6月 1日
     麻歯72 川崎市麻生区下麻生３－１９－２ （歯特連）第31号          平成22年 8月 1日
     ２エトワール柿生２Ｆ （医管）第1510号          平成21年 6月 1日
     044-986-0153  （か強診）第302号         平成28年 9月 1日
     （歯援診）第115号         平成28年 9月 1日
     （在歯管）第39号          平成22年 5月 1日
     （在推進）第64号          平成26年 9月 1日
     （歯リハ２）第196号       平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第492号       平成26年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第328号         平成22年 5月 1日
     （補管）第3310号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第187号           平成22年 6月 1日
     （酸単）第40315号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4941564,073.5 的場歯科医院 〒215-0017 （外来環）第919号         平成28年 8月 1日
     麻歯73 川崎市麻生区王禅寺西７－２７－ （か強診）第566号         平成29年 9月 1日
     ２６ （歯援診）第446号         平成28年 6月 1日
     044-988-8225  (044-988-8536) （歯リハ２）第384号       平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1414号      平成26年12月 1日
     （補管）第3300号          平成17年 6月27日
     （１７５）第2758号        平成17年 6月27日
     （酸単）第40316号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4942564,075.0 医療法人社団　良伸会〒215-0006 （歯ＣＡＤ）第1415号      平成26年12月 1日
     麻歯75 　うえはら歯科医院 川崎市麻生区金程４－４－１６ （補管）第3332号          平成 9年 1月 1日
     044-952-0037  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4943564,076.8 古川歯科医院 〒215-0005 （歯訪診）第2198号        平成28年10月 1日
     麻歯76 川崎市麻生区千代ヶ丘４－７－５ （歯ＣＡＤ）第186号       平成26年 4月 1日
     044-951-6480  （補管）第3305号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2531号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4944564,078.4 わかば台歯科医院 〒215-0035 （歯訪診）第3230号        平成29年 4月 1日
     麻歯78 川崎市麻生区黒川５９２－１ （歯ＣＡＤ）第2011号      平成27年 7月 1日
     044-987-8899  （補管）第3314号          平成13年 8月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  590

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4945564,079.2 ホワイトファミリー歯〒215-0021 （外来環）第966号         平成28年 9月 1日
     麻歯79 科 川崎市麻生区上麻生１－１７－１ （医管）第1770号          平成28年 4月 1日
     ＷＴＣ新百合ケ丘ビル３Ｆ （か強診）第92号          平成28年 4月 1日
     044-966-0800  (044-981-1777) （歯援診）第720号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第142号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第394号       平成28年10月 1日
     （手顕微加）第96号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1595号      平成27年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第331号         平成22年10月 1日
     （根切顕微）第60号        平成28年 4月 1日
     （補管）第3312号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第40317号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4946564,080.0 山口台歯科医院 〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第1920号      平成27年 6月 1日
     麻歯80 川崎市麻生区上麻生４－４６－１ （補管）第3302号          平成 8年 4月 1日
     044-952-1616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4947564,081.8 あおば歯科医院 〒215-0018 （歯ＣＡＤ）第2092号      平成27年 8月 1日
     麻歯81 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－ （補管）第3509号          平成 8年 6月15日
     ４－３　１Ｆ （１７５）第2532号        平成14年 4月 1日
     044-955-9050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4948564,082.6 百合ケ丘デンタルクリ〒215-0003 （補管）第3636号          平成 9年 3月 1日
     麻歯82 ニック 川崎市麻生区高石１－２２－１５ （１７５）第2759号        平成14年 5月 1日
     044-959-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4949564,085.9 まいまい歯科医院 〒215-0012 （外来環）第967号         平成28年 9月 1日
     麻歯85 川崎市麻生区東百合丘３－１２－ （か強診）第551号         平成29年 8月 1日
     ３グレイスビュ－１Ｆ （歯訪診）第2698号        平成29年 3月 1日
