
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,055,3 ナカムラ歯科医院 〒631-0822 （補管）第5号             平成 8年 4月 1日
     奈歯55 奈良市西大寺栄町３番１２号 （１７５）第124号         平成14年 4月 1日
     0742(33)1317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,066,0 杉中歯科医院 〒630-8113 （外来環）第20号          平成20年 9月 1日
     奈歯66 奈良市法蓮立花町３０２の１ （補管）第7号             平成 8年 4月 1日
     0742(22)3461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,072,8 高木歯科医院 〒631-0816 （歯訪診）第75号          平成28年 4月 1日
     奈歯72 奈良市西大寺本町６－１ （在推進）第9号           平成28年 4月 1日
     0742(33)7854  （歯ＣＡＤ）第308号       平成27年 4月 1日
     （歯技工）第25号          平成22年 4月 1日
     （補管）第8号             平成 8年 4月 1日
     （矯診）第22号            平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,085,0 永井歯科医院 〒630-0000 （補管）第746号           平成14年10月 1日
     奈歯85 奈良市八軒町１３８ （１７５）第125号         平成14年 4月 1日
     0742(23)8670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,092,6 狩山歯科医院 〒631-0041 （う蝕無痛）第49号        平成24年 8月 1日
     奈歯92 奈良市学園大和町２丁目１６ （歯ＣＡＤ）第281号       平成26年12月 1日
     0742(44)3356  （手術歯根）第19号        平成24年 8月 1日
     （補管）第501号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,113,0 奈良市立みどりの家歯〒631-0801 （補管）第1010号          平成24年 9月 1日
     奈歯113 科診療所 奈良市左京５丁目３番地の１
     0742(71)0770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,114,8 医療法人　相和会　有〒631-0036 （歯ＣＡＤ）第158号       平成26年 7月 1日
     奈歯114 山診療所　有山歯科診奈良市学園北１丁目１０番１号パ （補管）第15号            平成 8年 4月 1日
     療所 ラディ学園前Ｉ－３Ｆ
     0742(45)0663  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,116,3 医療法人　志成会　民〒630-8225 （歯訪診）第175号         平成28年 6月 1日
     奈歯116 上歯科診療所 奈良市西御門町２７番地１　奈良 （歯ＣＡＤ）第276号       平成26年12月 1日
     三和東洋ビル３階 （補管）第532号           平成 8年 6月 1日
     0742(22)3688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,117,1 林歯科医院 〒630-8264 （外来環）第76号          平成26年11月 1日
     奈歯117 奈良市鍋屋町８番地 （医管）第103号           平成29年 1月 1日
     0742(22)3192  （在歯管）第53号          平成29年 1月 1日
     （歯訪診）第269号         平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第63号        平成26年 4月 1日
     （補管）第17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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10010,119,7 奈良県口腔保健センタ〒630-8002 （１７５）第127号         平成14年 4月 1日
     奈歯119 ー 奈良市二条町２丁目９－２
     0742(33)0861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,120,5 医療法人真和会　ファ〒630-8003 （外来環）第52号          平成25年12月 1日
     奈歯120 ミリー歯科　インプラ奈良市佐紀町２　ならファミリー （医管）第102号           平成29年 1月 1日
     ント診療所 別館３号 （在歯管）第52号          平成29年 1月 1日
     0742(35)8020  （歯訪診）第276号         平成29年 1月 1日
     （手顕微加）第23号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第64号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第40号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第21号        平成29年 1月 1日
     （補管）第19号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,121,3 医療法人　牧石歯科医〒631-0078 （歯ＣＡＤ）第178号       平成26年 8月 1日
     奈歯121 院 奈良市富雄元町２丁目１－１７　 （補管）第20号            平成 8年 4月 1日
     弘徳ビル３階
     0742(47)8114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,122,1 医療法人　浦野歯科医〒631-0024 （歯訪診）第417号         平成29年 4月 1日
     奈歯122 院 奈良市百楽園１丁目１－２ （歯ＣＡＤ）第303号       平成27年 4月 1日
     0742(44)9785  （補管）第21号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,123,9 医療法人　奥田歯科医〒631-0076 （歯訪診）第1号           平成28年 4月 1日
     奈歯123 院 奈良市富雄北２丁目１番５号 （歯ＣＡＤ）第293号       平成27年 2月 1日
     0742(45)0488  （補管）第22号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第128号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,124,7 木村歯科医院 〒630-8303 （歯ＣＡＤ）第382号       平成28年 4月 1日
     奈歯124 奈良市南紀寺町１丁目２１９ （歯技工）第37号          平成22年 4月 1日
     0742(22)8148  （補管）第586号           平成 9年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,126,2 おかもと歯科 〒630-8441 （外来環）第23号          平成20年10月 1日
     奈歯126 奈良市神殿町３１２番地 （医管）第37号            平成28年 4月 1日
     0742-63-1188  （か強診）第20号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第46号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第76号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第59号        平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第65号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第29号        平成28年10月 1日
     （歯技工）第29号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第14号          平成20年 4月 1日
     （補管）第607号           平成10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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17010,129,6 歯科ＹＡＳデンタルク〒631-0003 （歯訪診）第77号          平成28年 4月 1日
     奈歯129 リニック中登美ヶ丘診奈良市中登美ケ丘４ー３ー２アッ （歯ＣＡＤ）第118号       平成26年 5月 1日
     療所 プル学園前１Ｆ （補管）第682号           平成12年10月 1日
     0742-48-0818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,131,2 医療法人冨森会冨森歯〒630-8273 （外来環）第147号         平成28年11月 1日
     奈歯131 科医院 奈良市押上町２０－２ （医管）第94号            平成28年12月 1日
     0742-22-3332  （か強診）第54号          平成29年 1月 1日
     （歯援診）第71号          平成28年12月 1日
     （在歯管）第48号          平成28年12月 1日
     （歯訪診）第78号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第16号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第11号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第59号          平成22年 7月 1日
     （根切顕微）第16号        平成28年 8月 1日
     （補管）第697号           平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,132,0 歯科ＹＡＳデンタルク〒631-0004 （外来環）第87号          平成27年 3月 1日
     奈歯132 リニック登美ヶ丘本院奈良市登美ヶ丘２丁目２番１７号 （歯訪診）第79号          平成28年 4月 1日
     0742-48-0181  （歯ＣＡＤ）第119号       平成26年 5月 1日
     （補管）第767号           平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,133,8 林小児歯科 〒630-8122 （外来環）第22号          平成20年10月 1日
     奈歯133 奈良市三条本町３番２４号 （歯訪診）第313号         平成29年 3月 1日
     0742-27-1182  （う蝕無痛）第46号        平成24年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第179号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第16号        平成24年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第41号          平成24年 5月 1日
     （補管）第774号           平成15年10月 1日
     （矯診）第23号            平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,136,1 学園前山田兄弟歯科 〒631-0036 （外来環）第88号          平成27年 3月 1日
     奈歯136 奈良市学園北１丁目１番１－３０ （医管）第93号            平成28年11月 1日
     １号 （在歯管）第47号          平成28年11月 1日
     0742-51-5490  （補管）第921号           平成20年 6月 1日
     （酸単）第5462号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,137,9 おかだ歯科医院 〒631-0004 （外来環）第156号         平成29年 1月 1日
     奈歯137 奈良市登美ケ丘１丁目２番９号 （手顕微加）第15号        平成28年 5月 1日
     0742-46-8855  (0742-48-6667) （歯ＣＡＤ）第180号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第73号          平成28年 5月 1日
     （根切顕微）第14号        平成28年 5月 1日
     （補管）第877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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23010,139,5 西大寺こじか歯科診療〒631-0823 （歯訪診）第415号         平成29年 4月 1日
     奈歯139 所 奈良市西大寺国見町二丁目１５番 （手顕微加）第21号        平成28年10月 1日
     ２８－１０１号 （歯ＣＡＤ）第166号       平成26年 7月 1日
     0742-51-1115  （ＧＴＲ）第15号          平成20年 5月 1日
     （根切顕微）第19号        平成28年10月 1日
     （補管）第879号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,141,1 医療法人昌誠会　新大〒630-8115 （歯ＣＡＤ）第130号       平成26年 5月 1日
     奈歯141 宮歯科医院 奈良市大宮町６－９－１　新大宮 （補管）第927号           平成20年 8月 1日
     ビル１階
     0742-34-1995  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,142,9 医療法人小川会　おが〒630-8043 （外来環）第121号         平成28年 8月 1日
     奈歯142 わ歯科クリニック 奈良市六条二丁目３－２０ （歯ＣＡＤ）第258号       平成26年10月 1日
     0742-51-4188  （歯技工）第48号          平成22年 5月 1日
     （補管）第930号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,143,7 医療法人　おだ歯科ク〒631-0011 （外来環）第74号          平成26年11月 1日
     奈歯143 リニック 奈良市押熊町１２７７－１ （歯訪診）第200号         平成28年 7月 1日
     0742-41-8081  （歯ＣＡＤ）第133号       平成26年 6月 1日
     （補管）第942号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,144,5 ゆめはんな歯科クリニ〒631-0805 （外来環）第67号          平成26年 8月 1日
     奈歯144 ック高の原 奈良市右京１－６－１ （か強診）第43号          平成28年 9月 1日
     0774-71-4182  (0774-71-4181) （歯援診）第56号          平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第19号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第12号        平成26年 4月 1日
     （補管）第956号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28010,145,2 医療法人よつば会　ク〒631-0077 （補管）第970号           平成22年11月 1日
     奈歯145 ローバー小児歯科 奈良市富雄川西２－８－１２ （酸単）第5463号          平成29年 4月 1日
     0742-45-9608  (0742-45-9606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,146,0 医療法人　桜奈会アス〒630-8114 （歯訪診）第167号         平成28年 6月 1日
     奈歯146 キーデンタルクリニッ奈良市芝辻町２－１０－４ （歯ＣＡＤ）第259号       平成26年10月 1日
     ク 0742-30-6788  (0742-30-6776) （補管）第987号           平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,147,8 更谷歯科クリニック 〒631-0825 （補管）第988号           平成23年10月 1日
     奈歯147 奈良市西大寺芝町２－１０－１７
     0742-47-3377  (0742-47-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,148,6 林小児歯科学園前 〒631-0036 （外来環）第44号          平成24年 7月 1日
     奈歯148 奈良市学園北１－７－１３ （歯訪診）第314号         平成29年 3月 1日
     0742-44-1182  （う蝕無痛）第51号        平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第181号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第21号        平成26年 8月 1日
     （補管）第1006号          平成24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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   32010,149,4 医療法人社団一正会　〒630-8453 （外来環）第94号          平成27年 9月 1日
     奈歯149 いちろう歯科クリニッ奈良市西九条町三丁目４番１３号 （補管）第1025号          平成25年 5月 1日
     ク 0742-63-4618  (0742-63-4619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,150,2 医療法人山雅会　山尾〒630-8115 （外来環）第107号         平成28年 4月 1日
     奈歯150 歯科診療所 奈良市大宮町２丁目１番６号 （医管）第40号            平成28年 4月 1日
     0742-34-8145  (0742-34-5346) （か強診）第1号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第41号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第12号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第113号       平成26年 5月 1日
     （補管）第1027号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,151,0 学園前いのうえ矯正歯〒631-0036 （補管）第1054号          平成26年10月 1日
     奈歯151 科クリニック 奈良市学園北一丁目８－８サンラ
     イトビル３階
     0742-40-2378  (0742-40-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,152,8 奈良市立休日歯科応急〒631-0801
     奈歯152 診療所 奈良市左京五丁目３番地の１
     0742-26-7611  (0742-26-7612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,153,6 西奈良メディカルクリ〒631-0071 （歯訪診）第80号          平成28年 4月 1日
     (016,153,4) ニック 奈良市二名平野２－２１４８－２ （歯ＣＡＤ）第353号       平成27年10月 1日
     奈歯153 0742-52-2110  (0742-52-2109) （補管）第1079号          平成27年10月 1日
     （酸単）第5367号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,154,4 医療法人　愛歯会　Ｊ〒630-8122 （歯訪診）第279号         平成28年12月 1日
     奈歯154 Ｒ奈良駅前歯科 奈良市三条本町１番２号ＪＲ奈良 （手顕微加）第24号        平成28年12月 1日
     駅ＮＫビル３階 （歯ＣＡＤ）第434号       平成28年12月 1日
     0742-22-4182  (0742-22-4182) （根切顕微）第22号        平成28年12月 1日
     （補管）第1108号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,303,7 寺田歯科診療所 〒630-8241 （歯訪診）第378号         平成29年 4月 1日
     奈歯303 奈良市高天町３８の３　近鉄高天 （歯ＣＡＤ）第425号       平成28年10月 1日
     ビル６階 （補管）第26号            平成 8年 4月 1日
     0742(26)2158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,317,7 池田歯科医院 〒631-0064 （歯訪診）第63号          平成28年 4月 1日
     奈歯317 奈良市帝塚山南三丁目１９番５号 （補管）第30号            平成 8年 4月 1日
     0742(46)2107  （１７５）第131号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40010,318,5 杉政歯科医院 〒631-0033 （歯訪診）第81号          平成28年 4月 1日
     奈歯318 奈良市あやめ池南６丁目１－５ （歯ＣＡＤ）第387号       平成28年 4月 1日
     0742(45)0351  （補管）第31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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   41010,319,3 若葉台エンジェル歯科〒631-0837
     奈歯319 医院 奈良市若葉台４丁目５－２
     0742(44)8891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,326,8 大谷歯科医院 〒630-8013 （歯ＣＡＤ）第326号       平成27年 7月 1日
     奈歯326 奈良市三条大路１丁目１番９０号 （補管）第34号            平成 8年 4月 1日
     奈良セントラルビル３階 （矯診）第11号            平成22年 4月 1日
     0742(34)1473  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,338,3 西浦歯科医院 〒631-0078 （歯訪診）第381号         平成29年 4月 1日
     奈歯338 奈良市富雄元町２丁目５－２０　 （歯ＣＡＤ）第407号       平成28年 5月 1日
     富雄プラザビル２階 （補管）第40号            平成 8年 4月 1日
     0742(43)7770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,342,5 木平歯科診療所 〒630-8214 （補管）第535号           平成 8年 6月 1日
     奈歯342 奈良市東向北町３ （１７５）第135号         平成14年 4月 1日
     0742(26)6670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,347,4 秋山歯科医院 〒630-8217 （補管）第42号            平成 8年 4月 1日
     奈歯347 奈良市橋本町５　好生ビル３０１ （１７５）第136号         平成14年 4月 1日
     号
     0742(26)7129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,353,2 掛樋歯科医院 〒630-8113 （歯ＣＡＤ）第114号       平成26年 5月 1日
     奈歯353 奈良市法蓮町１２４４番地 （補管）第46号            平成 8年 4月 1日
     0742(26)0694  （１７５）第137号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,357,3 本歯科医院 〒630-8115 （歯技工）第12号          平成22年 4月 1日
     奈歯357 奈良市大宮町５丁目２７８－１　 （補管）第49号            平成 8年 4月 1日
     新奈良ビル２Ｆ
     0742(35)1333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,358,1 青山歯科医院 〒631-0821 （歯訪診）第358号         平成29年 4月 1日
     奈歯358 奈良市西大寺東町１丁目２の１３ （補管）第50号            平成 8年 4月 1日
     0742(34)4618  （１７５）第138号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,359,9 明崎歯科医院 〒630-8301 （補管）第51号            平成 8年 4月 1日
     奈歯359 奈良市高畑町１０７３（北天満１ （１７５）第139号         平成14年 4月 1日
     ０７３）中尾ビル２Ｆ
     0742(26)2402  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,361,5 川井歯科医院 〒630-8214 （歯訪診）第121号         平成28年 4月 1日
     奈歯361 奈良市東向北町１９番地 （歯ＣＡＤ）第356号       平成27年11月 1日
     0742(23)2658  （補管）第52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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   51010,362,3 村井歯科医院 〒630-8141 （歯ＣＡＤ）第224号       平成26年 9月 1日
     奈歯362 奈良市南京終町１丁目１０９番１ （補管）第581号           平成 9年 6月 1日
     の５
     0742(61)9650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,364,9 村尾歯科医院 〒631-0806 （歯ＣＡＤ）第220号       平成26年 8月 1日
     奈歯364 奈良市朱雀６丁目８番地の３ （補管）第53号            平成 8年 4月 1日
     0742(71)5857  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,372,2 センザキ歯科医院 〒630-8144 （歯訪診）第171号         平成28年 6月 1日
     奈歯372 奈良市東九条町８１３の８ （補管）第58号            平成 8年 4月 1日
     0742(62)6480  （１７５）第301号         平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,378,9 弓場歯科医院 〒630-8253 （歯技工）第17号          平成22年 4月 1日
     奈歯378 奈良市内侍原町４９番地 （補管）第61号            平成 8年 4月 1日
     0742(23)6011  （１７５）第291号         平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,382,1 井戸西歯科医院 〒630-8043 （補管）第63号            平成 8年 4月 1日
     奈歯382 奈良市六条３丁目１１－５
     0742(48)2898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,385,4 池尾小児歯科 〒630-8213 （う蝕無痛）第2号         平成20年 4月 1日
     奈歯385 奈良市登大路町４３番地１１号 （補管）第66号            平成 8年 4月 1日
     0742(23)7489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57010,388,8 倉木歯科医院 〒630-0000 （補管）第69号            平成 8年 4月 1日
     奈歯388 奈良市春日苑１丁目３ （１７５）第144号         平成14年 4月 1日
     0742(61)1056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58010,389,6 青山歯科医院 〒630-8144 （補管）第70号            平成 8年 4月 1日
     奈歯389 奈良市東九条町１０１４－９２－
     ２
     0742(61)6980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59010,391,2 渡辺歯科医院 〒631-0012 （補管）第72号            平成 8年 4月 1日
     奈歯391 奈良市中山町２００番６
     0742(46)1760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,395,3 東浦歯科医院 〒630-8233 （外来環）第139号         平成28年10月 1日
     奈歯395 奈良市小川町５ （医管）第92号            平成28年10月 1日
     0742(22)2664  （在歯管）第46号          平成28年10月 1日
     （歯訪診）第247号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第253号       平成26年10月 1日
     （補管）第73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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   61010,399,5 西田歯科医院 〒630-8115 （外来環）第80号          平成26年12月 1日
     奈歯399 奈良市大宮町３丁目４番３４号　 （か強診）第58号          平成29年 2月 1日
     青垣ビル２Ｆ （歯援診）第69号          平成28年12月 1日
     0742(34)8558  （歯訪診）第82号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第5号         平成26年 4月 1日
     （補管）第75号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,401,9 安田歯科医院 〒631-0814 （歯ＣＡＤ）第173号       平成26年 7月 1日
     奈歯401 奈良市秋篠三和町１丁目１の１２ （補管）第76号            平成 8年 4月 1日
     0742(43)7811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,402,7 樽井歯科医院 〒630-8244 （歯訪診）第2号           平成28年 4月 1日
     奈歯402 奈良市三条町６０６－９５ （ＧＴＲ）第32号          平成22年 5月 1日
     0742-24-8100  (0742-24-8105) （補管）第507号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,405,0 松山歯科医院 〒630-8336 （補管）第508号           平成 8年 5月 1日
     奈歯405 奈良市高御門町３８ （１７５）第148号         平成14年 4月 1日
     0742(22)3340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65010,407,6 西大寺高橋矯正歯科 〒631-0821 （補管）第732号           平成14年 4月 1日
     奈歯407 奈良市西大寺東町２丁目１番５５ （矯診）第13号            平成22年 4月 1日
     号丸和西大寺ビル６Ｆ （顎診）第11号            平成18年 4月 1日
     0742(35)3566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66010,409,2 西川歯科医院 〒630-8045 （補管）第80号            平成 8年 4月 1日
     奈歯409 奈良市六条緑町３丁目８番３９号
     0742(45)3375  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67010,410,0 はしづめ歯科 〒630-8224 （補管）第81号            平成 8年 4月 1日
     奈歯410 奈良市角振町２８番地　ビルまあ
     ぁろー２０１
     0742(27)1881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68010,412,6 竹村歯科医院 〒631-0033 （歯ＣＡＤ）第336号       平成27年 7月 1日
     奈歯412 奈良市あやめ池南２丁目２－９　 （補管）第722号           平成14年 4月 1日
     賀川ビル内
     0742(47)6543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69010,413,4 姫嶋歯科医院 〒631-0043 （歯ＣＡＤ）第165号       平成26年 7月 1日
     奈歯413 奈良市菅野台１－３４ （歯技工）第22号          平成22年 4月 1日
     0742(46)3284  （補管）第83号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,414,2 松岡歯科 〒630-8241 （歯訪診）第326号         平成29年 3月 1日
     奈歯414 奈良市高天町２２－２　明治安田 （補管）第509号           平成 8年 5月 1日
     生命ビル３Ｆ （１７５）第149号         平成14年 4月 1日
     0742(23)5522  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   71010,415,9 兼島歯科 〒631-0804 （外来環）第123号         平成28年 8月 1日
     奈歯415 奈良市神功４丁目２－７ （歯ＣＡＤ）第330号       平成27年 7月 1日
     0742(71)4125  （補管）第84号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72010,418,3 三崎歯科医院 〒630-8325 （歯訪診）第3号           平成28年 4月 1日
     奈歯418 奈良市西木辻町２４０番地 （補管）第86号            平成 8年 4月 1日
     0742(23)8411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,421,7 馬場歯科医院 〒631-0078 （歯訪診）第83号          平成28年 4月 1日
     奈歯421 奈良市富雄元町２丁目５番２５号 （歯ＣＡＤ）第296号       平成27年 3月 1日
     0742(47)6669  （補管）第551号           平成 8年 7月 1日
     （酸単）第5489号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74010,422,5 学園前歯科 〒631-0036 （外来環）第8号           平成20年 7月 1日
     奈歯422 奈良市学園北１丁目１１の３　レ （歯訪診）第66号          平成28年 4月 1日
     ナビル４階 （歯ＣＡＤ）第155号       平成26年 7月 1日
     0742(45)8600  （歯技工）第77号          平成28年12月 1日
     （補管）第87号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75010,423,3 戸尾歯科医院 〒631-0806 （外来環）第29号          平成21年 2月 1日
     奈歯423 奈良市朱雀５丁目１４－１ （歯援診）第33号          平成26年 9月 1日
     0742(71)4033  （歯訪診）第151号         平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第29号        平成20年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第231号       平成26年 9月 1日
     （手術歯根）第2号         平成22年 4月 1日
     （補管）第88号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76010,424,1 西川歯科医院 〒631-0845 （歯訪診）第244号         平成28年10月 1日
     奈歯424 奈良市宝来１丁目８番１号 （在推進）第4号           平成26年 4月 1日
     0742(46)1246  （補管）第89号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77010,427,4 たちばな歯科医院 〒631-0011 （補管）第510号           平成 8年 5月 1日
     奈歯427 奈良市押熊町３９６－３
     0742(49)6258  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78010,434,0 加藤歯科 〒631-0063 （補管）第94号            平成 8年 4月 1日
     奈歯434 奈良市帝塚山中町４－１０ （１７５）第271号         平成14年 4月 1日
     0742(47)6390  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79010,438,1 細田歯科医院 〒630-8211 （医管）第64号            平成28年 6月 1日
     奈歯438 奈良市雑司町４１ （在歯管）第24号          平成28年 6月 1日
     0742(27)1155  （歯訪診）第67号          平成28年 4月 1日
     （補管）第97号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80010,441,5 今岡歯科医院柳生診療〒630-1237 （補管）第565号           平成 8年10月 1日
     奈歯441 所 奈良市柳生町８２番地の５
     0742(94)0218  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   81010,443,1 あおき歯科医院 〒631-0818 （歯訪診）第249号         平成28年11月 1日
     奈歯443 奈良市西大寺赤田町２丁目１－４ （補管）第99号            平成 8年 4月 1日
     　オリオンハイツ１Ｆ
     0742(41)0820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82010,448,0 泉谷歯科医院 〒631-0822 （歯ＣＡＤ）第422号       平成28年 9月 1日
     奈歯448 奈良市西大寺栄町３番２７号 （補管）第103号           平成 8年 4月 1日
     0742(36)5755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83010,449,8 いずみ歯科医院 〒631-0805 （歯訪診）第84号          平成28年 4月 1日
     奈歯449 奈良市右京４丁目１３－２ （歯ＣＡＤ）第182号       平成26年 8月 1日
     0742(71)8249  （補管）第104号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84010,450,6 小野歯科医院 〒631-0843 （補管）第105号           平成 8年 4月 1日
     奈歯450 奈良市疋田町２丁目７２２－２
     0742(41)3263  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85010,451,4 中倉歯科医院 〒630-8305 （補管）第106号           平成 8年 4月 1日
     奈歯451 奈良市東紀寺町２丁目７－１４
     0742(22)5065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86010,453,0 岡本歯科西大寺診療所〒631-0827 （補管）第757号           平成15年 3月 1日
     奈歯453 奈良市西大寺小坊町５番１号
     0742(47)8333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87010,454,8 高田歯科医院 〒631-0076 （外来環）第165号         平成29年 2月 1日
     奈歯454 奈良市富雄北１－３－５　キタダ （医管）第88号            平成28年10月 1日
     ビル２Ｆ （か強診）第59号          平成29年 2月 1日
     0742(41)5218  （歯援診）第10号          平成29年 2月 1日
     （在歯管）第43号          平成28年10月 1日
     （歯訪診）第4号           平成28年 4月 1日
     （在推進）第7号           平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第13号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第27号          平成21年 1月 1日
     （補管）第108号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88010,455,5 まさき歯科医院 〒630-8133 （歯訪診）第337号         平成29年 3月 1日
     奈歯455 奈良市大安寺３丁目９番１１号 （補管）第109号           平成 8年 4月 1日
     0742(61)1000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89010,456,3 上林歯科医院 〒630-8113 （外来環）第176号         平成29年 3月 1日
     奈歯456 奈良市法蓮町１５０－３ （医管）第107号           平成29年 3月 1日
     0742(35)6000  （在歯管）第58号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第328号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第444号       平成29年 3月 1日
     （補管）第110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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   90010,458,9 いつさき歯科 〒630-8441 （補管）第112号           平成 8年 4月 1日
     奈歯458 奈良市神殿町７０８－１
     0742(61)0015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91010,459,7 寺田歯科医院 〒630-8383 （歯訪診）第379号         平成29年 4月 1日
     奈歯459 奈良市毘沙門町２５ （歯ＣＡＤ）第426号       平成28年10月 1日
     0742(23)2176  （補管）第113号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92010,462,1 西歯科医院 〒630-8113 （歯訪診）第122号         平成28年 4月 1日
     奈歯462 奈良市法蓮町４１２－１　エステ （補管）第115号           平成 8年 4月 1日
     ートビル２Ｆ２０１号
     0742(27)4460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93010,463,9 松岡歯科医院 〒630-8101 （補管）第536号           平成 8年 6月 1日
     奈歯463 奈良市青山８丁目９－１２
     0742(27)8118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94010,465,4 松山歯科医院 〒631-0074 （歯訪診）第426号         平成29年 6月 1日
     奈歯465 奈良市三松１丁目９－３５ （補管）第117号           平成 8年 4月 1日
     0742(43)6481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95010,468,8 登美ヶ丘歯科医院 〒631-0006 （歯ＣＡＤ）第161号       平成26年 7月 1日
     奈歯468 奈良市西登美ヶ丘２丁目２番７号 （補管）第119号           平成 8年 4月 1日
     0742-44-2510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96010,470,4 佐川歯科クリニック 〒630-8305 （補管）第121号           平成 8年 4月 1日
     奈歯470 奈良市東紀寺町２丁目２ー３
     0742-24-3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97010,471,2 野阪歯科医院 〒631-0021 （外来環）第25号          平成20年10月 1日
     奈歯471 奈良市鶴舞東町２番１０号 （歯訪診）第85号          平成28年 4月 1日
     0742-45-4457  （手顕微加）第12号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第111号       平成26年 5月 1日
     （歯技工）第11号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第16号          平成20年 5月 1日
     （根切顕微）第12号        平成28年 4月 1日
     （補管）第122号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5490号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98010,474,6 森歯科クリニック 〒631-0036 （歯訪診）第6号           平成28年 4月 1日
     奈歯474 奈良市学園北１丁目１６－４　学 （咀嚼機能）第1号         平成28年 6月 1日
     園前パークヴィラＢ１ （手顕微加）第13号        平成28年 4月 1日
     0742-44-1600  （歯ＣＡＤ）第67号        平成26年 5月 1日
     （根切顕微）第13号        平成28年 4月 1日
     （補管）第125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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   99010,475,3 やお歯科医院 〒630-8115 （歯ＣＡＤ）第375号       平成28年 2月 1日
     奈歯475 奈良市大宮町７丁目２番５号　田 （補管）第126号           平成 8年 4月 1日
     村ビル２０１号
     0742(36)5058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100010,476,1 富雄歯科診療所 〒631-0078 （補管）第729号           平成14年 4月 1日
     奈歯476 奈良市富雄元町２丁目１－２２　
     白井ビル２Ｆ
     0742(46)3511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101010,477,9 ひろせ歯科クリニック〒630-8441 （外来環）第152号         平成29年 1月 1日
     奈歯477 奈良市神殿町２９７－２　シティ （歯訪診）第5号           平成28年 4月 1日
     ーコート広芝２０１Ｂ号 （歯ＣＡＤ）第139号       平成26年 6月 1日
     0742(64)2800  （補管）第127号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102010,478,7 森田歯科診療所 〒631-0034 （補管）第511号           平成 8年 5月 1日
     奈歯478 奈良市学園南１丁目２の１ （１７５）第292号         平成14年 5月 1日
     0742(45)0603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103010,480,3 にしおか歯科 〒631-0804 （外来環）第141号         平成28年10月 1日
     奈歯480 奈良市神功５丁目２－１１ （歯訪診）第7号           平成28年 4月 1日
     0742(71)9012  （歯ＣＡＤ）第14号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第13号          平成20年 4月 1日
     （補管）第128号           平成 8年 4月 3日
     （酸単）第5491号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104010,481,1 米本歯科医院 〒630-8244 （補管）第513号           平成 8年 5月 1日
     奈歯481 奈良市三条町５１２－１
     0742(26)5122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105010,482,9 河野歯科医院 〒631-0041 （歯訪診）第123号         平成28年 4月 1日
     奈歯482 奈良市学園大和町１丁目１３６７ （歯ＣＡＤ）第15号        平成26年 4月 1日
     番３ （補管）第537号           平成 8年 6月 1日
     0742(47)0646  （１７５）第293号         平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106010,485,2 有山よしのぶ歯科医院〒631-0822 （外来環）第27号          平成21年 1月 1日
     奈歯485 奈良市西大寺栄町３番２０号　ポ （歯訪診）第383号         平成29年 4月 1日
     ポロビル２Ｆ （歯ＣＡＤ）第250号       平成26年10月 1日
     0742-36-4618  （補管）第564号           平成 8年 9月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107010,487,8 かじはら歯科医院 〒631-0801 （外来環）第42号          平成24年 5月 1日
     奈歯487 奈良市左京２丁目３番地の１ロー （歯訪診）第371号         平成29年 4月 1日
     レルスクエア高の原５番館５号 （咀嚼機能）第2号         平成28年 7月 1日
     0742-71-7074  （歯リハ２）第32号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第68号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第40号          平成24年 5月 1日
     （補管）第582号           平成 9年 5月14日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  108010,488,6 藤本歯科医院 〒631-0035 （補管）第588号           平成 9年 6月11日
     奈歯488 奈良市学園中４丁目５３９番地１
     　イズミヤ学園前店
     0742-44-9787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109010,490,2 米田歯科医院 〒631-0006 （歯訪診）第86号          平成28年 4月 1日
     奈歯490 奈良市西登美ヶ丘２丁目１番２５ （歯ＣＡＤ）第339号       平成27年 8月 1日
     号 （補管）第594号           平成 9年11月 4日
     0742-40-3337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110010,492,8 ナカガワ歯科クリニッ〒630-8115 （外来環）第164号         平成29年 2月 1日
     奈歯492 ク 奈良市大宮町４丁目２３５－１　 （歯訪診）第68号          平成28年 4月 1日
     中川ビル１階 （歯ＣＡＤ）第228号       平成26年 9月 1日
     0742-35-8787  （補管）第599号           平成10年 1月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111010,493,6 貞光歯科医院 〒631-0016 （歯訪診）第351号         平成29年 4月 1日
     奈歯493 奈良市学園朝日町２－３ （歯ＣＡＤ）第311号       平成27年 5月 1日
     0742-41-7000  （補管）第601号           平成10年 2月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112010,494,4 岡西歯科医院 〒630-8122 （補管）第603号           平成10年 4月 1日
     奈歯494 奈良市三条本町８番１号ＪＲ奈良
     駅前再開発第１ビル
     0742-36-8041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113010,495,1 冨森歯科油阪診療所 〒630-8247 （外来環）第145号         平成28年11月 1日
     奈歯495 奈良市油阪町３の２０ （歯援診）第34号          平成28年11月 1日
     0742-22-8692  （歯ＣＡＤ）第233号       平成26年 9月 1日
     （補管）第612号           平成10年 5月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114010,497,7 稲田歯科 〒630-8301 （歯技工）第9号           平成22年 4月 1日
     奈歯497 奈良市高畑町１４８６ （補管）第628号           平成10年11月10日
     0742-23-6020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115010,499,3 望月歯科医院 〒630-8306 （歯訪診）第8号           平成28年 4月 1日
     奈歯499 奈良市紀寺町６７３番地 （歯ＣＡＤ）第351号       平成27年10月 1日
     0742-23-2191  （補管）第639号           平成11年 4月 1日
     （１７５）第294号         平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116010,500,8 池元歯科医院 〒631-0003 （外来環）第4号           平成20年 7月 1日
     奈歯500 奈良市中登美ケ丘３丁目５番ロー （医管）第42号            平成28年 4月 1日
     レルスクエア登美ヶ丘東館Ｔ－１ （か強診）第37号          平成28年 8月 1日
     0742-51-4182  （歯援診）第5号           平成29年 4月 1日
     （在歯管）第14号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第11号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第3号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第16号        平成26年 4月 1日
     （補管）第644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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  117010,501,6 入部歯科医院 〒630-8261 （外来環）第84号          平成27年 1月 1日
     奈歯501 奈良市北市町３６－７ （か強診）第2号           平成28年 4月 1日
     0742-27-6480  （歯援診）第39号          平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第69号        平成26年 4月 1日
     （補管）第651号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118010,502,4 浜中矯正歯科クリニッ〒631-0036 （矯診）第10号            平成22年 4月 1日
     奈歯502 ク 奈良市学園北１－１－１　ル・シ （顎診）第9号             平成18年 4月 1日
     エル学園前４０１
     0742(46)9410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119010,503,2 しみず矯正歯科クリニ〒631-0805
     奈歯503 ック 奈良市右京１－４－２　　サンタ
     ウンひまわり館３階
     0742-70-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120010,508,1 なるせ歯科 〒631-0046 （補管）第663号           平成12年 3月 1日
     奈歯508 奈良市西千代ケ丘２－９－１ （酸単）第5492号          平成29年 4月 1日
     0742-52-5455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121010,511,5 かわにし歯科医院 〒631-0076 （歯訪診）第87号          平成28年 4月 1日
     奈歯511 奈良市富雄北１ー１２ー４アゴラ （歯ＣＡＤ）第153号       平成26年 7月 1日
     ハイム１Ｆ （補管）第680号           平成12年 9月 1日
     0742-52-8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122010,514,9 ハート歯科クリニック〒631-0806 （歯訪診）第220号         平成28年 8月 1日
     奈歯514 奈良市朱雀３－１４－１プロムナ （歯ＣＡＤ）第70号        平成26年 4月 1日
     ーデ高の原２Ｆ （補管）第698号           平成13年 6月 1日
     0742-71-4648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123010,515,6 栗原歯科診療所 〒631-0033 （補管）第702号           平成13年 6月13日
     奈歯515 奈良市あやめ池南１－８－３１ （１７５）第155号         平成14年 4月 1日
     0742-45-0529  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124010,516,4 やまおか歯科 〒631-0061 （歯ＣＡＤ）第271号       平成26年11月 1日
     奈歯516 奈良市三碓３－１１－１ （補管）第710号           平成13年12月 1日
     0742-51-3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125010,517,2 髙橋歯科医院 〒631-0062 （歯訪診）第359号         平成29年 4月 1日
     奈歯517 奈良市帝塚山６－２－１フローラ （歯リハ２）第28号        平成28年 2月 1日
     ル帝塚山１Ｆ （補管）第711号           平成13年12月 1日
     0742-53-1572  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126010,518,0 柴田歯科医院 〒630-8301 （歯ＣＡＤ）第241号       平成26年 9月 1日
     奈歯518 奈良市高畑町東大路８３４ （補管）第733号           平成14年 4月 1日
     0742-22-3447  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  127010,523,0 畑下歯科医院 〒631-0843 （外来環）第77号          平成26年11月 1日
     奈歯523 奈良市疋田町４丁目１２８－１ （医管）第106号           平成29年 3月 1日
     0742-43-4182  （か強診）第13号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第13号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第57号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第305号         平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第267号       平成26年11月 1日
     （補管）第765号           平成15年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128010,525,5 かわはら歯科クリニッ〒630-8001 （外来環）第110号         平成28年 4月 1日
     奈歯525 ク 奈良市法華寺町１番５奈良バイパ （医管）第43号            平成28年 4月 1日
     スビル１０１号室 （か強診）第18号          平成28年 6月 1日
     0742-35-5510  （歯訪診）第88号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第17号        平成26年 4月 1日
     （補管）第771号           平成15年10月 1日
     （酸単）第5493号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129010,526,3 下野歯科医院 〒631-0824 （歯訪診）第140号         平成28年 5月 1日
     奈歯526 奈良市西大寺南町１番１７号西田 （歯ＣＡＤ）第347号       平成27年 9月 1日
     ビル１０１号室 （補管）第788号           平成15年 9月 1日
     0742-49-1180  （酸単）第5494号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130010,527,1 てらだ歯科 〒631-0804 （歯訪診）第377号         平成29年 4月 1日
     奈歯527 奈良市神功５－５－１０マスダビ （歯ＣＡＤ）第406号       平成28年 5月 1日
     ル３Ｆ （補管）第784号           平成16年 1月 5日
     0742-70-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131010,529,7 よしむら歯科医院 〒631-0061 （歯訪診）第243号         平成28年10月 1日
     奈歯529 奈良市三碓６丁目１０－３ （歯ＣＡＤ）第428号       平成28年10月 1日
     0742-49-0418  （補管）第783号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132010,530,5 みねい歯科医院 〒630-8136 （外来環）第24号          平成20年10月 1日
     奈歯530 奈良市恋の窪２丁目１２－９ （医管）第75号            平成28年 7月 1日
     0742-36-2020  （か強診）第33号          平成28年 7月 1日
     （歯援診）第53号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第34号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第185号         平成28年 7月 1日
     （歯技工）第64号          平成22年11月 1日
     （ＧＴＲ）第31号          平成21年 9月 1日
     （補管）第807号           平成16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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  133010,531,3 杉山歯科医院 〒631-0824 （外来環）第192号         平成29年 6月 1日
     奈歯531 奈良市西大寺南町５－１６ （医管）第115号           平成29年 6月 1日
     0742-41-1552  （か強診）第70号          平成29年 6月 1日
     （歯援診）第84号          平成29年 6月 1日
     （在歯管）第66号          平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第10号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第37号        平成29年 6月 1日
     （う蝕無痛）第4号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第197号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第30号        平成29年 6月 1日
     （補管）第805号           平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134010,532,1 横井歯科医院朱雀診療〒631-0806 （歯訪診）第9号           平成28年 4月 1日
     奈歯532 所 奈良市朱雀５丁目１６－２１ （う蝕無痛）第5号         平成20年 4月 1日
     0742-70-2223  （歯ＣＡＤ）第385号       平成28年 4月 1日
     （補管）第794号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135010,534,7 アップルデンタルクリ〒631-0036 （歯ＣＡＤ）第390号       平成28年 4月 1日
     奈歯534 ニック 奈良市学園北１－９－１　パラデ （補管）第801号           平成16年10月 8日
     ィⅡ５Ｆ
     0742-51-0004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136010,537,0 ほうたつ歯科医院 〒630-8024 （外来環）第19号          平成20年 9月 1日
     奈歯537 奈良市尼辻中町１０－２６　エア （歯訪診）第69号          平成28年 4月 1日
     ーユ１階 （歯技工）第8号           平成22年 4月 1日
     0742-33-5353  （補管）第808号           平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137010,538,8 福岡歯科学園前診療所〒631-0041 （歯訪診）第250号         平成28年11月 1日
     奈歯538 奈良市学園大和町五丁目一番地　 （歯ＣＡＤ）第283号       平成27年 1月 1日
     堀ビル２階 （補管）第811号           平成17年 4月 1日
     0742-44-8666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138010,539,6 橋本歯科医院 〒630-8115 （補管）第812号           平成17年 4月11日
     奈歯539 奈良市大宮町６丁目３の２１
     0742-34-7418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139010,543,8 たての歯科 〒630-8043 （外来環）第124号         平成28年 8月 1日
     奈歯543 奈良市六条一丁目３６－２８ （か強診）第46号          平成28年 9月 1日
     0742-43-2324  （歯援診）第61号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第350号         平成29年 4月 1日
     （う蝕無痛）第33号        平成22年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第221号       平成26年 9月 1日
     （手術歯根）第1号         平成22年 4月 1日
     （補管）第818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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  140010,545,3 つじうち歯科 〒631-0002 （補管）第828号           平成17年 8月 1日
     奈歯545 奈良市東登美ケ丘１丁目４－８
     0742-41-0846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141010,546,1 中島歯科 〒631-0045 （外来環）第63号          平成26年 7月 1日
     奈歯546 奈良市千代ケ丘１－３－１ （医管）第73号            平成28年 7月 1日
     0742-44-0631  （か強診）第9号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第15号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第32号          平成28年 7月 1日
     （在推進）第2号           平成26年 4月 1日
     （咀嚼機能）第3号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第18号        平成26年 4月 1日
     （補管）第832号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142010,547,9 平野歯科医院 〒631-0013 （外来環）第75号          平成26年11月 1日
     奈歯547 奈良市中山町西４丁目４５６－１ （か強診）第44号          平成28年 9月 1日
     　ＴＳビル１０２ （歯援診）第64号          平成28年 9月 1日
     0742-48-7844  （歯ＣＡＤ）第335号       平成27年 8月 1日
     （補管）第834号           平成17年10月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143010,549,5 日髙デンタルクリニッ〒631-0076 （歯ＣＡＤ）第71号        平成26年 4月 1日
     奈歯549 ク 奈良市富雄北３丁目１－１３ （補管）第849号           平成18年 3月 1日
     0742-48-0866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144010,551,1 壁谷歯科医院 〒630-8357 （補管）第850号           平成18年 3月 9日
     奈歯551 奈良市杉ケ町３２番地の２　大谷
     第５ビル２Ｆ
     0742(23)1616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145010,553,7 稲田デンタルクリニッ〒630-8131 （歯訪診）第414号         平成29年 4月 1日
     奈歯553 ク 奈良市大森町４５－４ （歯ＣＡＤ）第389号       平成28年 4月 1日
     0742-22-5666  (0742-22-5799) （補管）第867号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146010,554,5 ひだ歯科医院 〒631-0012 （歯訪診）第214号         平成28年 8月 1日
     奈歯554 奈良市中山町１２５５－２ （歯ＣＡＤ）第162号       平成26年 7月 1日
     0742-52-5488  （補管）第854号           平成18年 4月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147010,555,2 松田歯科クリニック 〒630-8303 （外来環）第70号          平成26年10月 1日
     奈歯555 奈良市南紀寺町３丁目６２－４ （医管）第38号            平成28年 4月 1日
     0742-24-4618  （手顕微加）第2号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第72号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第2号         平成28年 4月 1日
     （補管）第865号           平成18年 7月14日
     （酸単）第5496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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  148010,556,0 ＯＭＰ前田歯科 〒630-8141 （歯ＣＡＤ）第19号        平成26年 4月 1日
     奈歯556 奈良市南京終町１－１２８－１ （補管）第872号           平成18年 9月 1日
     0742-62-6471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149010,557,8 いとう歯科 〒630-8014 （補管）第874号           平成18年10月 2日
     奈歯557 奈良市四条大路一丁目２５－２０
     0742-35-6259  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150010,559,4 倉田歯科医院 〒631-0061 （歯訪診）第274号         平成29年 1月 1日
     奈歯559 奈良市三碓２丁目２－８　弘徳ビ （う蝕無痛）第27号        平成20年 6月 1日
     ル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第284号       平成27年 1月 1日
     0742(48)2864  （補管）第881号           平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151010,562,8 有山歯科診療所 〒631-0823 （歯訪診）第12号          平成28年 4月 1日
     奈歯562 奈良市西大寺国見町１丁目１番１ （歯ＣＡＤ）第235号       平成26年 9月 1日
     ３１号 （補管）第892号           平成19年 4月 1日
     0742-45-7357  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152010,563,6 帝塚山歯科 〒631-0065 （外来環）第189号         平成29年 5月 1日
     奈歯563 奈良市鳥見町２丁目１６－５ （歯ＣＡＤ）第268号       平成26年12月 1日
     0742-52-8484  （補管）第897号           平成19年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153010,564,4 かず歯科口腔外科クリ〒631-0054 （医管）第72号            平成28年 7月 1日
     奈歯564 ニック 奈良市石木町５０－３ （歯リハ２）第10号        平成26年 4月 1日
     0742-52-8211  (0742-52-8218) （補管）第895号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154010,566,9 美希デンタルクリニッ〒631-0006 （補管）第915号           平成19年12月 3日
     奈歯566 ク 奈良市西登美ケ丘四丁目２番１１
     号
     0742-51-0461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155010,567,7 やぐら歯科内科 〒631-0806 （時間外２）第137号       平成22年 4月 1日
     (016,567,5) 奈良市朱雀３－３－６ （歯訪診）第425号         平成29年 6月 1日
     奈歯567 0742-71-3305  （歯ＣＡＤ）第333号       平成27年 8月 1日
     （補管）第918号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156010,568,5 にしむら歯科 〒631-0845 （補管）第920号           平成20年 5月12日
     奈歯568 奈良市宝来３丁目１６－１０　ド
     ルフⅢ　１Ｆ
     0742-53-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157010,569,3 にしだ小児歯科医院 〒630-8124 （歯訪診）第89号          平成28年 4月 1日
     奈歯569 奈良市三条桧町１７－１７　Ｍｅ （歯ＣＡＤ）第396号       平成28年 4月 1日
     ｄｉＣｏｕｒｔ　ＦＳＡ　２Ｆ （補管）第924号           平成20年 6月 1日