     044-953-0666  (044-953-0666) （歯ＣＡＤ）第126381号    平成29年 3月 1日
     （補管）第4008号          平成11年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4950564,087.5 坂巻歯科医院 〒215-0021 （歯訪診）第516号         平成28年 4月 1日
     麻歯87 川崎市麻生区上麻生５－４０－１ （歯ＣＡＤ）第1296号      平成26年11月 1日
     柿生駅前鈴木ビル２０１ （補管）第4113号          平成12年 1月15日
     044-981-6480  (044-981-6480) （１７５）第2533号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4951564,088.3 アコルデ歯科医院 〒215-0021 （補管）第4215号          平成12年 4月 1日
     麻歯88 川崎市麻生区上麻生１－２０－１
     小田急アコルデ新百合ヶ丘５０４
     044-952-1555  (044-952-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4952564,092.5 百合ヶ丘駅前歯科医院〒215-0011 （外来環）第1256号        平成29年 6月 1日
     麻歯92 川崎市麻生区百合丘１－１９－５ （歯訪診）第3087号        平成29年 4月 1日
     Ｃ’Ｓビル４Ｆ （歯ＣＡＤ）第190号       平成26年 4月 1日
     044-969-4630  (044-969-4632) （補管）第4320号          平成13年 4月 1日
     （１７５）第2534号        平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  591

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4953564,101.4 くぼ歯科医院 〒215-0025 （外来環）第414号         平成24年 4月 1日
     麻歯101 川崎市麻生区五力田２－２－１メ （医管）第1771号          平成28年 4月 1日
     イヒルズ１０４ （歯ＣＡＤ）第964号       平成26年 8月 1日
     044-986-4618  (044-986-4638) （補管）第3733号          平成15年 2月 1日
     （酸単）第40318号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4954564,104.8 いれい歯科 〒215-0017 （歯ＣＡＤ）第2012号      平成27年 7月 1日
     麻歯104 川崎市麻生区王禅寺西３－３２－ （補管）第5029号          平成15年 8月 1日
     １８
     044-953-1909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4955564,105.5 医療法人社団スマイル〒215-0004 （歯ＣＡＤ）第2291号      平成28年 1月 1日
     麻歯105 会　メディカル歯科 川崎市麻生区万福寺１－８－７パ （補管）第4512号          平成15年12月 1日
     ストラル新百合ヶ丘１－１０７
     044-966-0806  (044-966-4318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4956564,106.3 まり歯科クリニック 〒215-0021 （歯訪診）第2870号        平成29年 4月 1日
     麻歯106 川崎市麻生区上麻生５－３８－７ （補管）第5085号          平成15年12月15日
     東和サープラス柿生２Ｆ
     044-988-8848  (044-988-8848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4957564,107.1 くりひら歯科医院 〒215-0031 （補管）第5119号          平成16年 3月15日
     麻歯107 川崎市麻生区栗平２－１５－２－
     １
     044-988-8900  (044-988-9099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4958564,110.5 永島歯科医院 〒215-0005 （歯訪診）第591号         平成28年 4月 1日
     麻歯110 川崎市麻生区千代ケ丘２－４－１ （歯ＣＡＤ）第693号       平成26年 6月 1日
     ２ （補管）第5125号          平成16年 4月 1日
     044-959-1182  (044-959-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4959564,111.3 リトナード細川デンタ〒215-0035 （補管）第5225号          平成16年10月15日
     麻歯111 ルクリニック 川崎市麻生区黒川５６２－６京王
     リトナード若葉台１Ｆ
     044-988-4618  (044-988-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4960564,114.7 はるひ野歯科 〒215-0035 （歯訪診）第2158号        平成28年 9月 1日
     麻歯114 川崎市麻生区はるひ野１－１５－ （歯ＣＡＤ）第2203号      平成27年11月 1日
     １－１０１ （補管）第5316号          平成17年 5月 1日
     044-986-8860  (044-986-8860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4961564,116.2 よしひろ歯科医院 〒215-0036 （補管）第5320号          平成17年 5月15日
     麻歯115 川崎市麻生区はるひ野２－３３－
     ５
     044-986-8217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  592

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4962564,120.4 ナオデンタルオフィス〒215-0004 （う蝕無痛）第42号        平成20年 5月 1日
     麻歯120 川崎市麻生区万福寺１－１２－１ （歯ＣＡＤ）第1493号      平成27年 1月 1日
     クロスアベニュー新百合１Ｆ－Ｃ （手術歯根）第32号        平成23年 7月 1日
     号室 （ＧＴＲ）第242号         平成20年 5月 1日
     044-966-7839  (044-271-8881) （補管）第3339号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4963564,121.2 山鹿歯科医院 〒215-0011 （歯援診）第706号         平成29年 4月 1日