     0742-34-0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  158010,570,1 芝原歯科 〒630-8115 （外来環）第142号         平成28年11月 1日
     奈歯570 奈良市大宮町４丁目２６９－４ （医管）第77号            平成28年 8月 1日
     0742-32-3399  （在歯管）第36号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第251号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第183号       平成26年 8月 1日
     （補管）第925号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159010,571,9 ならまちワンネス歯科〒630-8352 （外来環）第116号         平成28年 6月 1日
     奈歯571 奈良市北風呂町３７－１ （医管）第69号            平成28年 6月 1日
     0742-23-2200  （か強診）第27号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第52号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第29号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第183号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第20号        平成26年 4月 1日
     （補管）第928号           平成20年 8月 8日
     （酸単）第5498号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160010,572,7 薬師寺歯科・矯正歯科〒630-8241 （歯訪診）第172号         平成28年 6月 1日
     奈歯572 奈良市高天町３８－５－１０１ （補管）第931号           平成20年10月 1日
     0742-26-5389  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161010,573,5 もりもと歯科医院 〒630-8141 （外来環）第154号         平成29年 1月 1日
     奈歯573 奈良市南京終町２－１２０１－１ （医管）第101号           平成29年 1月 1日
     ５ （在歯管）第51号          平成29年 1月 1日
     0742-61-3048  (0742-61-3048) （歯訪診）第270号         平成29年 1月 1日
     （補管）第939号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162010,574,3 すずき歯科 〒631-0842 （外来環）第181号         平成29年 4月 1日
     奈歯574 奈良市菅原町１８６ひかりビル２ （歯ＣＡＤ）第21号        平成26年 4月 1日
     階 （ＧＴＲ）第29号          平成21年 4月 1日
     0742-41-3534  (0742-41-3524) （補管）第940号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163010,575,0 もりた歯科クリニック〒630-8002 （外来環）第53号          平成26年 1月 1日
     奈歯575 奈良市二条町２－２－５　メゾン （歯特連）第7号           平成26年 4月 1日
     ルルド１Ｆ （医管）第33号            平成26年 9月 1日
     0742-33-2002  (0742-33-2030) （か強診）第3号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第32号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第9号           平成26年 9月 1日
     （歯訪診）第311号         平成29年 3月 1日
     （う蝕無痛）第43号        平成24年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第229号       平成26年 9月 1日
     （手術歯根）第14号        平成24年 1月 1日
     （補管）第944号           平成21年 7月 1日
     （酸単）第5499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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  164010,577,6 ひさかわ歯科医院 〒631-0034 （補管）第948号           平成21年 9月 1日
     奈歯577 奈良市学園南３－９－７
     0742-87-0417  (0742-87-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165010,578,4 やまもと歯科医院 〒631-0078 （歯訪診）第294号         平成29年 2月 1日
     奈歯578 奈良市富雄元町１－２０－１３ （歯ＣＡＤ）第439号       平成29年 2月 1日
     0742-41-0410  (0742-41-0410) （補管）第949号           平成21年 9月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166010,580,0 かしわぎ歯科 〒631-0824 （歯訪診）第90号          平成28年 4月 1日
     奈歯580 奈良市西大寺南町５－７５ （歯ＣＡＤ）第214号       平成26年 8月 1日
     0742-81-7840  (0742-81-7841) （補管）第954号           平成22年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167010,581,8 長岡歯科医院 〒631-0821 （補管）第958号           平成22年 5月 1日
     奈歯581 奈良市西大寺東町２－１－６３サ
     ンワシティ西大寺３Ｆ
     0742-33-0118  (0742-35-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168010,583,4 すざく歯科 〒631-0806 （歯援診）第20号          平成29年 4月 1日
     奈歯583 奈良市朱雀６－９－５コープ朱雀 （歯訪診）第416号         平成29年 4月 1日
     店別棟 （歯ＣＡＤ）第309号       平成27年 4月 1日
     0742-70-6480  （補管）第963号           平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169010,584,2 奈良西デンタルクリニ〒631-0078 （歯訪診）第348号         平成29年 4月 1日
     奈歯584 ック 奈良市富雄元町２－２－１富雄駅 （歯ＣＡＤ）第109号       平成26年 4月 1日
     前木村ビル２Ｆ （補管）第973号           平成22年11月 1日
     0742-45-7977  (0742-45-7997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170010,585,9 やまなか歯科 〒631-0003 （歯ＣＡＤ）第159号       平成26年 7月 1日
     奈歯585 奈良市中登美ケ丘６－３－３リコ （補管）第979号           平成23年 5月 1日
     ラス登美ヶ丘Ａ棟３Ｆ
     0742-45-0710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171010,586,7 松下歯科医院 〒630-8113 （歯訪診）第339号         平成29年 3月 1日
     奈歯586 奈良市法蓮町３３４－１フォレス （歯ＣＡＤ）第110号       平成26年 5月 1日
     トヒルズ一条 （補管）第983号           平成23年 7月 6日
     0742-25-3500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172010,587,5 岡村歯科医院 〒631-0078 （補管）第984号           平成23年 9月 5日
     奈歯587 奈良市富雄元町１－１２－７
     0742-44-8211  (0742-44-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173010,588,3 伊熊歯科医院 〒631-0845 （補管）第985号           平成23年 8月31日
     奈歯588 奈良市宝来１丁目６－８ラ・モア
     １Ｆ
     0742-47-0625  (0742-47-0625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  174010,589,1 まつもと歯科医院 〒631-0032 （歯訪診）第331号         平成29年 3月 1日
     奈歯589 奈良市あやめ池北１丁目３２－２ （補管）第986号           平成23年10月 1日
     １　Ｂ２０６
     0742-81-3213  (0742-81-3214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175010,590,9 ブランカ歯科医院 〒630-8012 （歯訪診）第284号         平成29年 1月 1日
     奈歯590 奈良市二条大路南１－３－１イト （歯ＣＡＤ）第167号       平成26年 7月 1日
     ーヨーカドー奈良店５Ｆ （補管）第991号           平成23年11月 1日
     0742-30-6315  （酸単）第5500号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176010,591,7 冨森歯科クリニック 〒630-8013 （歯訪診）第258号         平成28年12月 1日
     奈歯591 奈良市三条大路５－５－１ （歯ＣＡＤ）第304号       平成27年 4月 1日
     0742-35-0515  （補管）第989号           平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177010,592,5 宮本歯科医院 〒631-0004 （歯訪診）第280号         平成29年 1月 1日
     奈歯592 奈良市登美ケ丘３丁目３－１３ （歯ＣＡＤ）第73号        平成26年 4月 1日
     0742-46-5588  (0742-45-8282) （歯技工）第66号          平成23年12月15日
     （補管）第994号           平成23年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178010,593,3 藤本歯科口腔外科クリ〒630-8034 （医管）第109号           平成29年 4月 1日
     奈歯593 ニック 奈良市五条西１－６－３ （在歯管）第60号          平成29年 4月 1日
     0742-51-8117  (0742-81-3642) （歯訪診）第360号         平成29年 4月 1日
     （外後発使）第126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22号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1003号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179010,594,1 肥田歯科医院 〒631-0805 （歯ＣＡＤ）第219号       平成26年 8月 1日
     奈歯594 奈良市右京３－２５－１１ （補管）第1009号          平成24年 7月 1日
     0742-71-3873  (0742-71-3873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180010,596,6 ひだ歯科　インプラン〒631-0845 （歯ＣＡＤ）第74号        平成26年 4月 1日
     奈歯596 トクリニック 奈良市宝来４－７－６ （ＧＴＲ）第42号          平成25年 4月 1日
     0742-53-7040  (0742-53-7042) （補管）第1019号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181010,597,4 高の原駅前なかお歯科〒631-0806 （歯訪診）第285号         平成29年 2月 1日
     奈歯597 医院 奈良市朱雀３－１１－７山善高の （歯ＣＡＤ）第75号        平成26年 4月 1日
     原駅前ビル東１０３ （補管）第1020号          平成25年 4月 1日
     0742-72-1182  (0742-72-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182010,598,2 みずの歯科 〒630-8124 （歯ＣＡＤ）第184号       平成26年 8月 1日
     奈歯598 奈良市三条桧町２７－１８　１階 （補管）第1018号          平成25年 4月 1日
     0742-33-8620  (0742-33-8620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183010,599,0 ならやま歯科クリニッ〒631-0805 （外来環）第174号         平成29年 3月 1日
     奈歯599 ク 奈良市右京３－２－１ （歯ＣＡＤ）第9号         平成26年 4月 1日
     0742-70-0011  (0742-70-0811) （補管）第1021号          平成25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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  184010,600,6 つげファミリー歯科 〒632-0221 （歯訪診）第207号         平成28年 8月 1日
     奈歯600 奈良市都祁白石町１１０２ （補管）第1044号          平成26年 3月 4日
     0743-82-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185010,601,4 うえなか歯科クリニッ〒631-0036 （補管）第1045号          平成26年 3月 1日
     奈歯601 ク 奈良市学園北２－１－８
     0742-48-1118  (0742-48-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186010,603,0 北折歯科医院 〒631-0805 （外来環）第131号         平成28年10月 1日
     奈歯603 奈良市右京１丁目３番地の４サン （歯訪診）第367号         平成29年 4月 1日
     タウンプラザすずらん館２１８ （歯ＣＡＤ）第405号       平成28年 5月 1日
     0742-71-1029  (0742-71-1029) （補管）第1053号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187010,604,8 にこにこ歯科 〒631-0054 （歯訪診）第356号         平成29年 4月 1日
     奈歯604 奈良市石木町１００－１イオンタ （歯ＣＡＤ）第262号       平成26年11月 1日
     ウン富雄南ＳＣ内 （補管）第1056号          平成26年11月 1日
     0742-81-4182  (0742-81-4187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188010,605,5 いのうえこどもファミ〒631-0072 （歯ＣＡＤ）第320号       平成27年 6月 1日
     奈歯605 リー歯科 奈良市二名３丁目１０４６番１ （補管）第1067号          平成27年 3月 1日
     0742-81-4173  (0742-81-4172) （酸単）第5502号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189010,606,3 はやし歯科クリニック〒631-0806 （歯ＣＡＤ）第343号       平成27年 7月 1日
     奈歯606 奈良市朱雀６－２０－１　朱雀医 （補管）第1074号          平成27年 7月 1日
     療ビル２Ｆ
     0742-71-8848  (0742-71-8848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190010,607,1 おかだ歯科医院 〒630-8306 （外来環）第98号          平成27年12月 1日
     奈歯607 奈良市紀寺町４１４－５ （か強診）第34号          平成28年 7月 1日
     0742-25-2070  (0742-25-2071) （歯援診）第36号          平成29年 4月 1日
     （歯地連）第4号           平成27年10月 1日
     （歯訪診）第295号         平成29年 2月 1日
     （在推進）第10号          平成28年 4月 1日
     （歯技工）第72号          平成28年 4月 1日
     （補管）第1076号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191010,608,9 小山氏井矯正歯科クリ〒630-8115 （矯診）第26号            平成28年 1月 1日
     奈歯608 ニック 奈良市大宮町１－１－２８　メゾ （顎診）第16号            平成28年 2月 1日
     ン・プリメール海保ビル２Ｆ
     0742-23-4331  (0742-23-4330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192010,609,7 Ｍ．ＤＥＮＴＡＬ　Ｏ〒630-8031 （歯ＣＡＤ）第419号       平成28年 8月 1日
     奈歯609 ＦＦＩＣＥ 奈良市柏木町５１９－９ （補管）第1094号          平成28年 5月 1日
     0743-32-1710  (0742-32-1715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  193010,610,5 楠原デンタルクリニッ〒630-8224 （外来環）第190号         平成29年 5月 1日
     奈歯610 ク 奈良市角振町１３－１ （医管）第116号           平成29年 6月 1日
     0742-22-4168  (0742-22-4168) （在歯管）第67号          平成29年 6月 1日
     （歯訪診）第387号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第408号       平成28年 6月 1日
     （補管）第1092号          平成28年 5月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194010,611,3 いだ矯正歯科 〒631-0003 （矯診）第28号            平成28年 7月 1日
     奈歯611 奈良市中登美ケ丘５丁目１１－１
     0742-51-0118  (0742-51-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195010,612,1 はしもと歯科クリニッ〒630-8122 （外来環）第122号         平成28年 8月 2日
     奈歯612 ク 奈良市三条本町９－２１　ＪＲ奈 （医管）第79号            平成28年 8月 2日
     良伝宝ビル１階 （歯訪診）第376号         平成29年 4月 1日
     0742-36-8241  (0742-36-8242) （手顕微加）第18号        平成28年 8月 2日
     （歯ＣＡＤ）第414号       平成28年 8月 2日
     （根切顕微）第17号        平成28年 8月 2日
     （補管）第1097号          平成28年 8月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196020,024,7 香川歯科医院 〒639-1055 （補管）第130号           平成 8年 4月 1日
     郡歯24 大和郡山市矢田山町６１の９ （１７５）第310号         平成14年 6月 1日
     07435(3)0908  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197020,035,3 阪上歯科クリニック 〒639-1007 （歯訪診）第297号         平成29年 2月 1日
     郡歯35 大和郡山市南郡山町５２７－５ （補管）第134号           平成 8年 4月 1日
     07435(4)2020  （１７５）第307号         平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198020,036,1 玉井歯科医院 〒639-1151 （補管）第135号           平成 8年 4月 1日
     郡歯36 大和郡山市本町２６－１ （１７５）第157号         平成14年 4月 1日
     07435(2)3385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199020,038,7 伊藤小児歯科 〒639-1007 （外来環）第26号          平成20年10月 1日
     郡歯38 大和郡山市南郡山町５２７の１０ （か強診）第42号          平成28年 8月 1日
     07435(2)9292  （歯訪診）第223号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第275号       平成26年12月 1日
     （補管）第136号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200020,039,5 南野歯科医院 〒639-1124 （補管）第724号           平成14年 4月 1日
     郡歯39 大和郡山市馬司町８８－１番地
     07435(6)8144  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201020,040,3 中川歯科医院 〒639-1134 （歯訪診）第217号         平成28年 8月 1日
     郡歯40 大和郡山市柳町４５の４ （歯ＣＡＤ）第341号       平成27年 8月 1日
     07435(3)3205  （補管）第583号           平成 9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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  202020,041,1 よしかわ歯科 〒639-1132 （補管）第137号           平成 8年 4月 1日
     郡歯41 大和郡山市高田町５０９番地
     07435(2)1900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203020,043,7 槌谷歯科医院 〒639-1103 （歯訪診）第157号         平成28年 6月 1日
     郡歯43 大和郡山市美濃庄町２９５－１ （補管）第139号           平成 8年 4月 1日
     07435(2)2885  （酸単）第5368号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204020,046,0 藤原歯科医院 〒639-1007 （補管）第140号           平成 8年 4月 1日
     郡歯46 大和郡山市南郡山町６４５－１６ （１７５）第158号         平成14年 4月 1日
     07435(5)0558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205020,047,8 たけい歯科医院 〒639-1123 （歯訪診）第323号         平成29年 3月 1日
     郡歯47 大和郡山市筒井町５１１－１ （補管）第141号           平成 8年 4月 1日
     07435(6)1847  （１７５）第296号         平成14年 5月 1日
     （酸単）第5369号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206020,048,6 福本歯科医院 〒639-1033 （歯訪診）第349号         平成29年 4月 1日
     郡歯48 大和郡山市昭和町６１番地 （う蝕無痛）第6号         平成20年 4月 1日
     07435(6)0102  （歯ＣＡＤ）第323号       平成27年 7月 1日
     （補管）第515号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207020,049,4 胡内歯科 〒639-1121 （歯技工）第4号           平成22年 4月 1日
     郡歯49 大和郡山市杉町２６８番地 （補管）第718号           平成14年 4月 1日
     07435(6)6555  （１７５）第159号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208020,050,2 森歯科医院 〒639-1016 （歯訪診）第201号         平成28年 7月 1日
     郡歯50 大和郡山市城南町４－１６ （歯ＣＡＤ）第292号       平成27年 2月 1日
     07435(2)8241  （補管）第142号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209020,051,0 栗原歯科九条診療所 〒639-1002 （歯訪診）第91号          平成28年 4月 1日
     郡歯51 大和郡山市九条平野町１２６９ （補管）第143号           平成 8年 4月 1日
     07435(2)6525  （１７５）第160号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210020,053,6 柴村歯科医院 〒639-1101 （補管）第570号           平成 8年12月 1日
     郡歯53 大和郡山市下三橋町４００－１０
     １
     07435(2)2496  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211020,056,9 岩永歯科医院 〒639-1132 （補管）第146号           平成 8年 4月 1日
     郡歯56 大和郡山市高田町２の１　グラン （１７５）第161号         平成14年 4月 1日
     ドメゾン大和郡山１Ｆ
     07435(4)6788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212020,057,7 山中歯科医院 〒639-1134 （歯訪診）第13号          平成28年 4月 1日
     郡歯57 大和郡山市柳３丁目１４番地 （補管）第147号           平成 8年 4月 1日
     07435(4)0006  （１７５）第162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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  213020,058,5 松井デンタルクリニッ〒639-1160 （補管）第148号           平成 8年 4月 1日
     郡歯58 ク 大和郡山市北郡山町２４８　ＭＤ
     Ｃビル２Ｆ
     07435(5)1500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214020,063,5 植村歯科医院 〒639-1056 （医管）第1号             平成16年 4月 1日
     郡歯63 大和郡山市泉原町１－７ （歯地連）第1号           平成16年 4月 1日
     07435(5)1828  （歯訪診）第303号         平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第26号        平成26年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第211号       平成26年 8月 1日
     （補管）第571号           平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215020,065,0 西野歯科医院 〒639-1042 （歯訪診）第166号         平成28年 6月 1日
     郡歯65 大和郡山市小泉町８８１－３ （歯ＣＡＤ）第198号       平成26年 8月 1日
     07435(2)0118  （補管）第150号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216020,067,6 稲田歯科医院 〒639-1134 （歯訪診）第347号         平成29年 4月 1日
     郡歯67 大和郡山市柳町７２－１ （歯ＣＡＤ）第368号       平成28年 1月 1日
     07435(2)7777  （補管）第151号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217020,068,4 黒田歯科 〒639-1134 （歯訪診）第344号         平成29年 4月 1日
     郡歯68 大和郡山市柳１丁目１９ （補管）第152号           平成 8年 4月 1日
     07435(4)3885  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218020,069,2 吉田歯科医院 〒639-1156 （歯訪診）第208号         平成28年 8月 1日
     郡歯69 大和郡山市堺町４９ （歯ＣＡＤ）第185号       平成26年 8月 1日
     07435(2)2009  （補管）第153号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219020,070,0 南田歯科医院 〒639-1132 （外来環）第89号          平成27年 3月 1日
     郡歯70 大和郡山市高田町５１７ー１ＭＭ （歯訪診）第14号          平成28年 4月 1日
     ビル１階 （う蝕無痛）第40号        平成23年 3月 1日
     07435-2-7667  （歯ＣＡＤ）第174号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第10号        平成23年 3月 1日
     （補管）第555号           平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220020,071,8 ハヤシ歯科医院 〒639-1031 （補管）第538号           平成 8年 6月 1日
     郡歯71 大和郡山市今国府町１８３ー１
     07435-7-8818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  221020,072,6 おうにし歯科医院 〒639-1007 （外来環）第33号          平成22年10月 1日
     郡歯72 大和郡山市南郡山町４６４ー１ （医管）第90号            平成28年10月 1日
     07435-5-0767  （か強診）第49号          平成28年10月 1日
     （歯援診）第28号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第45号          平成28年10月 1日
     （歯訪診）第176号         平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第24号        平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第143号       平成26年 6月 1日
     （補管）第154号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222020,073,4 きたむら歯科クリニッ〒639-1042 （歯ＣＡＤ）第384号       平成28年 4月 1日
     郡歯73 ク 大和郡山市小泉町５４１－２ （補管）第516号           平成 8年 5月 1日
     07435(5)7776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223020,074,2 のぐち矯正歯科クリニ〒639-1007 （矯診）第9号             平成22年 4月 1日
     郡歯74 ック 大和郡山市南郡山町５２０－１８ （顎診）第8号             平成18年 4月 1日
     マインド２１ビル６Ｆ
     0743-51-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224020,076,7 大江歯科診療所 〒639-1142 （補管）第734号           平成14年 4月 1日
     郡歯76 大和郡山市矢田町通８ （１７５）第163号         平成14年 4月 1日
     0743-52-2149  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225020,078,3 宇津歯科医院 〒639-1132 （歯訪診）第302号         平成29年 2月 1日
     郡歯78 大和郡山市高田町９２－１４ハー （歯ＣＡＤ）第386号       平成28年 4月 1日
     ベス大和郡山店２Ｆ （ＧＴＲ）第3号           平成20年 4月 1日
     0743-54-7266  （補管）第787号           平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226020,080,9 郡山歯科診療所 〒639-1013
     郡歯80 大和郡山市朝日町１－３
     0743-54-5000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227020,082,5 米本歯科医院 〒639-1013 （歯訪診）第92号          平成28年 4月 1日
     郡歯82 大和郡山市朝日町２番２３号 （歯ＣＡＤ）第76号        平成26年 4月 1日
     0743-52-2212  (0743-55-1101) （補管）第851号           平成18年 3月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228020,083,3 もりおか歯科 〒639-1134 （外来環）第18号          平成20年 8月 1日
     郡歯83 大和郡山市柳町１２８番地の９　 （医管）第44号            平成28年 4月 1日
     カイチビル３階 （か強診）第22号          平成28年 6月 1日
     0743-51-2011  (0743-51-2001) （歯訪診）第159号         平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第31号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第310号       平成27年 5月 1日
     （補管）第861号           平成18年 5月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229020,085,8 浦上歯科医院 〒639-1001 （補管）第884号           平成19年 3月 1日
     郡歯85 大和郡山市九条町３０５－１
     0743-53-6050  (0743-53-6038)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  230020,086,6 おおの歯科 〒639-1001 （歯ＣＡＤ）第297号       平成27年 3月 1日
     郡歯86 大和郡山市九条町２９８－７ （補管）第902号           平成19年 7月 2日
     0743-54-5678  (0743-54-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231020,087,4 かわた歯科クリニック〒639-1044 （外来環）第97号          平成27年12月 1日
     郡歯87 大和郡山市小泉町東１－８－６　 （歯訪診）第329号         平成29年 3月 1日
     喜多興産小泉駅前ビル１０５号 （歯ＣＡＤ）第288号       平成27年 2月 1日
     0743-23-1000  (0743-23-0888) （補管）第906号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232020,092,4 あくね歯科 〒639-1042 （歯訪診）第307号         平成29年 2月 1日
     郡歯92 大和郡山市小泉町２１８２－５ （歯ＣＡＤ）第107号       平成26年 4月 1日
     0743-52-6222  (0743-52-6222) （補管）第976号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233020,095,7 なごみデンタルクリニ〒639-1132 （歯援診）第83号          平成29年 5月 1日
     郡歯95 ック 大和郡山市高田町１４１－６　シ （歯訪診）第419号         平成29年 4月 1日
     ティパレス吉川１０６ （補管）第1100号          平成28年10月 1日
     0743-55-7275  (0743-55-7275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234020,096,5 ふくつじ歯科医院 〒639-1160 （補管）第1115号          平成29年 5月 1日
     郡歯96 大和郡山市北郡山町６３－１
     0743-52-8850  (0743-52-8850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235020,100,5 医療法人社団野村会野〒639-1042 （補管）第155号           平成 8年 4月 1日
     郡歯100 村歯科医院 大和郡山市小泉町５４９番地の４
     0743(52)3105  (0743-53-6351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236020,101,3 こうち歯科診療所 〒639-1057 （補管）第719号           平成14年 4月 1日
     郡歯101 大和郡山市山田町１５番地の１
     0743-53-0648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237020,102,1 医療法人越智会越智歯〒639-1119 （医管）第15号            平成19年11月 1日
     郡歯102 科 大和郡山市発志院町１８３番地１ （歯訪診）第353号         平成29年 4月 1日
     0743-56-8241  （歯ＣＡＤ）第360号       平成27年12月 1日
     （補管）第910号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238020,103,9 医療法人エスエイ　エ〒639-1028 （外来環）第137号         平成28年 9月 1日
     郡歯103 スエイ歯科医院 大和郡山市田中町字宮西５１７番 （歯ＣＡＤ）第163号       平成26年 7月 1日
     　アピタショッピングセンター大 （補管）第908号           平成19年10月 1日
     和郡山店２階
     0743-54-7855  (0743-54-7856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239020,104,7 医療法人エスエイ　エ〒639-1101 （外来環）第37号          平成23年 2月 1日
     郡歯104 スエイ歯科医院イオン大和郡山市下三橋町７４１　イオ （う蝕無痛）第35号        平成22年 4月 1日
     モール大和郡山 ンモール大和郡山１階 （歯ＣＡＤ）第321号       平成27年 6月 1日
     0743-58-6528  (0743-58-6525) （手術歯根）第4号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第37号          平成23年 9月 1日
     （補管）第953号           平成22年 3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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  240020,106,2 医療法人ＹＡＭＡＵＣ〒639-1042 （外来環）第135号         平成28年10月 1日
     郡歯106 ＨＩ　やまうち歯科ク大和郡山市小泉町５６２番地２ （歯訪診）第245号         平成28年10月 1日
     リニック 0743-85-5454  (0743-85-5455) （歯ＣＡＤ）第249号       平成26年10月 1日
     （補管）第1039号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241030,006,2 中島歯科医院 〒630-0213 （補管）第320号           平成 8年 4月 1日
     駒歯6 生駒市東生駒２丁目２０７番地３ （１７５）第164号         平成14年 4月 1日
     ８７
     07437(4)5666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242030,010,4 中村歯科医院 〒630-0242 （補管）第321号           平成 8年 4月 1日
     駒歯10 生駒市新生駒台１１番１７号
     07437(4)7047  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243030,013,8 平川歯科医院 〒630-0213 （歯ＣＡＤ）第457号       平成29年 6月 1日
     駒歯13 生駒市東生駒町１丁目　東前マン （補管）第529号           平成 8年 4月 1日
     ション１Ｆ （１７５）第297号         平成14年 5月 1日
     07437(4)4705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244030,014,6 岩崎歯科医院 〒630-0251 （歯訪診）第15号          平成28年 4月 1日
     駒歯14 生駒市谷田町８７０　中谷ビル （歯ＣＡＤ）第294号       平成27年 2月 1日
     07437(4)8548  （補管）第322号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第311号         平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245030,016,1 山中歯科医院 〒630-0101 （補管）第323号           平成 8年 4月 1日
     駒歯16 生駒市高山町７６７５－１ （１７５）第165号         平成14年 4月 1日
     07437(8)0814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246030,020,3 佐野歯科医院 〒630-0263 （補管）第324号           平成 8年 4月 1日
     駒歯20 生駒市中菜畑１丁目１１７０－４
     07437(4)4618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247030,024,5 鈴鹿歯科医院 〒630-0213 （補管）第666号           平成12年 4月 1日
     駒歯24 生駒市東生駒１丁目７０－６ （１７５）第166号         平成14年 4月 1日
     07437(4)7007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248030,025,2 久保田歯科医院 〒630-0213 （歯訪診）第16号          平成28年 4月 1日
     駒歯25 生駒市東生駒１丁目６１－２　大 （歯ＣＡＤ）第24号        平成26年 4月 1日
     平ビル４Ｆ （補管）第521号           平成 8年 5月 1日
     07437(4)9050  （１７５）第167号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249030,026,0 山本歯科医院 〒630-0257 （歯技工）第39号          平成22年 4月 1日
     駒歯26 生駒市元町１丁目１３番１号 （補管）第326号           平成 8年 4月 1日
     07437(5)3151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  250030,027,8 霜田歯科医院 〒630-0223 （歯訪診）第182号         平成28年 6月 1日
     駒歯27 生駒市小瀬町４６９－３ （歯ＣＡＤ）第409号       平成28年 6月 1日
     07437(6)8801  （補管）第327号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251030,030,2 中溝歯科医院 〒630-0223 （歯訪診）第17号          平成28年 4月 1日
     駒歯30 生駒市小瀬町３４－７ （補管）第329号           平成 8年 4月 1日
     07437(6)8101  （１７５）第168号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252030,034,4 木原歯科医院 〒630-0133 （手顕微加）第3号         平成28年 4月 1日
     駒歯34 生駒市あすか野南２丁目１－９ （歯ＣＡＤ）第199号       平成26年 8月 1日
     0743(79)0381  （歯技工）第54号          平成22年 5月 1日
     （根切顕微）第3号         平成28年 4月 1日
     （補管）第331号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253030,037,7 中谷矯正歯科 〒630-0252 （補管）第332号           平成 8年 4月 1日
     駒歯37 生駒市山崎町４－５　ＮＤＡビル （１７５）第169号         平成14年 4月 1日
     ３Ｆ
     07437(4)5085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254030,038,5 すみだ歯科医院 〒630-0224 （歯訪診）第18号          平成28年 4月 1日
     駒歯38 生駒市萩の台３丁目２－７ （補管）第855号           平成18年 4月 1日
     07437(6)8013  （１７５）第170号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255030,039,3 松中歯科医院 〒630-0201 （外来環）第2号           平成20年 4月 1日
     駒歯39 生駒市小明町稲倉５４４－１　西 （歯訪診）第19号          平成28年 4月 1日
     口ビル２階 （在推進）第5号           平成26年 4月 1日
     0743(75)5233  （う蝕無痛）第7号         平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2号         平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第6号         平成22年 4月 1日
     （補管）第333号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256030,045,0 速水歯科 〒630-0212 （歯技工）第62号          平成22年 8月 1日
     駒歯45 生駒市辻町３９９－５０　トキワ （補管）第335号           平成 8年 4月 1日
     ビル２Ｆ
     07437(5)1537  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257030,046,8 糸数歯科 〒630-0251 （補管）第336号           平成 8年 4月 1日
     駒歯46 生駒市谷田町３７１－３　フアミ
     ール生駒２Ｆ
     07437(4)5663  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258030,047,6 奥田歯科医院 〒630-0244 （歯ＣＡＤ）第222号       平成26年 9月 1日
     駒歯47 生駒市東松ヶ丘７－１　ローラン （補管）第337号           平成 8年 4月 1日
     生駒１０１ （１７５）第171号         平成14年 4月 1日
     07437(3)0087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  259030,051,8 湖山歯科医院 〒630-0233 （歯訪診）第271号         平成29年 1月 1日
     駒歯51 生駒市有里町９２　ニューライフ （歯ＣＡＤ）第25号        平成26年 4月 1日
     関屋１０１，１０２号 （補管）第340号           平成 8年 4月 1日
     07437(6)6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260030,056,7 ひさやま歯科 〒630-0251 （歯ＣＡＤ）第329号       平成27年 7月 1日
     駒歯56 生駒市谷田町８８２ー２司ビル１ （補管）第343号           平成 8年 4月 1日
     階 （１７５）第172号         平成14年 4月 1日
     07437-4-0036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261030,057,5 ささき歯科 〒630-0243 （歯訪診）第124号         平成28年 4月 1日
     駒歯57 生駒市俵口町４５４ー１ （歯ＣＡＤ）第134号       平成26年 6月 1日
     07437-3-0070  （補管）第344号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262030,058,3 池田歯科医院 〒630-0261 （歯ＣＡＤ）第126号       平成26年 5月 1日
     駒歯58 生駒市西旭ヶ丘１２ー３３ （補管）第345号           平成 8年 4月 1日
     07437-5-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263030,060,9 すけの歯科 〒630-0212 （歯ＣＡＤ）第420号       平成28年 9月 1日
     駒歯60 生駒市辻町７５１－１　ふあみー （補管）第347号           平成 8年 4月 1日
     ゆ東生駒４Ｆ
     07437-5-7800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264030,063,3 寺野歯科医院 〒630-0251 （補管）第758号           平成15年 3月 1日
     駒歯63 生駒市谷田町１６００番地　アン
     トレいこま①
     07437(4)5728  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265030,064,1 うちだ矯正歯科クリニ〒630-0257 （補管）第725号           平成14年 4月 1日
     駒歯64 ック 生駒市元町１－３－１５桑原ビル （１７５）第173号         平成14年 4月 1日
     ３階
     0743-72-1187  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266030,065,8 牧田歯科医院 〒630-0263 （歯ＣＡＤ）第366号       平成28年 1月 1日
     駒歯65 生駒市中菜畑１丁目４９番１号　 （補管）第605号           平成10年 4月 1日
     和州ビル２Ｆ　２０２
     0743-73-1700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267030,070,8 鹿ノ台歯科クリニック〒630-0114 （歯訪診）第399号         平成29年 4月 1日
     駒歯70 生駒市鹿ノ台西１丁目１番１８ （歯ＣＡＤ）第135号       平成26年 6月 1日
     0743-79-0008  （ＧＴＲ）第4号           平成20年 4月 1日
     （補管）第623号           平成10年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268030,073,2 おぐら歯科 〒630-0226 （補管）第648号           平成11年 6月 9日
     駒歯73 生駒市小平尾町９３イオンタウン
     生駒南ショッピングセンター
     0743-77-0648  



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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  269030,074,0 安田歯科医院 〒630-0251 （う蝕無痛）第48号        平成24年 8月 1日
     駒歯74 生駒市谷田町８９０－１１伊藤企 （歯ＣＡＤ）第240号       平成26年 9月 1日
     画ビル２階 （手術歯根）第18号        平成24年 8月 1日
     0743-73-0852  （補管）第654号           平成11年 9月 8日
     （１７５）第175号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270030,075,7 からにしき歯科クリニ〒630-0123 （う蝕無痛）第26号        平成20年 6月 1日
     駒歯75 ック 生駒市真弓南１－６－９ （歯ＣＡＤ）第403号       平成28年 4月 1日
     0743-79-4149  （補管）第653号           平成11年 9月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271030,076,5 きむら歯科 〒630-0122 （補管）第658号           平成11年11月 1日
     駒歯76 生駒市真弓４－４－５
     0743-71-1184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272030,078,1 品川歯科医院 〒630-0257 （歯技工）第32号          平成22年 4月 1日
     駒歯78 生駒市元町１－５－１３ （補管）第709号           平成13年12月 1日
     0743-73-2323  （１７５）第176号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273030,079,9 いとう歯科 〒630-0213 （歯訪診）第64号          平成28年 4月 1日
     駒歯79 生駒市東生駒２ー２０７ー８２ （歯ＣＡＤ）第122号       平成26年 5月 1日
     0743-71-6500  （補管）第677号           平成12年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274030,081,5 ともだ歯科医院 〒630-0122 （歯ＣＡＤ）第388号       平成28年 4月 1日
     駒歯81 生駒市真弓４丁目４－２ （ＧＴＲ）第5号           平成20年 4月 1日
     0743-78-9219  （補管）第769号           平成15年 7月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275030,082,3 かまた歯科医院 〒630-0121 （補管）第804号           平成16年 8月 2日
     駒歯82 生駒市北大和１丁目１４番５号
     0743-71-3237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276030,084,9 忠歯科医院 〒630-0222 （歯ＣＡＤ）第227号       平成26年 9月 1日
     駒歯84 生駒市壱分町８３番４８ （補管）第831号           平成17年 9月 1日
     0743-76-8002  (0743-76-8051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277030,085,6 山本歯科クリニック 〒630-0136 （医管）第13号            平成18年 5月11日
     駒歯85 生駒市白庭台６丁目１－１ （歯援診）第57号          平成28年 7月 1日
     0743-70-1855  (0743-70-1866) （歯リハ２）第8号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第77号        平成26年 4月 1日
     （補管）第859号           平成18年 5月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278030,086,4 越智歯科医院 〒630-0136 （歯訪診）第125号         平成28年 4月 1日
     駒歯86 生駒市白庭台３丁目１５番３号 （補管）第858号           平成18年 5月 8日
     0743-78-2241  (0743-78-2241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  279030,092,2 おおはし歯科 〒630-0252 （外来環）第64号          平成26年 7月 1日
     駒歯92 生駒市山崎町２１－３９　グラン （医管）第81号            平成28年 8月 1日
     レーヴ東生駒１Ｆ （在歯管）第38号          平成28年 8月 1日
     0743-75-8241  （歯訪診）第338号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第256号       平成26年10月 1日
     （補管）第919号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280030,093,0 後藤歯科クリニック 〒630-0245 （医管）第54号            平成28年 5月 1日
     駒歯93 生駒市北新町１０－４０プレミエ （歯ＣＡＤ）第358号       平成27年11月 1日
     メゾン２０２号 （補管）第936号           平成21年 1月 1日
     0743-73-8469  (0743-73-8470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281030,094,8 さつき台歯科クリニッ〒630-0221 （ＧＴＲ）第30号          平成21年 5月 1日
     駒歯94 ク 生駒市さつき台２－４５１－２０ （補管）第941号           平成21年 5月 1日
     ５
     0743-72-4618  (0743-72-4628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282030,095,5 西村歯科クリニック 〒630-0221 （外来環）第128号         平成28年 9月 1日
     駒歯95 生駒市さつき台２－４５１－３１ （医管）第85号            平成28年 9月 1日
     0743-77-0006  (0743-77-0006) （在歯管）第41号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第324号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第175号       平成26年 7月 1日
     （補管）第964号           平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283030,096,3 中島歯科医院 〒630-0298 （補管）第968号           平成22年10月 1日
     駒歯96 生駒市谷田町１６００近鉄百貨店
     ３Ｆ
     0743-70-8020  (0743-70-8021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284030,100,3 島野歯科クリニック 〒630-0137 （外来環）第61号          平成26年 7月 1日
     駒歯100 生駒市西白庭台２－２０－４ （医管）第114号           平成29年 5月 1日
     0743-71-2860  (0743-71-2862) （歯援診）第66号          平成28年10月 1日
     （在歯管）第65号          平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第8号         平成26年 4月 1日
     （補管）第1022号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285030,101,1 匠デンタルクリニック〒630-0246 （外来環）第100号         平成27年12月 1日
     駒歯101 生駒市西松ケ丘１－４３ナビール （歯訪診）第402号         平成29年 4月 1日
     ＳＡＮＷＡ１０１ （歯ＣＡＤ）第125号       平成26年 5月 1日
     0743-85-4618  (0743-85-4618) （ＧＴＲ）第43号          平成25年 6月 1日
     （補管）第1028号          平成25年 5月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286030,102,9 かみだ歯科 〒630-0135 （外来環）第136号         平成28年10月 1日
     駒歯102 生駒市南田原町８２１番１ （歯訪診）第253号         平成28年11月 1日
     0743-70-0808  (0743-70-0808) （歯ＣＡＤ）第4号         平成26年 4月 1日
     （補管）第1033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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  287030,106,0 大谷歯科医院 〒630-0213 （歯訪診）第424号         平成29年 6月 1日
     駒歯106 生駒市東生駒１－７７－７マティ （歯ＣＡＤ）第456号       平成29年 6月 1日
     エールビル２階Ｂ （補管）第667号           平成12年 4月 1日
     0743-75-4949  （酸単）第5387号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288030,107,8 翔デンタルクリニック〒630-0251 （補管）第891号           平成19年 4月 2日
     駒歯107 生駒市谷田町８５０－４　谷田ビ
     ル２Ａ
     0743-75-8448  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289030,108,6 かわなみ歯科医院 〒630-0243 （補管）第911号           平成19年11月 1日
     駒歯108 生駒市俵口町９５番地５７
     0743-75-4182  (0743-75-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290030,111,0 医療法人　歯科増田医〒630-0257 （歯訪診）第396号         平成29年 4月 1日
     駒歯111 院 生駒市元町１－５－１２　本城ビ （補管）第995号           平成24年 3月 1日
     ル４Ｆ
     0743-74-1020  (0743-74-2120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291030,112,8 ゆめはんな歯科クリニ〒630-0115 （外来環）第68号          平成26年 9月 1日
     駒歯112 ック登美ヶ丘 生駒市鹿畑町３０２７イオン奈良 （か強診）第65号          平成29年 4月 1日
     登美ヶ丘ショッピングセンター１ （歯援診）第77号          平成29年 4月 1日
     Ｆ （歯訪診）第403号         平成29年 4月 1日
     0743-71-4182  (0743-71-1300) （歯ＣＡＤ）第121号       平成26年 4月 1日
     （補管）第1013号          平成24年 9月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292030,113,6 ひかり歯科口腔外科 〒630-0245 （歯ＣＡＤ）第306号       平成27年 4月 1日
     駒歯113 生駒市北新町１０番３６－４０１ （補管）第1050号          平成26年 5月 1日
     号
     0743-73-8282  (0743-73-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293030,200,1 原歯科医院 〒630-0122 （歯訪診）第309号         平成29年 3月 1日
     駒歯200 生駒市真弓１－１－８　ディアコ （歯ＣＡＤ）第429号       平成28年11月 1日
     ート真弓 （補管）第1034号          平成25年 8月 1日
     0743-78-8046  (0743-78-8046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294030,201,9 本多矯正歯科 〒630-0245 （矯診）第24号            平成25年12月 1日
     駒歯201 生駒市北新町１２－３８－２０２ （顎診）第15号            平成25年12月 1日
     ビアンプラッセ２Ｆ
     0743-71-8817  (0743-71-8839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295030,202,7 山内歯科医院 〒630-0257 （歯訪診）第421号         平成29年 4月 1日
     駒歯202 生駒市元町１丁目３－２７　馬渕 （歯ＣＡＤ）第443号       平成29年 3月 1日
     ビル５Ｆ （補管）第1036号          平成25年 8月 1日
     0743-75-8858  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  296030,203,5 やいり歯科医院 〒630-0121 （歯ＣＡＤ）第124号       平成26年 5月 1日
     駒歯203 生駒市北大和４丁目１番８号 （補管）第1049号          平成26年 5月 1日
     0743-20-8030  (0743-20-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297030,204,3 いこまデンタルクリニ〒630-0252 （外来環）第78号          平成26年11月 1日
     駒歯204 ック 生駒市山崎町２番６号 （医管）第34号            平成27年 2月 1日
     0743-72-2188  (0743-72-2188) （歯援診）第81号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第10号          平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第349号       平成27年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第49号          平成26年11月 1日
     （補管）第1060号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298030,205,0 なごみ歯科クリニック〒630-0136 （外来環）第103号         平成28年 4月 1日
     駒歯205 生駒市白庭台四丁目９番１２号 （歯訪診）第93号          平成28年 4月 1日
     0743-72-6480  (0743-72-0648) （手顕微加）第4号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第319号       平成27年 6月 1日
     （根切顕微）第4号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1070号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299030,206,8 ケイキ歯科医院 〒630-0201 （外来環）第172号         平成29年 3月 1日
     駒歯206 生駒市小明町１５４９－１　グレ （医管）第95号            平成28年12月 1日
     イス奥山１０３ （か強診）第61号          平成29年 3月 1日
     0743-85-7692  (0743-85-7260) （歯援診）第74号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第49号          平成28年12月 1日
     （歯訪診）第332号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第363号       平成27年12月 1日
     （補管）第1077号          平成27年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300030,207,6 たつみ歯科 〒630-0233 （補管）第1109号          平成29年 3月 1日
     駒歯207 生駒市有里町４５番地１
     0743-87-9692  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301030,208,4 山岡歯科医院 〒630-0223 （補管）第1110号          平成29年 4月 1日
     駒歯208 生駒市小瀬町８９８番地の４
     0743-76-8215  (0743-76-8215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302040,018,5 下岡歯科医院 〒633-0005 （外来環）第56号          平成26年 4月 1日
     桜歯18 桜井市大字忍阪４５の１ （歯訪診）第94号          平成28年 4月 1日
     07444(2)6000  （歯リハ２）第9号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第78号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第34号          平成23年 5月 1日
     （補管）第271号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303040,019,3 福辻歯科医院 〒633-0053 （歯訪診）第315号         平成29年 3月 1日
     桜歯19 桜井市谷２５６番地８ （歯技工）第2号           平成22年 4月 1日
     07444(2)2912  （補管）第272号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第177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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  304040,020,1 芭蕉堂歯科医院 〒633-0091 （歯訪診）第286号         平成29年 1月 1日
     桜歯20 桜井市桜井９３５ （補管）第273号           平成 8年 4月 1日
     07444(3)8648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305040,021,9 杉平歯科医院桜井診療〒633-0063 （歯訪診）第136号         平成28年 5月 1日
     桜歯21 所 桜井市川合２５９－３　クレスト （歯ＣＡＤ）第270号       平成26年12月 1日
     和光２Ｆ （歯技工）第30号          平成22年 4月 1日
     07444(3)6488  （補管）第274号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第178号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306040,024,3 近藤歯科医院 〒633-0062 （歯訪診）第23号          平成28年 4月 1日
     桜歯24 桜井市粟殿４５３－３ （歯技工）第1号           平成22年 4月 1日
     07444(3)7188  （補管）第276号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307040,025,0 上杉歯科医院 〒633-0072 （補管）第539号           平成 8年 6月 1日
     桜歯25 桜井市箸中９７９－１ （１７５）第179号         平成14年 4月 1日
     07444(5)3330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308040,026,8 辻歯科医院 〒633-0000 （歯訪診）第24号          平成28年 4月 1日
     桜歯26 桜井市大東町７７２ （歯ＣＡＤ）第260号       平成26年11月 1日
     07444(2)6876  （歯技工）第20号          平成22年 4月 1日
     （補管）第277号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309040,027,6 山本歯科医院 〒633-0067 （歯技工）第69号          平成27年 3月 1日
     桜歯27 桜井市大福７９ （補管）第519号           平成 8年 5月 1日
     07444(2)3110  （１７５）第181号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310040,028,4 中村歯科医院 〒633-0091 （補管）第278号           平成 8年 4月 1日
     桜歯28 桜井市桜井５３０－３
     07444(5)0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311040,029,2 南野歯科医院 〒633-0063 （歯訪診）第20号          平成28年 4月 1日
     桜歯29 桜井市川合２５６の６番地 （補管）第279号           平成 8年 4月 1日
     07444(3)7418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312040,030,0 御簾歯科医院 〒633-0062 （歯訪診）第25号          平成28年 4月 1日
     桜歯30 桜井市粟殿１０１６－５ （歯ＣＡＤ）第79号        平成26年 4月 1日
     07444(5)4618  （補管）第716号           平成14年 4月 1日
     （１７５）第182号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313040,032,6 下村歯科医院 〒633-0091 （歯訪診）第26号          平成28年 4月 1日
     桜歯32 桜井市大字桜井２０３の２番地 （歯ＣＡＤ）第290号       平成27年 2月 1日
     07444(3)0418  （補管）第281号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第184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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  314040,034,2 岡村歯科医院 〒633-0001 （歯訪診）第255号         平成28年11月 1日
     桜歯34 桜井市三輪３５４－３１ （歯ＣＡＤ）第263号       平成26年11月 1日
     07444(2)6336  （補管）第520号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315040,036,7 ふくだ歯科医院 〒633-0091 （歯訪診）第390号         平成29年 4月 1日
     桜歯36 桜井市大字桜井１３９－１ （補管）第282号           平成 8年 4月 1日
     07444(5)0110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316040,039,1 有城歯科医院 〒633-0112 （補管）第283号           平成 8年 4月 1日
     桜歯39 桜井市初瀬９０３の１ （１７５）第185号         平成14年 4月 1日
     07444(7)7555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317040,040,9 小山歯科 〒633-0005 （歯訪診）第186号         平成28年 7月 1日
     桜歯40 桜井市忍阪１－１グランドール朝 （歯ＣＡＤ）第410号       平成28年 7月 1日
     倉１Ｆ （補管）第284号           平成 8年 4月 1日
     07444(6)0008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318040,041,7 岩城歯科医院 〒633-0067 （歯訪診）第138号         平成28年 5月 1日
     桜歯41 桜井市大福２７０ （補管）第285号           平成 8年 4月 1日
     07444(6)1000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319040,042,5 西川歯科医院 〒633-0064 （歯訪診）第334号         平成29年 3月 1日
     桜歯42 桜井市戒重３０６－８ （補管）第503号           平成 8年 5月 1日
     07444(6)3333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320040,045,8 伯田歯科医院 〒633-0091 （歯ＣＡＤ）第26号        平成26年 4月 1日
     桜歯45 桜井市桜井５６０の１ （補管）第287号           平成 8年 4月 1日