     麻歯121 川崎市麻生区百合丘３－２７－１ （歯ＣＡＤ）第345号       平成26年 4月 1日
     　荒川ビル２Ｆ （補管）第5549号          平成18年12月15日
     044-965-2022  (044-965-2033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4964564,122.0 百合丘歯科医院 〒215-0011 （歯ＣＡＤ）第511号       平成26年 4月 1日
     麻歯122 川崎市麻生区百合丘１－２０－７ （補管）第3336号          平成19年 1月 1日
     　白井ビル１Ｆ （１７５）第2514号        平成19年 1月 1日
     044-966-1109  (044-966-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4965564,123.8 やまき歯科クリニック〒215-0036 （ＧＴＲ）第119号         平成20年 4月 1日
     麻歯123 川崎市麻生区はるひ野４－４－１ （補管）第5626号          平成19年 6月 1日
     　はるひ野メディカルヴィレッジ
     Ｂ棟－２階
     044-980-5608  (044-980-5608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4966564,124.6 永瀬歯科医院 〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第1494号      平成27年 1月 1日
     麻歯124 川崎市麻生区上麻生５－３９－１ （補管）第5643号          平成19年 7月 1日
     ２ＫＳ柿生２０６
     044-981-6791  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4967564,125.3 王禅寺歯科クリニック〒215-0021 （外来環）第159号         平成20年 4月 1日
     麻歯125 川崎市麻生区上麻生４－１５－１ （医管）第1535号          平成22年 4月 1日
     山口台ビル４Ｆ （か強診）第93号          平成28年 4月 1日
     044-967-4182  (044-967-4183) （歯援診）第228号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第70号          平成25年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1161号      平成26年10月 1日
     （歯技工）第255号         平成29年10月 1日
     （ＧＴＲ）第243号         平成20年 4月 1日
     （補管）第4971号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4968564,126.1 アイズデンタルオフィ〒215-0011 （補管）第5701号          平成19年12月 1日
     麻歯126 ス 川崎市麻生区百合丘１－１８－１
     ７
     044-272-8651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4969564,128.7 中村歯科 〒215-0011 （歯訪診）第2699号        平成29年 3月 1日
     麻歯128 川崎市麻生区百合丘１－１６－６ （補管）第3335号          平成20年 4月 1日
     044-966-3339  (044-954-9560) （１７５）第2516号        平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  593

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4970564,131.1 岡田歯科医院 〒215-0021 （外来環）第1438号        平成30年 3月 1日
     麻歯131 川崎市麻生区上麻生２－１６－７ （歯援診）第809号         平成30年 3月 1日
     044-966-0539  (044-954-3259) （歯リハ２）第411号       平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第215号       平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1416号      平成26年12月 1日
     （根切顕微）第184号       平成29年 4月 1日
     （補管）第5852号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4971564,132.9 新百合山手アクザワ歯〒215-0004 （外来環）第458号         平成24年12月 1日
     麻歯132 科医院 川崎市麻生区万福寺６－７－２ （医管）第1900号          平成28年 7月 1日
     044-965-4182  （歯訪診）第3455号        平成30年 2月 1日
     （歯リハ２）第441号       平成30年 1月 1日
     （手顕微加）第241号       平成29年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2523号      平成28年 4月 1日
     （歯技工）第240号         平成28年 7月 1日
     （根切顕微）第211号       平成29年 9月 1日
     （補管）第5891号          平成21年 4月 1日
     （酸単）第40532号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4972564,134.5 矯正歯科新百合山手ク〒215-0004
     麻歯134 リニック 川崎市麻生区万福寺１－１２－１
     　クロスアベニュー新百合Ⅱ－３
     Ｆ
     044-966-0001  (044-966-6903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4973564,135.2 医療法人　幸明会　ダ〒215-0004 （手顕微加）第97号        平成28年 4月 1日
     麻歯135 イヤモンド歯科医院 川崎市麻生区万福寺４－１－３Ｄ （根切顕微）第61号        平成28年 4月 1日
     ＡＣメディカルビル１０１ （補管）第5954号          平成21年 6月 1日
     044-959-0648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4974564,136.0 豊栄会　新百合ヶ丘デ〒215-0004 （医管）第1512号          平成21年 9月 1日