     07444-2-9230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321040,046,6 上田歯科医院 〒633-0001 （歯訪診）第95号          平成28年 4月 1日
     桜歯46 桜井市三輪３９４番地 （う蝕無痛）第8号         平成20年 4月 1日
     07444(2)6229  （歯ＣＡＤ）第452号       平成29年 5月 1日
     （補管）第288号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322040,047,4 杉平歯科医院　三輪診〒633-0001 （歯訪診）第341号         平成29年 3月 1日
     桜歯47 療所 桜井市大字三輪３９２－１ （補管）第671号           平成12年 5月 1日
     07444-2-6262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323040,049,0 とよだ歯科医院 〒633-0061 （歯訪診）第391号         平成29年 4月 1日
     桜歯49 桜井市上之庄２７８－１ （う蝕無痛）第9号         平成20年 4月 1日
     0744-44-1700  （歯ＣＡＤ）第80号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第12号        平成23年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第35号          平成23年 5月 1日
     （補管）第595号           平成 9年11月19日
     （酸単）第5406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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  324040,051,6 竹野歯科医院 〒633-0054 （歯訪診）第318号         平成29年 3月 1日
     桜歯51 桜井市阿部５１１の２ （補管）第632号           平成10年12月 2日
     0744-44-1146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325040,052,4 上海道歯科医院 〒633-0084 （歯訪診）第187号         平成28年 7月 1日
     桜歯52 桜井市太田２４２－３ （歯ＣＡＤ）第27号        平成26年 4月 1日
     （補管）第643号           平成11年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326040,053,2 つだ歯科医院 〒633-0062 （歯訪診）第400号         平成29年 4月 1日
     桜歯53 桜井市粟殿１０１４－１ （歯ＣＡＤ）第449号       平成29年 4月 1日
     0744-44-1418  （補管）第708号           平成13年11月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327040,054,0 松井歯科医院 〒633-0091 （補管）第838号           平成17年12月 1日
     桜歯54 桜井市桜井２６番地の２
     0744-42-2236  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328040,056,5 橋本歯科医院 〒633-0091 （外来環）第16号          平成20年 8月 1日
     桜歯56 桜井市桜井８８７ （歯訪診）第21号          平成28年 4月 1日
     0744-42-3122  (0744-42-5455) （歯ＣＡＤ）第81号        平成26年 5月 1日
     （歯技工）第13号          平成22年 4月 1日
     （補管）第917号           平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329040,057,3 さかぐち歯科クリニッ〒633-0041 （歯訪診）第126号         平成28年 4月 1日
     桜歯57 ク 桜井市上之宮４０４－１ （歯ＣＡＤ）第430号       平成28年11月 1日
     0744-46-5255  (0744-46-5255) （補管）第997号           平成24年 5月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330040,058,1 竹内歯科医院 〒633-0054 （歯訪診）第22号          平成28年 4月 1日
     桜歯58 桜井市阿部２９７－１ （補管）第1081号          平成27年10月 1日
     0744-43-8241  (0744-43-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331050,019,0 芳本歯科医院 〒636-0122 （歯訪診）第272号         平成29年 1月 1日
     生歯19 生駒郡斑鳩町阿波２丁目１４－４ （歯ＣＡＤ）第369号       平成28年 1月 1日
     07457(4)3355  （補管）第558号           平成 8年 8月 1日
     （１７５）第188号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332050,024,0 大宅歯科医院 〒636-0813 （歯訪診）第312号         平成29年 3月 1日
     生歯24 生駒郡三郷町信貴ヶ丘１丁目２－ （歯ＣＡＤ）第364号       平成27年12月 1日
     １８ （補管）第523号           平成 8年 5月 1日
     0745(73)0733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333050,025,7 内田歯科医院 〒636-0153 （歯訪診）第27号          平成28年 4月 1日
     生歯25 生駒郡斑鳩町龍田南四丁目３－１ （歯ＣＡＤ）第28号        平成26年 4月 1日
     １ （補管）第378号           平成 8年 4月 1日
     0745(75)2643  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  334050,028,1 西歯科 〒636-0941 （補管）第381号           平成 8年 4月 1日
     生歯28 生駒郡平群町大字緑ヶ丘１丁目６ （１７５）第190号         平成14年 4月 1日
     番２６号
     07437(4)0671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335050,032,3 畑中歯科医院 〒636-0824 （歯ＣＡＤ）第261号       平成26年11月 1日
     生歯32 生駒郡三郷町城山台３－８－２８ （補管）第382号           平成 8年 4月 1日
     0745(32)5200  （１７５）第192号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336050,036,4 吉良歯科医院 〒636-0803 （歯訪診）第293号         平成29年 2月 1日
     生歯36 生駒郡三郷町東信貴ヶ丘１丁目９ （補管）第542号           平成 8年 6月 1日
     －１９ （１７５）第193号         平成14年 4月 1日
     0745(32)2233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337050,037,2 なかにし歯科医院 〒636-0116 （歯訪診）第127号         平成28年 4月 1日
     生歯37 生駒郡斑鳩町法隆寺２丁目９－８ （補管）第384号           平成 8年 4月 1日
     07457(4)3338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338050,038,0 三室歯科医院 〒636-0802 （歯訪診）第65号          平成28年 4月 1日
     生歯38 生駒郡三郷町三室１丁目１４番８ （歯ＣＡＤ）第391号       平成28年 4月 1日
     号 （補管）第385号           平成 8年 4月 1日
     0745(72)0800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339050,039,8 船田歯科医院 〒636-0123 （歯訪診）第29号          平成28年 4月 1日
     生歯39 生駒郡斑鳩町興留９－４－２ （補管）第386号           平成 8年 4月 1日
     07457(5)7011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340050,040,6 平山歯科医院 〒636-0122 （歯訪診）第393号         平成29年 4月 1日
     生歯40 生駒郡斑鳩町阿波３丁目１の２７ （補管）第726号           平成14年 4月 1日
     　法隆寺駅前ビル１階 （１７５）第194号         平成14年 4月 1日
     07457(4)4708  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341050,041,4 うえだ歯科 〒636-0936 （外来環）第10号          平成20年 8月 1日
     生歯41 生駒郡平群町福貴１１３５－１ （歯訪診）第369号         平成29年 4月 1日
     07454(5)7565  （補管）第387号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342050,045,5 宇治歯科医院 〒636-0154 （歯訪診）第146号         平成28年 5月 1日
     生歯45 生駒郡斑鳩町龍田西４丁目１番４ （歯ＣＡＤ）第328号       平成27年 7月 1日
     ５号 （補管）第389号           平成 8年 4月 1日
     07457-5-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343050,046,3 胡内歯科医院 〒639-1063 （歯援診）第2号           平成29年 4月 1日
     生歯46 生駒郡安堵町かしの木台１丁目４ （歯訪診）第352号         平成29年 4月 1日
     ー３ （補管）第530号           平成 8年 4月 1日
     07435-7-4333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  344050,047,1 ほりうち歯科 〒636-0914 （歯訪診）第28号          平成28年 4月 1日
     生歯47 生駒郡平群町西宮２丁目６－２１ （歯ＣＡＤ）第29号        平成26年 4月 1日
     　サンローゼ竜田川１０２，１０ （補管）第390号           平成 8年 4月 1日
     ３号
     07454-5-6474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345050,050,5 吉村歯科医院 〒636-0123 （歯ＣＡＤ）第186号       平成26年 8月 1日
     生歯50 生駒郡斑鳩町興留７－６－１３ （補管）第659号           平成11年11月 1日
     0745-74-4107  （１７５）第196号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346050,051,3 大友歯科医院 〒636-0906 （外来環）第83号          平成27年 1月 1日
     生歯51 生駒郡平群町菊美台１ー７ー５宝 （歯援診）第18号          平成29年 4月 1日
     栄辰巳ビル２ー２ （歯訪診）第150号         平成28年 5月 1日
     0745-45-0180  （歯ＣＡＤ）第82号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第22号          平成20年 6月 1日
     （補管）第692号           平成13年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347050,052,1 さくら歯科医院 〒636-0813 （歯訪診）第259号         平成28年12月 1日
     生歯52 生駒郡三郷町信貴ケ丘１丁目１番 （歯ＣＡＤ）第238号       平成26年 9月 1日
     １２号安岡ビル１Ｆ （補管）第761号           平成15年 4月 1日
     0745-32-7860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348050,057,0 ｉーＤＥＮＴＡＬ　Ｃ〒636-0906 （外来環）第43号          平成24年 5月 1日
     生歯57 ＬＩＮＩＣ 生駒郡平群町菊美台１－１８－１ （う蝕無痛）第50号        平成25年 7月 1日
     １ （歯ＣＡＤ）第264号       平成26年11月 1日
     0745-46-1182  (0745-46-1181) （手術歯根）第20号        平成25年 7月 1日
     （補管）第869号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349050,058,8 つむら歯科医院 〒636-0904 （歯訪診）第382号         平成29年 4月 1日
     生歯58 生駒郡平群町三里３８５－１ （歯ＣＡＤ）第383号       平成28年 4月 1日
     0745-46-1115  (0745-46-1125) （補管）第903号           平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350050,059,6 中田歯科医院 〒636-0932 （歯訪診）第97号          平成28年 4月 1日
     生歯59 生駒郡平群町吉新４丁目１－２２ （歯ＣＡＤ）第251号       平成26年10月 1日
     0745-45-1262  (0745-45-6766) （補管）第904号           平成19年 7月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351050,060,4 うえむら歯科医院 〒639-1061 （歯訪診）第361号         平成29年 4月 1日
     生歯60 生駒郡安堵町東安堵１７１２－１ （歯ＣＡＤ）第252号       平成26年10月 1日
     0743-57-1020  (0743-57-1020) （補管）第907号           平成19年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352050,061,2 田村歯科クリニック 〒636-0123 （補管）第946号           平成21年 7月 1日
     生歯61 生駒郡斑鳩町興留５－１－３３－
     １０４
     0745-70-0118  (0745-70-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  353050,062,0 寺嶋歯科 〒636-0804 （歯訪診）第98号          平成28年 4月 1日
     生歯62 生駒郡三郷町美松ケ丘西１－１－ （歯ＣＡＤ）第399号       平成28年 4月 1日
     ７ （補管）第951号           平成21年12月 1日
     0745-32-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354050,064,6 小向井歯科クリニック〒636-0913 （か強診）第67号          平成29年 4月 1日
     生歯64 生駒郡平群町北信貴ケ丘１丁目５ （歯援診）第82号          平成29年 4月 1日
     ２４－１ （歯訪診）第422号         平成29年 4月 1日
     0745-46-2500  (0745-46-2500) （歯リハ２）第36号        平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第455号       平成29年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第58号          平成29年 4月 1日
     （補管）第1114号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355050,100,8 オオタ歯科 〒636-0914 （歯訪診）第99号          平成28年 4月 1日
     生歯100 生駒郡平群町西宮３丁目１２番１ （在推進）第1号           平成26年 4月 1日
     ０号 （歯ＣＡＤ）第187号       平成26年 8月 1日
     07454(5)4060  （補管）第616号           平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356050,101,6 医療法人大樹会　へぐ〒636-0933 （医管）第19号            平成22年 4月 1日
     生歯101 り歯科 生駒郡平群町下垣内８４－７ （歯援診）第11号          平成28年 5月 1日
     0745-46-2488  (0745-46-2490) （在歯管）第6号           平成24年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第116号       平成26年 5月 1日
     （補管）第957号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357050,103,2 医療法人　こうの歯科〒636-0131 （外来環）第109号         平成28年 4月 1日
     生歯103 医院 生駒郡斑鳩町服部１－１２－１２ （医管）第41号            平成28年 4月 1日
     0745-75-6556  (0745-75-6556) （か強診）第35号          平成28年 7月 1日
     （歯援診）第60号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第13号          平成28年 4月 1日
     （手顕微加）第5号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第52号        平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第272号       平成26年11月 1日
     （手術歯根）第22号        平成26年11月 1日
     （ＧＴＲ）第50号          平成26年11月 1日
     （根切顕微）第5号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1061号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358050,104,0 ことぶき歯科 〒636-0154 （外来環）第158号         平成28年12月 1日
     生歯104 生駒郡斑鳩町龍田西８丁目９－３ （歯ＣＡＤ）第435号       平成28年12月 1日
     ０ （補管）第1105号          平成28年12月 1日
     0745-43-8217  (0745-43-8214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359060,040,4 菊山歯科医院 〒633-1301 （歯訪診）第100号         平成28年 4月 1日
     陀歯40 宇陀郡御杖村神末３８８２ （補管）第417号           平成 8年 4月11日
     07459(5)2255  (07459(5)2611) （１７５）第312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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  360070,025,3 松原歯科医院 〒636-0247 （補管）第400号           平成 8年 4月 1日
     磯歯25 磯城郡田原本町阪手５３１
     07443(2)2550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361070,026,1 上田歯科医院 〒636-0300 （補管）第401号           平成 8年 4月 1日
     磯歯26 磯城郡田原本町１９５番地の３ （１７５）第201号         平成14年 4月 1日
     07443(2)2550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362070,029,5 片岡歯科医院 〒636-0341 （歯訪診）第30号          平成28年 4月 1日
     磯歯29 磯城郡田原本町大字薬王寺１４５ （歯ＣＡＤ）第315号       平成27年 5月 1日
     の４ （歯技工）第27号          平成22年 4月 1日
     07443(3)3777  （補管）第403号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363070,030,3 堀口歯科医院 〒636-0315 （補管）第404号           平成 8年 4月 1日
     磯歯30 磯城郡田原本町幸町１２５の３
     0744(33)3380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364070,031,1 安井歯科医院 〒636-0343 （外来環）第130号         平成28年10月 1日
     磯歯31 磯城郡田原本町秦庄４２６の１ （歯訪診）第101号         平成28年 4月 1日
     07443(3)5252  （補管）第405号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365070,032,9 上垣歯科医院 〒636-0202 （歯訪診）第31号          平成28年 4月 1日
     磯歯32 磯城郡川西町結崎４６０番地 （歯技工）第31号          平成22年 4月 1日
     07454(4)2100  （補管）第406号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366070,034,5 上田歯科医院 〒636-0202 （歯訪診）第152号         平成28年 5月 1日
     磯歯34 磯城郡川西町結崎７４７－２４ （補管）第407号           平成 8年 4月 1日
     07454(3)1456  （１７５）第203号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367070,035,2 弓場歯科医院 〒636-0202 （補管）第408号           平成 8年 4月 1日
     磯歯35 磯城郡川西町大字結崎字園田５９ （１７５）第298号         平成14年 5月 1日
     ４の９番地
     07454(4)1708  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368070,037,8 西川歯科医院 〒636-0300 （補管）第410号           平成 8年 4月 1日
     磯歯37 磯城郡田原本町６７４ （１７５）第204号         平成14年 4月 1日
     07443(2)2054  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369070,039,4 たつみ歯科医院 〒636-0204 （外来環）第32号          平成22年 9月 1日
     磯歯39 磯城郡川西町唐院３９９－２ （歯訪診）第209号         平成28年 8月 1日
     07454(3)2163  （歯リハ２）第21号        平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第32号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第7号           平成22年 4月 1日
     （補管）第412号           平成 8年 4月 1日
     （矯診）第18号            平成22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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  370070,040,2 坂本歯科医院 〒636-0313 （歯訪診）第366号         平成29年 4月 1日
     磯歯40 磯城郡田原本町旭町２３３－２ （歯ＣＡＤ）第448号       平成29年 4月 1日
     07443(2)0222  （補管）第413号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371070,042,8 さくら歯科 〒636-0300 （外来環）第31号          平成21年11月 1日
     磯歯42 磯城郡田原本町２００ （医管）第45号            平成28年 4月 1日
     0744-32-6480  （歯訪診）第32号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第30号        平成20年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第350号       平成27年10月 1日
     （補管）第415号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5434号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372070,043,6 おかもと歯科医院 〒636-0311 （歯訪診）第395号         平成29年 4月 1日
     磯歯43 磯城郡田原本町八尾５５５－５ （歯ＣＡＤ）第416号       平成28年 8月 1日
     07443-3-8480  （補管）第587号           平成 9年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373070,045,1 山本歯科医院 〒636-0312 （外来環）第90号          平成27年 4月 1日
     磯歯45 磯城郡田原本町新町２１０ー７ （歯訪診）第102号         平成28年 4月 1日
     07443-2-0212  （歯ＣＡＤ）第225号       平成26年 9月 1日
     （補管）第690号           平成13年 3月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374070,046,9 木虎歯科 〒636-0344 （医管）第51号            平成28年 4月 1日
     磯歯46 磯城郡田原本町宮森１７９－１ （在歯管）第19号          平成28年 4月 1日
     07443-4-5771  （歯訪診）第33号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第380号       平成28年 3月 1日
     （補管）第744号           平成14年 6月 4日
     （１７５）第308号         平成14年 6月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375070,047,7 はつおか歯科 〒636-0343 （歯訪診）第291号         平成29年 2月 1日
     磯歯47 磯城郡田原本町秦庄４５８－７ （歯ＣＡＤ）第438号       平成29年 2月 1日
     07443-2-2405  （補管）第745号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376070,049,3 岡澤歯科医院 〒636-0202 （歯訪診）第336号         平成29年 3月 1日
     磯歯49 磯城郡川西町結崎７４７－８ （歯ＣＡＤ）第145号       平成26年 6月 1日
     0745-43-1011  (0745-43-1011) （補管）第1011号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377070,052,7 宮川歯科医院 〒636-0344 （歯訪診）第385号         平成29年 4月 1日
     磯歯52 磯城郡田原本町宮森２９２ （補管）第1058号          平成26年10月10日
     0744-32-2518  (0744-32-2518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378070,053,5 福原歯科 〒636-0303 （補管）第1078号          平成27年 9月 1日
     磯歯53 磯城郡田原本町保津２１６－１
     0744-33-4518  (0744-33-6886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  379070,056,8 やすらぎ歯科医院 〒636-0201 （歯援診）第79号          平成29年 4月 1日
     磯歯56 磯城郡川西町下永１２７３－２５ （歯訪診）第374号         平成29年 4月 1日
     0743-64-3000  (0743-64-3000) （歯ＣＡＤ）第397号       平成28年 4月 1日
     （補管）第1090号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380080,021,0 金子歯科医院 〒635-0082 （歯訪診）第205号         平成28年 8月 1日
     大歯21 大和高田市本郷町２番４４号 （補管）第159号           平成 8年 4月 1日
     0745(52)2827  （１７５）第207号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381080,028,5 中原歯科医院 〒635-0077 （歯訪診）第70号          平成28年 4月 1日
     大歯28 大和高田市池田９０－３ （補管）第164号           平成 8年 4月 1日
     0745(22)7881  （１７５）第209号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382080,031,9 新田歯科医院 〒635-0034 （歯訪診）第34号          平成28年 4月 1日
     大歯31 大和高田市東三倉堂町９－１０ （補管）第165号           平成 8年 4月 1日
     0745(22)2125  （１７５）第211号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383080,032,7 サンワ歯科岡本 〒635-0014 （歯訪診）第35号          平成28年 4月 1日
     大歯32 大和高田市三和町８の１７ （歯ＣＡＤ）第147号       平成26年 6月 1日
     0745(22)0212  （歯技工）第33号          平成22年 4月 1日
     （補管）第166号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384080,038,4 羽山歯科医院 〒635-0052 （外来環）第46号          平成24年12月 1日
     大歯38 大和高田市奥田１８の１ （医管）第57号            平成28年 5月 1日
     0745(23)1526  （か強診）第17号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第47号          平成28年 6月 1日
     （手顕微加）第6号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第164号       平成26年 7月 1日
     （歯技工）第65号          平成23年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第36号          平成23年 6月 1日
     （根切顕微）第6号         平成28年 4月 1日
     （補管）第170号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385080,039,2 岡山歯科医院 〒635-0013 （歯訪診）第211号         平成28年 8月 1日
     大歯39 大和高田市昭和町３番１１７号 （歯ＣＡＤ）第83号        平成26年 4月 1日
     0745(23)0612  （補管）第171号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386080,041,8 辻阪歯科医院 〒635-0062 （歯訪診）第141号         平成28年 5月 1日
     大歯41 大和高田市礒野南町４－３２ （補管）第172号           平成 8年 4月 1日
     0745(53)2240  （１７５）第212号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387080,043,4 森井歯科医院 〒635-0084 （歯訪診）第410号         平成29年 4月 1日
     大歯43 大和高田市北片塩町４－２０ （う蝕無痛）第24号        平成20年 6月 1日
     0745(23)0118  （補管）第173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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  388080,046,7 当麻歯科医院 〒635-0082 （歯訪診）第229号         平成28年 9月 1日
     大歯46 大和高田市本郷町７番５号 （歯ＣＡＤ）第216号       平成26年 8月 1日
     0745(23)3339  （補管）第175号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389080,047,5 櫻井歯科医院 〒635-0086 （歯訪診）第275号         平成29年 1月 1日
     大歯47 大和高田市南本町４番１０号 （補管）第176号           平成 8年 4月 1日
     0745(52)2158  （１７５）第213号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390080,048,3 中井歯科医院 〒635-0051 （外来環）第66号          平成26年 8月 1日
     大歯48 大和高田市根成柿６０６－１ （医管）第99号            平成28年12月 1日
     0745(53)5332  （歯訪診）第239号         平成28年10月 1日
     （う蝕無痛）第23号        平成20年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第218号       平成26年 8月 1日
     （補管）第177号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391080,049,1 中川歯科医院 〒635-0043 （歯訪診）第128号         平成28年 4月 1日
     大歯49 大和高田市出１６５－３ （歯ＣＡＤ）第154号       平成26年 7月 1日
     0745(22)3645  （補管）第178号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392080,051,7 ミヤモト歯科医院 〒635-0055 （歯訪診）第298号         平成29年 2月 1日
     大歯51 大和高田市曽大根２ー３ー２０ （歯ＣＡＤ）第376号       平成28年 3月 1日
     0745(52)8185  （補管）第179号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393080,052,5 ウエダ歯科 〒635-0085 （外来環）第15号          平成20年 8月 1日
     大歯52 大和高田市片塩町６－１０ （医管）第32号            平成26年 8月 1日
     0745(22)8241  （か強診）第28号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第3号           平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第188号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第47号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第8号           平成20年 4月 1日
     （補管）第180号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394080,054,1 斉藤歯科クリニック 〒635-0095 （歯訪診）第190号         平成28年 7月 1日
     大歯54 大和高田市大中９５－１ （歯ＣＡＤ）第230号       平成26年 9月 1日
     0745(23)3600  （ＧＴＲ）第48号          平成26年 9月 1日
     （補管）第182号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395080,056,6 ふるた歯科医院 〒635-0094 （歯訪診）第325号         平成29年 3月 1日
     大歯56 大和高田市礒野北町１２番１７号 （う蝕無痛）第28号        平成20年 6月 1日
     0745(23)5030  （補管）第183号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396080,061,6 河合歯科診療所 〒635-0085 （歯ＣＡＤ）第346号       平成27年 8月 1日
     大歯61 大和高田市片塩町７－２ （補管）第187号           平成 8年 4月 1日
     0745(52)2050  （１７５）第214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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  397080,062,4 松尾歯科医院 〒635-0097 （外来環）第187号         平成29年 4月 1日
     大歯62 大和高田市北本町７－２７ （歯訪診）第36号          平成28年 4月 1日
     0745(52)2090  （歯リハ２）第27号        平成26年10月 1日
     （補管）第188号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398080,063,2 細山矯正歯科医院 〒635-0015 （歯訪診）第267号         平成29年 1月 1日
     大歯63 大和高田市幸町１０ー１６ （矯診）第12号            平成22年 4月 1日
     0745-52-3511  （顎診）第10号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399080,064,0 西井歯科医院 〒635-0051 （医管）第113号           平成29年 5月 1日
     大歯64 大和高田市根成柿西新願３８０番 （在歯管）第63号          平成29年 5月 1日
     １　Ａ－１０１ （歯訪診）第135号         平成28年 5月 1日
     0745-53-7302  （歯ＣＡＤ）第156号       平成26年 7月 1日
     （補管）第189号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400080,065,7 こまつ歯科医院 〒635-0061 （歯訪診）第252号         平成28年11月 1日
     大歯65 大和高田市礒野東町１－１０　上 （補管）第190号           平成 8年 4月 1日
     田ビル２Ｆ
     0745(23)8841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401080,068,1 北村歯科医院 〒635-0087 （歯ＣＡＤ）第84号        平成26年 4月 1日
     大歯68 大和高田市内本町７－３２ （補管）第614号           平成10年 7月 1日
     0745-23-3728  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402080,069,9 有井にった歯科医院 〒635-0072 （歯訪診）第386号         平成29年 4月 1日
     大歯69 大和高田市大字有井１４１－１ （歯ＣＡＤ）第302号       平成27年 3月 1日
     0745-23-3820  （補管）第618号           平成10年 7月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403080,071,5 神楽安田歯科医院 〒635-0026 （補管）第731号           平成14年 4月 1日
     大歯71 大和高田市神楽２７３－２
     0745-52-8148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404080,072,3 えんどう歯科クリニッ〒635-0025 （外来環）第117号         平成28年 7月 1日
     大歯72 ク 大和高田市神楽２丁目１２－３４ （医管）第56号            平成28年 5月 1日
     向井ビル１－３ （か強診）第29号          平成28年 7月 1日
     0745-23-5445  （歯援診）第43号          平成28年 5月 1日
     （在歯管）第21号          平成28年 5月 1日
     （歯リハ２）第30号        平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第301号       平成27年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第55号          平成28年 7月 1日
     （補管）第741号           平成14年 5月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405080,074,9 森田歯科医院 〒635-0025 （歯訪診）第299号         平成29年 2月 1日
     大歯74 大和高田市神楽３丁目２－３８ （歯ＣＡＤ）第299号       平成27年 3月 1日
     0745-52-3376  （補管）第792号           平成15年 5月 1日
     （１７５）第329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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  406080,076,4 やすだ歯科 〒635-0067 （歯訪診）第296号         平成29年 2月 1日
     大歯76 大和高田市春日町２丁目１番２５ （補管）第779号           平成16年 5月 1日
     －２号
     0745-22-8244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407080,078,0 岡歯科医院 〒635-0071 （外来環）第171号         平成29年 3月 1日
     大歯78 大和高田市築山１１３－１ （歯訪診）第193号         平成28年 7月 1日
     0745-24-1418  （歯ＣＡＤ）第232号       平成26年 9月 1日
     （補管）第836号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408080,080,6 たなべ歯科 〒635-0054 （歯訪診）第406号         平成29年 4月 1日
     大歯80 大和高田市曽大根１９６番地２Ｆ （歯ＣＡＤ）第120号       平成26年 4月 1日
     0745-25-1102  (0745-25-1102) （補管）第864号           平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409080,082,2 やまもと歯科 〒635-0015 （外来環）第57号          平成26年 4月 1日
     大歯82 大和高田市幸町３番１８号　オー （医管）第26号            平成25年10月 1日
     クタウン大和高田６Ｆ （か強診）第32号          平成28年 7月 1日
     0745-23-6480  (0745-23-6400) （歯援診）第6号           平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第134号         平成28年 4月 1日
     （在推進）第6号           平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第10号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第85号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第9号           平成20年 4月 1日
     （補管）第912号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410080,084,8 山下歯科医院 〒635-0097 （歯訪診）第405号         平成29年 4月 1日
     大歯84 大和高田市北本町１４－４大和高 （補管）第935号           平成21年 1月 1日
     田駅ビル２０３号
     0745-52-8100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411080,085,5 岡本歯科医院 〒635-0087 （外来環）第184号         平成29年 4月 1日
     大歯85 大和高田市内本町８－２７ （歯訪診）第266号         平成29年 1月 1日
     0745-52-2308  (0745-52-2308) （歯ＣＡＤ）第86号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第28号          平成21年 4月 1日
     （補管）第938号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412080,086,3 ひめじま歯科 〒635-0023 （外来環）第106号         平成28年 4月 1日
     大歯86 大和高田市日之出東本町１１－２ （歯訪診）第288号         平成29年 1月 1日
     ４ （歯ＣＡＤ）第361号       平成27年12月 1日
     0745-22-0648  （補管）第965号           平成22年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413080,087,1 ひらた歯科クリニック〒635-0022 （歯訪診）第335号         平成29年 3月 1日
     大歯87 大和高田市高田１４５４－１ （歯ＣＡＤ）第442号       平成29年 3月 1日
     0745-22-8228  (0745-22-8250) （補管）第1016号          平成24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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  414080,089,7 ふくおか歯科 〒635-0046 （歯訪診）第103号         平成28年 4月 1日
     大歯89 大和高田市西三倉堂１－９－１０ （歯ＣＡＤ）第305号       平成27年 4月 1日
     0745-22-8891  （ＧＴＲ）第51号          平成27年 4月 1日
     （補管）第1069号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415080,091,3 やすえデンタルクリニ〒635-0004 （外来環）第104号         平成28年 4月 1日
     大歯91 ック 大和高田市大字藤森１７１－７ （医管）第36号            平成28年 2月 1日
     0745-22-1133  (0745-22-1130) （か強診）第45号          平成28年 9月 1日
     （歯援診）第40号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第11号          平成28年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第373号       平成28年 2月 1日
     （補管）第1085号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416080,092,1 田中歯科診療所 〒635-0085 （歯訪診）第420号         平成29年 4月 1日
     大歯92 大和高田市片塩町１５番２０号 （歯技工）第78号          平成28年11月 1日
     0745-22-2979  (0745-23-3862) （補管）第1106号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417080,093,9 下 歯科医院 〒635-0051 （歯ＣＡＤ）第454号       平成29年 3月25日
     大歯93 大和高田市根成柿３２３ （補管）第1113号          平成29年 3月25日
     0745-22-4182  (0745-52-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418080,100,2 ふかみ歯科・矯正科ク〒635-0081 （歯訪診）第408号         平成29年 4月 1日
     大歯100 リニック 大和高田市高砂町６－２　梅本ビ （歯ＣＡＤ）第374号       平成28年 1月 1日
     ル２階 （補管）第1086号          平成28年 1月 1日
     0745-22-6480  (0745-22-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419090,020,0 川畑歯科医院 〒632-0052 （歯訪診）第37号          平成28年 4月 1日
     天歯20 天理市柳本町１３０２ （歯ＣＡＤ）第354号       平成27年10月 1日
     0743-66-2104  （補管）第193号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第215号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420090,033,3 藤本歯科医院 〒632-0017 （歯援診）第4号           平成29年 4月 1日
     天歯33 天理市田部町２３ （歯訪診）第38号          平成28年 4月 1日
     07436(3)1616  （歯技工）第55号          平成22年 6月 1日
     （補管）第197号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421090,037,4 西川歯科医院 〒632-0081 （歯訪診）第189号         平成28年 7月 1日
     天歯37 天理市二階堂上ノ庄町９５の５２ （歯ＣＡＤ）第237号       平成26年 9月 1日
     07436(4)1903  （補管）第201号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422090,039,0 近藤歯科医院 〒632-0074 （歯訪診）第173号         平成28年 6月 1日
     天歯39 天理市東井戸堂町４１２の１ （補管）第203号           平成 8年 4月 1日
     07436(3)5300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  423090,040,8 名倉歯科医院 〒632-0004 （外来環）第168号         平成29年 2月 1日
     天歯40 天理市櫟本町１４２３の７ （歯訪診）第221号         平成28年 8月 1日
     07436(5)4567  （歯ＣＡＤ）第189号       平成26年 8月 1日
     （補管）第204号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424090,043,2 堀内歯科医院 〒632-0094 （歯訪診）第147号         平成28年 5月 1日
     天歯43 天理市前栽町１１９－２１ （歯ＣＡＤ）第236号       平成26年 9月 1日
     0743-62-4836  （補管）第205号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425090,045,7 田中歯科医院 〒632-0034 （外来環）第59号          平成26年 4月 1日
     天歯45 天理市丹波市町３３４の１ （か強診）第38号          平成28年 8月 1日
     07436(2)0806  （歯援診）第30号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第39号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第39号        平成23年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第324号       平成27年 7月 1日
     （手術歯根）第9号         平成23年 2月 1日
     （補管）第206号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426090,046,5 飯田祥了歯科診療室 〒632-0016 （外来環）第113号         平成28年 5月 1日
     天歯46 天理市川原城町３１４番地 （医管）第71号            平成28年 7月 1日
     07436(2)0045  （か強診）第39号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第54号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第31号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第156号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第200号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第19号          平成20年 6月 1日
     （補管）第207号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427090,052,3 ひさし歯科医院 〒632-0004 （歯訪診）第273号         平成29年 1月 1日
     天歯52 天理市櫟本町１０８６－１ （歯ＣＡＤ）第87号        平成26年 5月 1日
     07436(5)0127  （補管）第211号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428090,053,1 堀川歯科医院 〒632-0004 （歯訪診）第262号         平成28年12月 1日
     天歯53 天理市櫟本町２４３４ （補管）第212号           平成 8年 4月 1日
     0743(65)3800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429090,056,4 なぐら歯科クリニック〒632-0015 （歯訪診）第333号         平成29年 3月 1日
     天歯56 天理市三島町１５４－７ （歯ＣＡＤ）第61号        平成26年 4月 1日
     0743-63-7838  （補管）第615号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430090,058,0 せんざい歯科クリニッ〒632-0094 （歯訪診）第277号         平成29年 1月 1日
     天歯58 ク 天理市前栽町７１－１ （歯ＣＡＤ）第217号       平成26年 8月 1日
     0743-62-8020  （補管）第707号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431090,059,8 上田歯科医院 〒632-0071 （歯訪診）第236号         平成28年10月 1日
     天歯59 天理市田井庄町６６６ （歯ＣＡＤ）第201号       平成26年 8月 1日
     0743-62-3352  （補管）第752号           平成14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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  432090,061,4 浦﨑歯科医院 〒632-0078 （歯訪診）第321号         平成29年 3月 1日
     天歯61 天理市杉本町２９０－４ （歯ＣＡＤ）第190号       平成26年 8月 1日
     0743-62-0635  （補管）第793号           平成16年 5月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433090,063,0 川畑歯科医院 〒632-0016 （歯訪診）第40号          平成28年 4月 1日
     天歯63 天理市川原城町３６１番地２ （歯ＣＡＤ）第325号       平成27年 7月 1日
     0743-62-8241  (0743-62-3279) （ＧＴＲ）第25号          平成20年10月 1日
     （補管）第873号           平成18年 7月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434090,064,8 松井歯科医院 〒632-0071 （歯訪診）第346号         平成29年 4月 1日
     天歯64 天理市田井庄町５２１ （う蝕無痛）第22号        平成20年 5月 1日
     07436-3-2340  (0743-63-0648) （補管）第888号           平成19年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435090,065,5 福地歯科医院 〒632-0032 （歯訪診）第364号         平成29年 4月 1日
     天歯65 天理市杣之内町４６８－１ （補管）第998号           平成24年 5月 1日
     0743-62-6077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436090,067,1 つじもと歯科医院 〒632-0017 （歯訪診）第373号         平成29年 4月 1日
     天歯67 天理市田部町５３６ （補管）第1007号          平成24年 7月 1日
     0743-85-6525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437090,068,9 なかじま歯科医院 〒632-0075 （補管）第1059号          平成26年10月 1日
     天歯68 天理市西井戸堂町４３０－８
     0743-62-0516  (0743-62-2064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438090,069,7 堀内歯科医院 〒632-0018 （歯訪診）第372号         平成29年 4月 1日
     天歯69 天理市別所町２２６－３ （歯ＣＡＤ）第370号       平成27年12月 1日
     0743-62-1748  (0743-62-1748) （補管）第1083号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439090,070,5 ＨａＮａデンタルクリ〒632-0018 （歯訪診）第418号         平成29年 4月 1日
     天歯70 ニック 天理市別所町２３７－３ （歯ＣＡＤ）第371号       平成28年 1月 5日
     0743-62-3766  (0743-62-3766) （補管）第1084号          平成28年 1月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440090,071,3 藤沢歯科医院 〒632-0062 （補管）第1093号          平成28年 4月 1日
     天歯71 天理市長柄町１８４７－５
     0743-66-2992  (0743-66-2992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441090,072,1 やまと歯科医院 〒632-0001 （歯訪診）第423号         平成29年 6月 1日
     天歯72 天理市中之庄町３９２－１ （補管）第1112号          平成29年 5月 1日
     0743-61-0877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442090,102,6 医療法人和光会西長柄〒632-0063 （補管）第215号           平成 8年 4月 1日
     天歯102 歯科診療所 天理市西長柄町４４９－２
     07436(7)1755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  443090,104,2 医療法人うおずみ歯科〒632-0001 （歯訪診）第413号         平成29年 4月 1日
     天歯104 診療所天理 天理市中之庄町５１０ー２ （補管）第687号           平成12年12月 1日
     0743-65-3251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444090,105,9 医療法人歯聖会山本歯〒632-0093 （外来環）第95号          平成27年 9月 1日
     天歯105 科医院 天理市指柳町２９３番地の５ （医管）第108号           平成29年 4月 1日
     0743-68-1881  （か強診）第26号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第51号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第59号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第41号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第136号       平成26年 6月 1日
     （補管）第791号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445090,106,7 医療法人和光会　天理〒632-0016 （歯援診）第26号          平成28年 9月 1日
     天歯106 駅前歯科診療所 天理市川原城町８４１ （補管）第782号           平成16年 4月 1日
     0743-62-0964  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446090,107,5 医療法人　吉岡歯科医〒632-0016 （歯訪診）第330号         平成29年 3月 1日
     天歯107 院 天理市川原城町８６４番地 （う蝕無痛）第37号        平成22年11月 1日
     0743-62-3207  (0743-62-3207) （歯ＣＡＤ）第212号       平成26年 8月 1日
     （補管）第971号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447090,108,3 医療法人　近山歯科医〒632-0052 （外来環）第72号          平成26年10月 1日
     天歯108 院 天理市柳本町７０２－１ （か強診）第8号           平成28年 4月 1日
     0743-66-3781  (0743-66-3781) （歯援診）第23号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第163号         平成28年 6月 1日
     （在推進）第8号           平成26年12月 1日
     （う蝕無痛）第47号        平成24年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第115号       平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第17号        平成24年 5月 1日
     （補管）第1004号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448110,007,3 藤井歯科医院 〒630-2341 （外来環）第132号         平成28年10月 1日
     山歯7 山辺郡山添村大字遅瀬３５４番地 （医管）第89号            平成28年10月 1日
     の８ （か強診）第48号          平成28年10月 1日
     0743-85-0935  (0743-85-0027) （歯援診）第65号          平成28年10月 1日
     （在歯管）第44号          平成28年10月 1日
     （歯訪診）第240号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第152号       平成26年 7月 1日
     （補管）第373号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449120,020,4 佐々木歯科医院 〒634-0078 （補管）第218号           平成 8年 4月 1日
     橿歯20 橿原市八木町２丁目５番１８号 （１７５）第218号         平成14年 4月 1日
     07442(3)2132  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  450120,027,9 内藤歯科医院 〒634-0014 （外来環）第55号          平成26年 4月 1日
     橿歯27 橿原市石原田町２３２の３番地 （医管）第47号            平成28年 4月 1日
     07442(5)1920  （在歯管）第15号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第104号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第243号       平成26年10月 1日
     （補管）第220号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451120,030,3 藤本歯科医院 〒634-0805 （補管）第720号           平成14年 4月 1日
     橿歯30 橿原市地黄町３３４番地の１２ （１７５）第219号         平成14年 4月 1日
     07442(3)5301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452120,032,9 田歯科医院 〒634-0835 （外来環）第157号         平成29年 1月 1日
     橿歯32 橿原市東坊城町５２６ （医管）第82号            平成28年 9月 1日
     07442(2)4184  （か強診）第55号          平成29年 1月 1日
     （歯援診）第63号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第39号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第71号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第23号        平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第140号       平成26年 6月 1日
     （補管）第222号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第221号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453120,039,4 浪崎歯科医院 〒634-0063 （歯訪診）第72号          平成28年 4月 1日
     橿歯39 橿原市久米町５６７ （歯ＣＡＤ）第400号       平成28年 4月 1日
     07442(7)5151  （補管）第225号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第222号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454120,047,7 仲歯科医院 〒634-0802 （外来環）第191号         平成29年 5月 1日
     橿歯47 橿原市新口町５１２番地 （歯訪診）第179号         平成28年 6月 1日
     07442(2)4015  （歯技工）第50号          平成22年 5月 1日
     （補管）第228号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455120,053,5 正田歯科医院 〒634-0804 （外来環）第3号           平成20年 4月 1日
     橿歯53 橿原市内膳町２丁目７番９号 （医管）第30号            平成26年 4月 1日
     07442(4)4454  （か強診）第24号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第7号           平成29年 4月 1日
     （在歯管）第2号           平成22年 4月 1日
     （在推進）第3号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第359号       平成27年12月 1日
     （補管）第230号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456120,054,3 植田歯科医院 〒634-0845 （補管）第231号           平成 8年 4月 1日
     橿歯54 橿原市中曽司町３１６の７
     07442(4)4730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  457120,056,8 平井歯科診療所 〒634-0045 （外来環）第170号         平成29年 2月 1日
     橿歯56 橿原市石川町８１ （歯訪診）第362号         平成29年 4月 1日
     0744(28)1222  （歯ＣＡＤ）第129号       平成26年 5月 1日
     （補管）第232号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458120,059,2 井歯科医院 〒634-0063 （歯訪診）第191号         平成28年 7月 1日
     橿歯59 橿原市久米町８６７ （う蝕無痛）第54号        平成27年 1月 1日
     07442(2)2778  （歯ＣＡＤ）第255号       平成26年10月 1日
     （手術歯根）第23号        平成27年 1月 1日
     （補管）第233号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第224号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459120,063,4 今西歯科クリニック 〒634-0005 （歯訪診）第43号          平成28年 4月 1日
     橿歯63 橿原市北八木町１丁目６－１ （歯ＣＡＤ）第295号       平成27年 3月 1日
     0744-24-5577  （補管）第237号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460120,064,2 大野歯科医院 〒634-0014 （補管）第238号           平成 8年 4月 1日
     橿歯64 橿原市石原田町３５１－１３
     07442(2)7316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461120,067,5 西内歯科医院 〒634-0045 （歯訪診）第411号         平成29年 4月 1日
     橿歯67 橿原市石川町４４０番地の６ （歯ＣＡＤ）第352号       平成27年10月 1日
     07442(8)1890  （補管）第239号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462120,068,3 市村歯科診療所 〒634-0043 （補管）第240号           平成 8年 4月 1日
     橿歯68 橿原市五条野町３２９－２
     07442(8)2030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463120,069,1 柏井歯科医院 〒634-0078 （歯訪診）第148号         平成28年 5月 1日
     橿歯69 橿原市八木町１－９ （歯ＣＡＤ）第176号       平成26年 7月 1日
     0744-23-0030  （補管）第241号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464120,070,9 中辻歯科医院 〒634-0063 （歯援診）第16号          平成28年10月 1日
     橿歯70 橿原市久米町５９６－２ （歯訪診）第44号          平成28年 4月 1日
     07442(7)9188  （歯ＣＡＤ）第345号       平成27年 8月 1日
     （補管）第242号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465120,071,7 安田歯科医院 〒634-0063 （補管）第243号           平成 8年 4月 1日
     橿歯71 橿原市久米町７１８－２ （１７５）第225号         平成14年 4月 1日
     07442(2)2155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466120,072,5 竹村歯科医院 〒634-0824 （補管）第244号           平成 8年 4月 1日
     橿歯72 橿原市一町第３５７番地の３
     0744-27-3680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  467120,073,3 宮本歯科医院 〒634-0063 （歯ＣＡＤ）第108号       平成26年 4月 1日
     橿歯73 橿原市久米町６００－１ （歯技工）第26号          平成22年 4月 1日
     07442(8)2277  （補管）第245号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468120,075,8 福西歯科医院 〒634-0042 （歯訪診）第370号         平成29年 4月 1日
     橿歯75 橿原市菖蒲町４丁目２番１８号 （歯ＣＡＤ）第98号        平成26年 4月 1日
     07442(8)2636  （補管）第246号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469120,078,2 辻之内歯科医院 〒634-0007 （歯訪診）第289号         平成29年 2月 1日
     橿歯78 橿原市葛本町３６５－７ （補管）第247号           平成 8年 4月 1日
     07442(3)1400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470120,080,8 ホワイト歯科医院 〒634-0078 （補管）第249号           平成 8年 4月 1日
     橿歯80 橿原市八木町１丁目５番３０　ダ
     イショービル２Ｆ
     07442(5)6588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471120,082,4 新ノ口たなか歯科 〒634-0802 （歯ＣＡＤ）第340号       平成27年 8月 1日
     橿歯82 橿原市新口町１５７－５ （補管）第250号           平成 8年 4月 1日
     07442(4)3339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472120,083,2 田中歯科医院 〒634-0006 （歯訪診）第142号         平成28年 5月 1日
     橿歯83 橿原市新賀町３１２－４ （歯ＣＡＤ）第93号        平成26年 4月 1日
     07442(3)8834  （補管）第251号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473120,084,0 森本歯科医院 〒634-0805 （外来環）第134号         平成28年10月 1日
     橿歯84 橿原市地黄町３３１－３ （歯訪診）第241号         平成28年10月 1日
     07442(4)2062  （補管）第252号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474120,085,7 藤井歯科医院 〒634-0831 （歯訪診）第282号         平成29年 1月 1日
     橿歯85 橿原市曽我町８０５－５ （歯ＣＡＤ）第436号       平成29年 1月 1日
     07442(4)6696  （補管）第253号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475120,087,3 吉川歯科医院 〒634-0003 （外来環）第114号         平成28年 6月 1日
     橿歯87 橿原市常盤町２８５番地 （医管）第74号            平成28年 7月 1日
     0744(22)4418  （歯援診）第58号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第33号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第45号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第33号        平成26年 4月 1日
     （補管）第255号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476120,089,9 岡歯科 〒634-0834 （外来環）第151号         平成28年12月 1日
     橿歯89 橿原市雲梯町字アラソ２４５－６ （医管）第62号            平成28年 6月 1日
     07442(4)8650  （歯訪診）第158号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第191号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第6号           平成22年 4月 1日