     麻歯136 ンタルクリニック 川崎市麻生区万福寺４－１－３－ （歯援診）第590号         平成28年11月 1日
     ３０１ （在歯管）第29号          平成22年 4月 1日
     044-967-4180  (044-967-4118) （補管）第5988号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4975564,137.8 町田歯科医院 〒215-0017 （補管）第6019号          平成21年10月 1日
     麻歯137 川崎市麻生区王禅寺西４－１３－
     ８
     044-954-0100  (044-954-0100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4976564,138.6 上條歯科医院 〒215-0021 （外来環）第580号         平成26年 9月 1日
     麻歯138 川崎市麻生区上麻生５－４１－１ （か強診）第627号         平成30年 2月 1日
     　マルエツ柿生店２Ｆ （歯援診）第353号         平成29年 1月 1日
     044-986-0081  (044-986-0081) （在推進）第14号          平成26年 4月 1日
     （補管）第6262号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  594

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4977564,139.4 前谷歯科 〒215-0031 （外来環）第528号         平成26年 4月 1日
     麻歯139 川崎市麻生区栗平２－１－６　小 （医管）第1600号          平成26年 2月 1日
     田急マルシェ栗平１０２号１０３ （歯ＣＡＤ）第1654号      平成27年 3月 1日
     号 （補管）第6283号          平成23年 1月 1日
     044-981-6676  (044-981-6656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4978564,141.0 秀・歯科口腔外科オフ〒215-0021 （歯ＣＡＤ）第1417号      平成26年12月 1日
     麻歯141 ィス 川崎市麻生区上麻生４－１０－１ （補管）第6430号          平成23年10月 1日
     044-951-0886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4979564,142.8 新百合山手ファースト〒215-0004 （外来環）第1399号        平成30年 1月 1日
     麻歯142 歯科 川崎市麻生区万福寺３－１－１　 （手顕微加）第261号       平成30年 3月 1日
     ハレアカラ１Ｆ （歯ＣＡＤ）第2169号      平成27年10月 1日
     044-966-9961  (044-966-9961) （根切顕微）第233号       平成30年 3月 1日
     （補管）第6405号          平成23年 7月 1日
     （酸単）第40363号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4980564,143.6 東ゆり歯科クリニック〒215-0012 （補管）第6448号          平成23年11月 1日
     麻歯143 川崎市麻生区東百合丘４－４２－
     ８
     044-543-8461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4981564,145.1 岸　歯科医院 〒215-0003 （歯ＣＡＤ）第126144号    平成28年 8月 1日
     麻歯145 川崎市麻生区高石１－２－１０ （補管）第6480号          平成24年 1月 1日
     044-952-4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4982564,146.9 下麻生デンタルクリニ〒215-0022 （歯ＣＡＤ）第2204号      平成27年11月 1日
     麻歯146 ック 川崎市麻生区下麻生３－２１－５ （補管）第6617号          平成24年 7月 1日
     麻生メディカルセンター３０１
     044-981-4618  (044-981-4620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4983564,147.7 医療法人　天馬会　五〒215-0025 （補管）第6618号          平成24年 7月 1日
     麻歯147 力田歯科診療所 川崎市麻生区五力田４２９－１
     044-989-6544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4984564,149.3 はやせ歯科 〒215-0006 （補管）第6718号          平成25年 2月 1日
     麻歯149 川崎市麻生区金程２－５－１３
     044-567-6274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4985564,151.9 なんぽ歯科クリニック〒215-0004 （歯ＣＡＤ）第694号       平成26年 6月 1日
     麻歯151 新百合ヶ丘 川崎市麻生区万福寺１－８－１横 （補管）第6746号          平成25年 3月 1日
     山ビル１Ｆ （矯診）第232号           平成28年 7月 1日
     044-543-8841  (044-966-8067) （顎診）第162号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　歯科] 平成30年 3月29日  595

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 4986564,152.7 医療法人社団歯福会　〒215-0021 （外来環）第1061号        平成29年 1月 1日
     麻歯152 フェリーチェデンタル川崎市麻生区上麻生１－１－１新 （歯訪診）第2623号        平成29年 3月 1日
     クリニック 百合ヶ丘ＯＰＡ２Ｆ （手顕微加）第183号       平成28年11月 1日
     044-959-2285  (044-959-2286) （根切顕微）第144号       平成28年11月 1日
     （補管）第6865号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4987980,320.6 三浦しらとり園診療所〒239-0842 （補管）第2459号          平成 8年 4月 1日
     (986,320.0) 横須賀市長沢４－１３－１ （酸単）第40319号         平成29年 4月 1日
     横須歯320 046-848-5255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