     （補管）第256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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  477120,090,7 仲川歯科クリニック 〒634-0845 （外来環）第138号         平成28年10月 1日
     橿歯90 橿原市中曽司町１５０－２ （医管）第87号            平成28年 9月 1日
     07442(3)6474  （在歯管）第42号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第46号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第42号        平成23年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第177号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第13号        平成23年 6月 1日
     （補管）第257号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478120,093,1 よねだ歯科医院 〒634-0077 （歯訪診）第47号          平成28年 4月 1日
     橿歯93 橿原市南八木町２丁目７－２４ （歯ＣＡＤ）第34号        平成26年 4月 1日
     07442(9)2220  （補管）第258号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479120,094,9 西川歯科医院 〒634-0812 （補管）第259号           平成 8年 4月 1日
     橿歯94 橿原市今井町１丁目４－１
     07442(2)2222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480120,097,2 せいじ歯科医院 〒634-0821 （外来環）第38号          平成23年 5月 1日
     橿歯97 橿原市西池尻町３４０ー３ （医管）第48号            平成28年 4月 1日
     07442-8-5817  （か強診）第14号          平成28年 4月 1日
     （歯援診）第17号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第16号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第4号         平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第56号        平成27年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第128号       平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第24号        平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第52号          平成27年 4月 1日
     （補管）第262号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5513号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481120,101,2 医療法人　仲川神宮前〒634-0063 （外来環）第36号          平成23年 1月 1日
     橿歯101 歯科 橿原市久米町６３７－２ （医管）第52号            平成28年 4月 1日
     0744(27)6661  （歯訪診）第48号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第17号        平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第38号        平成23年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第62号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第8号         平成23年 2月 1日
     （補管）第700号           平成13年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482120,102,0 奈良県心身障害者　歯〒634-0061 （歯特連）第5号           平成22年 7月 1日
     橿歯102 科衛生診療所 橿原市大久保町３２０－１１奈良 （歯訪診）第264号         平成29年 1月 1日
     県社会福祉総合センター内 （歯ＣＡＤ）第394号       平成28年 4月 1日
     07442(9)0115  （補管）第775号           平成16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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  483120,103,8 医療法人きたよし歯科〒634-0014 （歯訪診）第49号          平成28年 4月 1日
     橿歯103 医院 橿原市石原田町２２１番地の３依 （歯ＣＡＤ）第318号       平成27年 6月 1日
     岡ビル１階２号 （歯技工）第15号          平成22年 4月 1日
     0744-29-5344  （補管）第747号           平成14年10月 1日
     （１７５）第314号         平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484120,105,3 医療法人松川矯正歯科〒634-0804 （矯診）第20号            平成22年 8月 1日
     橿歯105 医院 橿原市内膳町一丁目第１街区５号
     　（有）大通口ビル４Ｆ
     0744-25-4541  (0744-25-5202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485120,106,1 医療法人壮貴会　エス〒634-0837 （外来環）第146号         平成28年12月 1日
     橿歯106 エイ歯科医院　橿原ア橿原市曲川町７－２０－１イオン （補管）第933号           平成20年12月 1日
     ルル モール橿原アルル内２階
     0744-21-2201  (0744-21-2210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486120,107,9 医療法人修仁会　 野〒634-0061 （外来環）第71号          平成26年10月 1日
     橿歯107 歯科クリニック 橿原市大久保町１－１ （歯訪診）第50号          平成28年 4月 1日
     0744-24-1511  (0744-24-7755) （歯ＣＡＤ）第35号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第44号          平成25年 5月 1日
     （補管）第1029号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487120,108,7 医療法人橿の木会　さ〒634-0845 （外来環）第143号         平成28年11月 1日
     橿歯108 わやか歯科 橿原市中曽司町１９１番地の１４ （医管）第39号            平成28年 4月 1日
     0744-29-5466  (0744-29-5477) （か強診）第36号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第37号          平成29年 3月 1日
     （在歯管）第35号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第51号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第365号       平成27年11月 1日
     （補管）第1082号          平成27年11月 1日
     （酸単）第5515号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488120,109,5 医療法人岩崎歯科診療〒634-0078 （外来環）第149号         平成28年11月 1日
     橿歯109 所 橿原市八木町１丁目７番３号 （医管）第97号            平成28年11月 1日
     0744-22-2134  (0744-22-2134) （歯訪診）第261号         平成28年11月 1日
     （手顕微加）第22号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第432号       平成28年11月 1日
     （歯技工）第76号          平成28年11月 1日
     （根切顕微）第20号        平成28年11月 1日
     （補管）第1103号          平成28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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  489120,200,2 醍醐よしかわ歯科 〒634-0072 （外来環）第115号         平成28年 6月 1日
     橿歯200 橿原市醍醐町５７３番地 （医管）第63号            平成28年 6月 1日
     07442-4-2373  （か強診）第16号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第48号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第23号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第160号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第36号        平成26年 4月 1日
     （補管）第713号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490120,201,0 タケウチデンタルクリ〒634-0063 （歯訪診）第306号         平成29年 2月 1日
     橿歯201 ニック 橿原市久米町５７１ー２白橿ビル （歯ＣＡＤ）第37号        平成26年 4月 1日
     １階 （補管）第265号           平成 8年 4月 1日
     07442-8-5322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491120,206,9 あおき歯科クリニック〒634-0835 （歯訪診）第105号         平成28年 4月 1日
     橿歯206 橿原市東坊城町４１６－５ （歯ＣＡＤ）第202号       平成26年 8月 1日
     07442(8)4618  （補管）第267号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492120,207,7 渡辺歯科医院 〒634-0006 （歯訪診）第292号         平成29年 2月 1日
     橿歯207 橿原市新賀町２７９－４ （歯ＣＡＤ）第269号       平成26年12月 1日
     07442(2)6725  （補管）第268号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493120,208,5 中川歯科医院 〒634-0835 （歯訪診）第380号         平成29年 4月 1日
     橿歯208 橿原市東坊城町９４２ （補管）第269号           平成 8年 4月 1日
     07442(7)4332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494120,209,3 かとう歯科 〒634-0005 （補管）第236号           平成 8年10月 1日
     橿歯209 橿原市北八木町１丁目５ー１６ （１７５）第229号         平成14年 4月 1日
     07442(3)4125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495120,215,0 高岡歯科医院 〒634-0045 （歯ＣＡＤ）第234号       平成26年 9月 1日
     橿歯215 橿原市石川町５０２－６ （補管）第633号           平成10年12月14日
     0744-26-1234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496120,218,4 ＨＡＴＡＫＥＹＡＭＡ〒634-0014 （補管）第660号           平成11年11月 1日
     橿歯218 　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬ橿原市石原田町１８８
     ＩＮＩＣ 0744-25-6345  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497120,221,8 三輪歯科医院 〒634-0007 （歯訪診）第237号         平成28年10月 1日
     橿歯221 橿原市葛本町８２２ー１１ （補管）第689号           平成13年 3月 2日
     0744-21-6123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498120,222,6 松川歯科医院 〒634-0072 （歯訪診）第254号         平成28年11月 1日
     橿歯222 橿原市醍醐町５０２－３４ （歯ＣＡＤ）第274号       平成26年12月 1日
     0744-29-0880  （補管）第704号           平成13年 8月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  499120,226,7 サクラデンタルクリニ〒634-0051 （外来環）第86号          平成27年 3月 1日
     橿歯226 ック 橿原市白橿町１丁目３－７ （歯訪診）第52号          平成28年 4月 1日
     0744-28-5515  （歯ＣＡＤ）第331号       平成27年 7月 1日
     （補管）第754号           平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500120,228,3 みぞかみ歯科 〒634-0821 （外来環）第185号         平成29年 4月 1日
     橿歯228 橿原市西池尻町字八ノ坪８７番１ （歯訪診）第304号         平成29年 2月 1日
     ６号 （歯ＣＡＤ）第280号       平成26年12月 1日
     0744-27-6664  （補管）第773号           平成15年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501120,229,1 しんたに歯科クリニッ〒634-0824 （歯ＣＡＤ）第92号        平成26年 4月 1日
     橿歯229 ク 橿原市一町３２５番１ （補管）第770号           平成15年 7月 1日
     0744-26-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502120,230,9 誠　歯科・小児歯科 〒634-0004 （補管）第778号           平成16年 5月 1日
     橿歯230 橿原市木原町２３０番１
     0744-21-7240  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503120,231,7 松本歯科医院 〒634-0804 （補管）第795号           平成16年 8月20日
     橿歯231 橿原市内膳町５丁目４番４５号
     0744-25-2301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504120,232,5 もりと歯科 〒634-0845 （補管）第842号           平成18年 1月 1日
     橿歯232 橿原市中曽司町１９４－１１ （１７５）第328号         平成18年 1月 1日
     0744-24-3123  (0744-24-3123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505120,234,1 かたかわ歯科クリニッ〒634-0804 （歯訪診）第363号         平成29年 4月 1日
     橿歯234 ク 橿原市内膳町１丁目１番４８号 （歯ＣＡＤ）第355号       平成27年11月 1日
     0744-29-1148  (0744-29-1148) （補管）第860号           平成18年 5月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506120,235,8 中林歯科医院 〒634-0843 （歯訪診）第106号         平成28年 4月 1日
     橿歯235 橿原市北妙法寺町６４７番地 （歯ＣＡＤ）第393号       平成28年 4月 1日
     0744-21-6480  (0744-21-6480) （補管）第863号           平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507120,236,6 しもおか歯科クリニッ〒634-0007 （外来環）第118号         平成28年 7月 1日
     橿歯236 ク 橿原市葛本町７８７－３ （医管）第58号            平成28年 5月 1日
     0744-29-3392  (0744-29-3392) （歯訪診）第155号         平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第291号       平成27年 2月 1日
     （歯技工）第67号          平成24年 4月 1日
     （補管）第875号           平成18年11月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508120,238,2 アイヴィ　デンタル　〒634-0046 （補管）第947号           平成21年 8月 1日
     橿歯238 オフィス 橿原市栄和町１０２－３
     0744-24-2545  (0744-24-2545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  509120,239,0 三愛歯科医院 〒634-0802 （歯訪診）第107号         平成28年 4月 1日
     橿歯239 橿原市新口町１３３－７ （手顕微加）第7号         平成28年 4月 1日
     0744-24-3010  (0744-24-4400) （う蝕無痛）第34号        平成22年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第398号       平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第25号        平成28年 4月 1日
     （歯技工）第5号           平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第7号         平成28年 4月 1日
     （補管）第950号           平成21年 9月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510120,240,8 阪上歯科医院 〒634-0064 （医管）第59号            平成28年 5月 1日
     橿歯240 橿原市見瀬町２６番２ （か強診）第40号          平成28年 8月 1日
     0744-27-8395  (0744-27-8395) （歯訪診）第54号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第169号       平成26年 7月 1日
     （補管）第1030号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511120,242,4 橿原デンタルクリニッ〒634-0045 （外来環）第159号         平成29年 1月 1日
     橿歯242 ク 橿原市石川町２８０番地 （医管）第31号            平成26年 7月 1日
     0744-28-3718  (0744-28-3716) （歯援診）第42号          平成28年 5月 1日
     （在歯管）第8号           平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第203号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第47号          平成26年 7月 1日
     （補管）第1052号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512120,243,2 吉井歯科医院 〒634-0078 （外来環）第153号         平成29年 1月 1日
     橿歯243 橿原市八木町３丁目２－１１ （歯リハ２）第35号        平成29年 4月 1日
     0744-22-2317  (0744-22-6333) （歯ＣＡＤ）第279号       平成26年12月 1日
     （補管）第1055号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513120,244,0 かじはら歯科口腔外科〒634-0004 （外来環）第112号         平成28年 5月 1日
     橿歯244 橿原市木原町２１３－７　Ｋ．メ （医管）第84号            平成28年 9月 1日
     ディカルスクエア１Ｆ （歯訪診）第234号         平成28年 9月 1日
     0744-47-4606  (0744-47-4607) （歯ＣＡＤ）第327号       平成27年 7月 1日
     （補管）第1071号          平成27年 5月 1日
     （酸単）第5547号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514120,245,7 岡下矯正歯科 〒634-0045 （矯診）第27号            平成28年 4月 1日
     橿歯245 橿原市石川町２８２－３ （顎診）第17号            平成28年 4月 1日
     0744-28-4183  (0744-28-4173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515120,246,5 花岡歯科橿原ニュータ〒634-0051 （医管）第104号           平成29年 1月 9日
     橿歯246 ウン診療所 橿原市白橿町２－２７－８ （在歯管）第54号          平成29年 1月 9日
     0744-28-0041  (0744-28-0041) （歯訪診）第345号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第433号       平成29年 1月 9日
     （補管）第1107号          平成29年 1月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  516130,014,5 米田歯科医院 〒639-2200 （歯ＣＡＤ）第317号       平成27年 6月 1日
     御歯14 御所市御所７７３ （補管）第303号           平成 8年 4月 1日
     07456(2)2820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517130,020,2 髙橋歯科医院 〒639-2200 （歯訪診）第222号         平成28年 8月 1日
     御歯20 御所市１１７９ （歯ＣＡＤ）第415号       平成28年 8月 1日
     07456(3)0900  （補管）第305号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518130,022,8 野阪歯科医院 〒639-2200 （歯訪診）第412号         平成29年 4月 1日
     御歯22 御所市御所１３７８番地 （補管）第306号           平成 8年 4月 1日
     07456(2)2001  （１７５）第232号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519130,024,4 増田歯科医院 〒639-2306 （外来環）第186号         平成29年 4月 1日
     御歯24 御所市三室４２７ （歯訪診）第55号          平成28年 4月 1日
     07456(2)2925  （歯ＣＡＤ）第367号       平成28年 1月 1日
     （補管）第308号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520130,026,9 岸本歯科医院 〒639-2200 （歯訪診）第248号         平成28年11月 1日
     御歯26 御所市６９７－１番地 （補管）第310号           平成 8年 4月 1日
     07456(2)1180  （１７５）第234号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521130,027,7 西井歯科医院 〒639-2315 （外来環）第175号         平成29年 3月 1日
     御歯27 御所市宮戸１０１ （医管）第110号           平成29年 4月 1日
     07456(6)1343  （在歯管）第61号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第235号         平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第157号       平成26年 7月 1日
     （補管）第311号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522130,028,5 田仲歯科医院 〒639-2253 （歯訪診）第73号          平成28年 4月 1日
     御歯28 御所市奉膳３７１ （補管）第312号           平成 8年 4月 1日
     07456(7)1211  （１７５）第235号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523130,031,9 永長歯科診療所 〒639-2251 （歯訪診）第197号         平成28年 7月 1日
     御歯31 御所市戸毛４７－１ （歯ＣＡＤ）第38号        平成26年 4月 1日
     07456(7)2255  （補管）第315号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524130,032,7 ささき歯科医院 〒639-2200 （歯訪診）第216号         平成28年 8月 1日
     御歯32 御所市１４５４ （歯ＣＡＤ）第417号       平成28年 8月 1日
     07456-5-2612  （補管）第316号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525130,034,3 フジモト歯科 〒639-2304 （外来環）第105号         平成28年 4月 1日
     御歯34 御所市大広町３１９番地 （医管）第100号           平成29年 1月 1日
     07456(2)8117  （歯訪診）第224号         平成28年 8月 1日
     （外後発使）第122号       平成28年12月 1日
     （補管）第317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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  526130,035,0 石口歯科医院 〒639-2301 （歯訪診）第231号         平成28年 9月 1日
     御歯35 御所市元町３３９ー１ （歯ＣＡＤ）第106号       平成26年 4月 1日
     0745-65-1234  （補管）第672号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527130,036,8 正司歯科医院 〒639-2204 （歯訪診）第265号         平成29年 1月 1日
     御歯36 御所市南十三１２０－５ （歯ＣＡＤ）第337号       平成27年 8月 1日
     0745-62-3478  （補管）第806号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528130,037,6 上田歯科医院 〒639-2312 （補管）第813号           平成17年 4月 1日
     御歯37 御所市櫛羅９７－４
     0745-62-6474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529130,038,4 俵本歯科医院 〒639-2312 （外来環）第111号         平成28年 4月 1日
     御歯38 御所市櫛羅３３７－２ （医管）第66号            平成28年 6月 1日
     0745-62-1010  （か強診）第57号          平成29年 2月 1日
     （歯援診）第55号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第26号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第108号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第412号       平成28年 8月 1日
     （補管）第840号           平成17年12月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530130,039,2 花岡歯科医院 〒639-2217 （医管）第67号            平成28年 6月 1日
     御歯39 御所市御所１６９の１ （在歯管）第27号          平成28年 6月 1日
     0745-62-2688  (0745-62-2688) （歯訪診）第56号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第210号       平成26年 8月 1日
     （補管）第852号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531130,040,0 野口歯科医院 〒639-2200 （外来環）第169号         平成29年 2月 1日
     御歯40 御所市９１－１１ （歯訪診）第109号         平成28年 4月 1日
     0745-62-5477  (0745-62-7677) （歯ＣＡＤ）第401号       平成28年 4月 1日
     （補管）第982号           平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532130,041,8 サン歯科こめだクリニ〒639-2304 （歯訪診）第203号         平成28年 8月 1日
     御歯41 ック 御所市大広町１８０－１２ （歯ＣＡＤ）第381号       平成28年 3月 1日
     0745-63-1917  (0745-63-1917) （補管）第1031号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533140,022,6 今田歯科医院 〒637-0014 （外来環）第62号          平成26年 7月 1日
     五歯22 五條市住川町４８１番地の１ （歯訪診）第57号          平成28年 4月 1日
     07472(5)0327  （歯ＣＡＤ）第102号       平成26年 4月 1日
     （補管）第290号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534140,026,7 西尾歯科 〒637-0041 （歯訪診）第188号         平成28年 7月 1日
     五歯26 五條市本町１丁目５番２１号 （歯ＣＡＤ）第39号        平成26年 4月 1日
     07472(5)0315  （補管）第292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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  535140,027,5 平井歯科医院 〒637-0042 （歯訪診）第398号         平成29年 4月 1日
     五歯27 五條市五條１丁目７番５号 （歯ＣＡＤ）第242号       平成26年 9月 1日
     07472(2)2107  （補管）第293号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536140,035,8 まつた歯科クリニック〒637-0014 （外来環）第177号         平成29年 3月 1日
     五歯35 五條市住川町１５３－３ （か強診）第56号          平成29年 1月 1日
     07472(5)0100  （歯訪診）第110号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第22号        平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第117号       平成26年 5月 1日
     （補管）第298号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537140,037,4 田園歯科クリニック 〒637-0093 （歯訪診）第392号         平成29年 4月 1日
     五歯37 五條市田園３丁目２ー６ （歯ＣＡＤ）第149号       平成26年 6月 1日
     07472-2-5454  （補管）第300号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538140,038,2 釜田歯科医院 〒637-0005 （外来環）第183号         平成29年 4月 1日
     五歯38 五條市須恵３丁目４ー２６ （医管）第111号           平成29年 4月 1日
     07472(2)2365  （か強診）第63号          平成29年 4月 1日
     （歯援診）第76号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第62号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第354号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第226号       平成26年 9月 1日
     （歯技工）第36号          平成22年 4月 1日
     （補管）第301号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539140,039,0 上谷歯科医院 〒637-0036 （歯ＣＡＤ）第80号        平成26年 5月 1日
     五歯39 五條市野原西２－９－３４ （補管）第577号           平成 9年 4月 5日
     07472(2)8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540140,040,8 さくら歯科クリニック〒637-0004 （外来環）第144号         平成28年11月 1日
     五歯40 五條市今井５丁目１４８４－４ （か強診）第50号          平成28年11月 1日
     07472-3-6480  （歯援診）第59号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第198号         平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第11号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第40号        平成26年 4月 1日
     （補管）第613号           平成10年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541140,041,6 あづみ歯科 〒637-0093 （歯ＣＡＤ）第215号       平成26年 8月 1日
     五歯41 五條市田園５－４１－１ （歯技工）第42号          平成22年 4月 1日
     07472-5-0887  （補管）第749号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542140,042,4 植田歯科医院 〒637-0004 （外来環）第81号          平成26年12月 1日
     五歯42 五條市今井４丁目４番４３号 （医管）第80号            平成28年 8月 1日
     0747-23-1281  (0743-23-1281) （か強診）第47号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第111号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第41号        平成26年 4月 1日
     （補管）第841号           平成17年12月14日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  543140,043,2 中谷歯科医院 〒637-0036 （歯ＣＡＤ）第104号       平成26年 4月 1日
     五歯43 五條市野原西４－１１－３ （補管）第937号           平成21年 4月 1日
     0747-22-2446  (0747-22-4580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544140,045,7 堀内歯科医院 〒637-0071 （外来環）第140号         平成28年10月 1日
     五歯45 五條市二見２－３－４０ （歯援診）第67号          平成28年10月 1日
     0747-22-2178  (0747-22-2179) （歯訪診）第246号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第379号       平成28年 1月19日
     （補管）第1089号          平成28年 1月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545140,100,0 加藤歯科 〒637-0036 （外来環）第51号          平成25年11月 1日
     五歯100 五條市野原西１丁目６番２号 （医管）第49号            平成28年 4月 1日
     0747-25-3163  (0747-25-3173) （か強診）第4号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第72号          平成29年 1月 1日
     （在歯管）第17号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第283号         平成29年 1月 1日
     （咀嚼機能）第4号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第34号        平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第42号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第56号          平成29年 1月 1日
     （補管）第1040号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546150,044,7 鈴木歯科医院 〒639-0201 （補管）第440号           平成 8年 4月 1日
     北歯44 北葛城郡上牧町片岡台１－４－２
     0745(73)1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547150,051,2 岩間歯科 〒636-0002 （外来環）第178号         平成29年 3月 1日
     北歯51 北葛城郡王寺町王寺２丁目７番２ （か強診）第62号          平成29年 4月 1日
     ３号亀井興産ビル３Ｆ （歯援診）第75号          平成29年 3月 1日
     0745(32)1301  （う蝕無痛）第12号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第446号       平成29年 3月 1日
     （歯技工）第28号          平成22年 4月 1日
     （補管）第442号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548150,052,0 民上歯科 〒635-0824 （歯訪診）第174号         平成28年 6月 1日
     北歯52 北葛城郡広陵町疋相１２１の１０ （補管）第546号           平成 8年 6月 1日
     0745(55)1324  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549150,056,1 上田歯科医院 〒636-0081 （歯ＣＡＤ）第100号       平成26年 4月 1日
     北歯56 北葛城郡河合町星和台２－２－４ （補管）第443号           平成 8年 4月 1日
     07457(3)1839  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550150,057,9 岸歯科医院 〒636-0072 （歯訪診）第256号         平成28年11月 1日
     北歯57 北葛城郡河合町中山台１－１－１ （歯ＣＡＤ）第43号        平成26年 4月 1日
     ７ （補管）第444号           平成 8年 4月 1日
     07453(2)0668  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  551150,059,5 村歯科医院 〒636-0053 （歯訪診）第327号         平成29年 3月 1日
     北歯59 北葛城郡河合町池部２－１－９ （歯ＣＡＤ）第105号       平成26年 4月 1日
     07455(7)1182  （補管）第446号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552150,062,9 長谷川歯科 〒635-0814 （外来環）第173号         平成29年 3月 1日
     北歯62 北葛城郡広陵町南郷６５７ （歯訪診）第219号         平成28年 8月 1日
     0745(55)3222  （歯ＣＡＤ）第338号       平成27年 8月 1日
     （補管）第448号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第243号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第5562号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553150,072,8 中村歯科医院 〒636-0072 （歯訪診）第153号         平成28年 5月 1日
     北歯72 北葛城郡河合町中山台２丁目５－ （歯ＣＡＤ）第101号       平成26年 4月 1日
     １２ （補管）第453号           平成 8年 4月 1日
     0745(73)9300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554150,078,5 松本歯科 〒636-0022 （歯訪診）第342号         平成29年 4月 1日
     北歯78 北葛城郡王寺町明神３丁目１番１ （補管）第455号           平成 8年 4月 1日
     号
     0745(72)4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555150,082,7 東谷歯科医院 〒636-0073 （歯訪診）第58号          平成28年 4月 1日
     北歯82 北葛城郡河合町広瀬台３－１１－ （歯ＣＡＤ）第44号        平成26年 4月 1日
     １１西大和不動産ビル （歯技工）第21号          平成22年 4月 1日
     0745(72)6886  （補管）第456号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556150,083,5 村歯科 〒636-0013 （歯訪診）第401号         平成29年 4月 1日
     北歯1391 北葛城郡王寺町元町１丁目１－１ （歯ＣＡＤ）第450号       平成29年 4月 1日
     １ （歯技工）第18号          平成22年 4月 1日
     0745(32)2933  （補管）第457号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557150,084,3 宮本矯正歯科医院 〒636-0002 （矯診）第15号            平成22年 4月 1日
     北歯84 北葛城郡王寺町王寺２丁目８の２
     ５　田中愛ビル４階
     0745(73)4041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558150,085,0 山口歯科医院 〒639-0213 （外来環）第160号         平成29年 2月 1日
     北歯85 北葛城郡上牧町米山台二丁目二番 （歯訪診）第59号          平成28年 4月 1日
     六号 （歯ＣＡＤ）第150号       平成26年 6月 1日
     07457(8)3335  （補管）第458号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5564号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559150,098,3 本間歯科 〒635-0832 （歯訪診）第213号         平成28年 8月 1日
     北歯98 北葛城郡広陵町馬見中１丁目３番 （歯ＣＡＤ）第287号       平成27年 1月 1日
     ４号 （補管）第466号           平成 8年 4月 1日
     0745(55)5858  （１７５）第247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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  560150,101,5 医療法人柳川歯科医院〒639-0202 （歯ＣＡＤ）第45号        平成26年 4月 1日
     北歯101 北葛城郡上牧町桜ヶ丘２丁目７－ （歯技工）第74号          平成28年 6月 1日
     １０ （補管）第467号           平成 8年 4月 1日
     0745(72)0118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561150,103,1 かつらぎ歯科医院 〒639-0215 （外来環）第48号          平成25年 3月 1日
     北歯103 北葛城郡上牧町葛城台１丁目２番 （か強診）第68号          平成29年 5月 1日
     ３号 （歯訪診）第355号         平成29年 4月 1日
     0745-71-8288  (0745-71-3566) （歯リハ２）第25号        平成26年 6月 1日
     （補管）第901号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562150,104,9 西川歯科医院 〒639-0212 （外来環）第188号         平成29年 4月 1日
     北歯104 北葛城郡上牧町服部台４－５－１ （か強診）第66号          平成29年 4月 1日
     0745-78-3448  (0745-78-3448) （歯援診）第80号          平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第213号       平成26年 8月 1日
     （補管）第959号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563150,105,6 医療法人　智仁勇会　〒636-0002 （歯援診）第12号          平成28年 9月 1日
     北歯105 やわらぎ歯科医院 北葛城郡王寺町王寺２－６－４　 （歯訪診）第227号         平成28年 9月 1日
     クレール吉田２Ｆ－３ （歯ＣＡＤ）第94号        平成26年 4月 1日
     0745-34-2500  (0745-34-2501) （補管）第962号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564150,107,2 土居歯科医院 〒635-0835 （外来環）第179号         平成29年 3月 1日
     北歯107 北葛城郡広陵町みささぎ台３７－ （歯訪診）第322号         平成29年 3月 1日
     １０ （手顕微加）第26号        平成29年 3月 1日
     0745-54-0418  (0745-54-0419) （根切顕微）第24号        平成29年 3月 1日
     （補管）第1104号          平成28年11月 1日
     （酸単）第5566号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565150,202,1 中西歯科 〒635-0817 （歯訪診）第340号         平成29年 3月 1日
     北歯202 北葛城郡広陵町大字寺戸１１－２ （歯ＣＡＤ）第314号       平成27年 5月 1日
     07455(6)3543  （補管）第470号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第321号         平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566150,204,7 桜ヶ丘柳原歯科 〒639-0202 （歯訪診）第178号         平成28年 6月 1日
     北歯204 北葛城郡上牧町桜ヶ丘３－３５－ （歯ＣＡＤ）第193号       平成26年 8月 1日
     １０ （補管）第472号           平成 8年 4月 1日
     0745(32)8787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567150,205,4 冨田歯科医院 〒636-0021 （歯訪診）第112号         平成28年 4月 1日
     北歯205 北葛城郡王寺町畠田４丁目１－１ （補管）第473号           平成 8年 4月 1日
     ７南王寺メディカルヴィラ４Ｆ
     0745(72)7618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  568150,206,2 竹田歯科 〒636-0082 （歯訪診）第143号         平成28年 5月 1日
     北歯206 北葛城郡河合町薬井４７７ （歯ＣＡＤ）第127号       平成26年 5月 1日
     0745(31)0880  （補管）第474号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第248号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569150,207,0 小村歯科医院 〒635-0831 （歯訪診）第162号         平成28年 6月 1日
     北歯207 北葛城郡広陵町馬見北６丁目１１ （歯ＣＡＤ）第239号       平成26年 9月 1日
     番１６号 （補管）第524号           平成 8年 5月 1日
     0745(55)8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570150,209,6 伯田歯科医院 〒636-0003 （外来環）第167号         平成29年 2月 1日
     北歯209 北葛城郡王寺町久度１丁目９番７ （歯訪診）第181号         平成28年 6月 1日
     号 （歯ＣＡＤ）第60号        平成26年 4月 1日
     0745(72)2019  （補管）第531号           平成 8年 5月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571150,210,4 長田歯科医院 〒636-0021 （外来環）第155号         平成29年 1月 1日
     北歯210 北葛城郡王寺町畠田４ー１４ー４ （歯訪診）第268号         平成29年 1月 1日
     ４ （歯ＣＡＤ）第46号        平成26年 4月 1日
     0745-72-4358  （補管）第578号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572150,211,2 小野歯科医院 〒636-0073 （外来環）第6号           平成20年 7月 1日
     北歯211 北葛城郡河合町広瀬台３－３－７ （か強診）第31号          平成28年 7月 1日
     0745-73-5070  （歯援診）第49号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第177号         平成28年 6月 1日
     （う蝕無痛）第13号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第194号       平成26年 8月 1日
     （手術歯根）第26号        平成28年 6月 1日
     （補管）第579号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573150,213,8 ほし歯科医院 〒636-0002 （歯訪診）第242号         平成28年10月 1日
     北歯213 北葛城郡王寺町王寺２丁目９－１ （歯ＣＡＤ）第131号       平成26年 5月 1日
     ５王寺ファミリー４Ｆ （補管）第611号           平成10年 5月18日
     0745-31-7000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574150,214,6 綿谷歯科診療所 〒636-0003 （歯ＣＡＤ）第348号       平成27年 9月 1日
     北歯214 北葛城郡王寺町久度２丁目１０番 （補管）第610号           平成10年 5月15日
     １７号
     0745-31-5111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575150,215,3 よしおか歯科医院 〒635-0832 （歯ＣＡＤ）第245号       平成26年10月 1日
     北歯215 北葛城郡広陵町馬見中２丁目１６ （補管）第619号           平成10年 7月 6日
     －３５
     0745-54-3711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  576150,217,9 木村歯科医院 〒635-0824 （歯訪診）第192号         平成28年 7月 1日
     北歯217 北葛城郡広陵町疋相６２－４メル （歯ＣＡＤ）第265号       平成26年11月 1日
     ヴェイユ・ヴィル１０２号 （補管）第652号           平成11年 9月 8日
     0745(55)6246  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577150,219,5 あや歯科医院 〒636-0003 （歯ＣＡＤ）第424号       平成28年10月 1日
     北歯219 北葛城郡王寺町久度２－１３－４ （補管）第664号           平成12年 3月 4日
     0745-72-8400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578150,221,1 勝田歯科医院 〒636-0054 （歯訪診）第170号         平成28年 6月 1日
     北歯221 北葛城郡河合町穴闇１９９－１ （歯ＣＡＤ）第204号       平成26年 8月 1日
     0745-56-6487  （補管）第668号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579150,222,9 岡部歯科医院 〒635-0831 （外来環）第119号         平成28年 7月 1日
     北歯222 北葛城郡広陵町馬見北９ー９ー１ （歯援診）第78号          平成29年 5月 1日
     ８ （歯訪診）第74号          平成28年 4月 1日
     0745-54-6789  （歯ＣＡＤ）第47号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第56号          平成22年 6月 1日
     （補管）第685号           平成12年10月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580150,229,4 高塚台ひろき歯科 〒636-0071 （歯ＣＡＤ）第451号       平成29年 4月 1日
     北歯229 北葛城郡河合町高塚台２丁目３９ （補管）第835号           平成17年10月 1日
     －１６
     0745-33-7418  (0745-33-7419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581150,230,2 サンデンタルクリニッ〒636-0081 （歯ＣＡＤ）第445号       平成29年 3月 1日
     北歯230 ク 北葛城郡河合町星和台１－１０－ （補管）第890号           平成19年 4月 1日
     ２
     0745-73-6668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582150,235,1 白井歯科クリニック 〒635-0816 （歯訪診）第260号         平成28年12月 1日
     北歯235 北葛城郡広陵町中１６９番地 （補管）第974号           平成23年 1月 1日
     0745-56-2108  (0745-56-2108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583150,236,9 おさだ歯科医院 〒636-0012 （歯ＣＡＤ）第48号        平成26年 4月 1日
     北歯236 北葛城郡王寺町本町２－１１－２ （補管）第980号           平成23年 5月 1日
     ９
     0745-32-4618  (0745-32-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584150,237,7 バンビ歯科・矯正 〒635-0833 （補管）第990号           平成23年12月 1日
     北歯237 北葛城郡広陵町馬見南１－６－２
     ６
     0745-54-1182  (0745-54-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  585150,238,5 しんみょう歯科クリニ〒635-0825 （歯訪診）第257号         平成28年11月 1日
     北歯238 ック 北葛城郡広陵町安部２３６－１－ （歯ＣＡＤ）第97号        平成26年 4月 1日
     ２ （補管）第999号           平成24年 5月 1日
     0745-55-6363  (0745-55-6360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586150,239,3 田村歯科医院 〒635-0823 （歯訪診）第394号         平成29年 4月 1日
     北歯239 北葛城郡広陵町三吉３０６－８ （補管）第1000号          平成24年 5月 1日
     0745-55-8020  (0745-55-8020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587150,240,1 田歯科医院 〒636-0002 （外来環）第182号         平成29年 4月 1日
     北歯240 北葛城郡王寺町王寺２－６－１２ （歯訪診）第320号         平成29年 3月 1日
     服部ビル４Ｆ （う蝕無痛）第58号        平成28年 9月 1日
     0745-32-1015  (0745-32-1015) （歯ＣＡＤ）第1号         平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第28号        平成28年 9月 1日
     （補管）第1017号          平成25年 2月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588150,241,9 ウエダデンタルクリニ〒636-0003 （外来環）第162号         平成29年 2月 1日
     北歯241 ック 北葛城郡王寺町久度２丁目３－１ （医管）第105号           平成29年 2月 1日
     リーベル王寺西館３Ｆ （歯援診）第73号          平成29年 2月 1日
     0745-72-1182  (0745-72-1184) （在歯管）第56号          平成29年 2月 1日
     （歯訪診）第60号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第57号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第170号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第27号        平成28年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第57号          平成29年 2月 1日
     （補管）第1032号          平成25年 5月 1日
     （酸単）第5578号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589150,242,7 松本歯科クリニック 〒635-0834 （歯訪診）第300号         平成29年 2月 1日
     北歯242 北葛城郡広陵町大字大塚５９－１ （手顕微加）第25号        平成29年 2月 1日
     0745-54-5064  (0745-54-5065) （歯ＣＡＤ）第441号       平成29年 2月 1日
     （根切顕微）第23号        平成29年 2月 1日
     （補管）第1063号          平成27年 2月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590150,243,5 片岡歯科診療所 〒639-0212 （補管）第1066号          平成27年 1月15日
     北歯243 北葛城郡上牧町服部台５－１－９
     0745-71-1681  (0745-71-1688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591150,244,3 エスエイ歯科医院アピ〒639-0218 （歯ＣＡＤ）第411号       平成28年 6月 1日
     北歯244 タ西大和 北葛城郡上牧町ささゆり台一丁目 （補管）第1095号          平成28年 6月 1日
     １番地　アピタ西大和１階
     0745-71-0888  (0745-71-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592160,008,0 川歯科医院 〒634-0138 （歯訪診）第357号         平成29年 4月 1日
     高歯8 高市郡明日香村越２３－１ （歯ＣＡＤ）第447号       平成29年 4月 1日
     0744-54-3755  (0744-54-3755) （補管）第394号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5633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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  593160,010,6 吉田歯科医院 〒635-0123 （歯訪診）第196号         平成28年 7月 1日
     高歯10 高市郡高取町市尾９５３ （歯ＣＡＤ）第112号       平成26年 5月 1日
     0744(52)4618  （補管）第395号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594160,012,2 島田歯科医院 〒635-0154 （歯訪診）第287号         平成29年 2月 1日
     高歯12 高市郡高取町観覚寺９２０ （補管）第646号           平成11年 5月 1日
     0744-52-2204  （１７５）第252号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595160,013,0 辻歯科クリニック 〒635-0103 （外来環）第180号         平成29年 4月 1日
     高歯13 高市郡高取町清水谷３１１－１ （歯訪診）第308号         平成29年 3月 1日
     0744-52-1022  （歯ＣＡＤ）第49号        平成26年 4月 1日
     （補管）第762号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596160,015,5 川西歯科クリニック 〒635-0153 （外来環）第49号          平成25年 4月 1日
     高歯15 高市郡高取町下土佐２２０－１ （医管）第53号            平成28年 5月 1日
     0744-56-1060  (0744-52-5517) （か強診）第15号          平成28年 5月 1日
     （歯援診）第44号          平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第149号         平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第50号        平成26年 4月 1日
     （補管）第914号           平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597160,016,3 扇谷歯科医院 〒634-0141 （外来環）第126号         平成28年 9月 1日
     高歯16 高市郡明日香村川原１８ （歯訪診）第228号         平成28年 9月 1日
     0744-54-2288  (0744-54-3035) （補管）第943号           平成21年 5月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598170,052,6 土居歯科医院 〒639-3112 （歯訪診）第232号         平成28年 9月 1日
     吉歯52 吉野郡吉野町立野２２２ （補管）第481号           平成 8年 4月 1日
     07463(2)2623  （１７５）第254号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599170,065,8 黒滝村歯科医院 〒638-0251 （補管）第486号           平成 8年 4月 1日
     吉歯65 吉野郡黒滝村大字寺戸１９６番地
     07476(2)2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600170,070,8 北村歯科医院 〒638-0041 （歯訪診）第113号         平成28年 4月 1日
     吉歯70 吉野郡下市町下市４７９－１ （う蝕無痛）第14号        平成20年 4月 1日
     07475(2)6766  （補管）第527号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601170,071,6 仲川歯科医院 〒638-0812 （補管）第488号           平成 8年 4月 1日
     吉歯71 吉野郡大淀町檜垣本１４２６－２
     07475(2)8041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602170,072,4 木村歯科医院 〒638-0041 （歯訪診）第281号         平成29年 1月 1日
     吉歯72 吉野郡下市町大字下市３５５ （歯ＣＡＤ）第205号       平成26年 8月 1日
     07475(2)6611  （補管）第489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
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[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  603170,073,2 木下歯科医院 〒638-0821 （補管）第490号           平成 8年 4月 1日
     吉歯73 吉野郡大淀町下渕７４の１番地
     07475(2)3752  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604170,074,0 今西歯科医院 〒638-0821 （歯訪診）第137号         平成28年 5月 1日
     吉歯74 吉野郡大淀町下渕９６ （歯ＣＡＤ）第209号       平成26年 8月 1日
     07475(2)7811  （歯技工）第3号           平成22年 4月 1日
     （補管）第491号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第255号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605170,076,5 岡下歯科医院 〒638-0821 （歯技工）第43号          平成22年 4月 1日
     吉歯76 吉野郡大淀町下渕９０８－１ （補管）第492号           平成 8年 4月 1日
     07475(2)2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606170,083,1 辻井歯科医院 〒639-3103 （歯訪診）第129号         平成28年 4月 1日
     吉歯83 吉野郡吉野町平尾３１２番地 （歯ＣＡＤ）第402号       平成28年 4月 1日
     07463(2)3305  （補管）第497号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607170,084,9 下西歯科医院 〒637-1554 （歯訪診）第130号         平成28年 4月 1日
     吉歯84 吉野郡十津川村平谷４６７－８ （歯ＣＡＤ）第357号       平成27年11月 1日
     07466(4)0154  （補管）第506号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608170,085,6 川上村歯科診療所 〒639-3543 （補管）第498号           平成 8年 4月 1日
     吉歯85 吉野郡川上村大滝３０番地
     07465-3-2088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609170,091,4 尾上歯科医院 〒639-3126 （補管）第609号           平成10年 5月 6日
     吉歯91 吉野郡大淀町新野２４１－１
     07463-2-0006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610170,092,2 おおかわ歯科 〒638-0812 （歯訪診）第290号         平成29年 2月 1日
     吉歯92 吉野郡大淀町大字桧垣本１２５番 （歯ＣＡＤ）第313号       平成27年 5月 1日
     地の９０ （歯技工）第19号          平成22年 4月 1日
     0747-54-2233  （補管）第627号           平成10年11月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611170,093,0 天川村歯科診療所 〒638-0322 （補管）第669号           平成12年 4月 1日
     吉歯93 吉野郡天川村南日裏２００
     0747-63-0126  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612170,096,3 榎本歯科医院 〒638-0041 （歯訪診）第61号          平成28年 4月 1日
     吉歯96 吉野郡下市町下市３５－１３ （歯ＣＡＤ）第395号       平成28年 4月 1日
     0747-52-2115  （補管）第798号           平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613170,098,9 木村歯科医院 〒639-3433 （歯訪診）第199号         平成28年 7月 1日
     吉歯98 吉野郡吉野町新子３６４ （補管）第814号           平成17年 4月 1日
     07463-6-6953  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考
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全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  614170,101,1 医療法人うえむら歯科〒638-0812 （外来環）第120号         平成28年 8月 1日
     吉歯101 医院 吉野郡大淀町桧垣本１６７７－１ （歯訪診）第210号         平成28年 8月 1日
     0747-52-2468  (0747-52-2465) （歯ＣＡＤ）第344号       平成27年 7月 1日
     （歯技工）第70号          平成27年 8月 1日
     （補管）第1075号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615170,102,9 森口歯科医院 〒639-3111 （外来環）第150号         平成28年12月 1日
     吉歯102 吉野郡吉野町上市２３４５番地 （医管）第98号            平成28年12月 1日
     0746-32-2568  (0746-32-8685) （か強診）第53号          平成28年12月 1日
     （歯援診）第70号          平成28年12月 1日
     （在歯管）第55号          平成29年 1月 1日
     （歯訪診）第263号         平成28年12月 1日
     （う蝕無痛）第60号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第437号       平成29年 1月 1日
     （補管）第1102号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616170,201,9 下北山歯科診療所 〒639-3803 （補管）第830号           平成17年 6月 1日
     吉歯201 吉野郡下北山村寺垣内１０３３番
     地
     07468-6-0065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617170,202,7 今元歯科 〒638-0821 （補管）第899号           平成19年 5月 1日
     吉歯202 吉野郡大淀町下渕１９５－１
     0747-52-0821  (0747-52-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618170,206,8 森本歯科医院 〒639-3111 （歯訪診）第319号         平成29年 3月 1日
     吉歯206 吉野郡吉野町上市１３７ （補管）第978号           平成23年 5月 1日
     0746-32-2180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619170,208,4 笹木歯科医院 〒639-3114 （歯訪診）第114号         平成28年 4月 1日
     吉歯208 吉野郡吉野町丹治１３５－３ （う蝕無痛）第55号        平成27年 1月 5日
     0746-32-5048  (0746-32-5048) （補管）第1064号          平成27年 1月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620180,005,2 岡本歯科医院 〒639-0255 （補管）第727号           平成14年 4月 1日
     香芝歯5 香芝市関屋５６０－２
     07457(6)3000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621180,007,8 東條歯科医院 〒639-0225 （歯援診）第29号          平成28年 6月 1日
     香芝歯7 香芝市瓦口１１－６ （歯訪診）第184号         平成28年 6月 1日
     07457(6)3330  （補管）第352号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第258号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622180,008,6 吉﨑歯科医院 〒639-0265 （歯ＣＡＤ）第257号       平成26年10月 1日
     香芝歯8 香芝市上中４７４－１ （補管）第353号           平成 8年 4月 1日
     0745(77)3096  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 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)

  623180,010,2 大倉歯科医院 〒639-0225 （外来環）第102号         平成28年 4月 1日
     香芝歯10 香芝市瓦口２３２４ （か強診）第51号          平成28年11月 1日
     07457(6)6644  （歯訪診）第131号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第171号       平成26年 7月 1日
     （補管）第354号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624180,012,8 辻口歯科医院 〒639-0236 （歯ＣＡＤ）第81号        平成26年 4月 1日
     香芝歯12 香芝市磯壁３－８２－１ （補管）第355号           平成 8年 4月 1日
     07457(8)1235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625180,016,9 下村歯科医院 〒639-0236 （歯訪診）第202号         平成28年 8月 1日
     香芝歯16 香芝市磯壁３－２－７　栄光ビル （補管）第359号           平成 8年 4月 1日
     １階
     07457(6)2202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626180,017,7 吉村歯科 〒639-0223 （歯訪診）第194号         平成28年 7月 1日
     香芝歯17 香芝市真美ヶ丘３丁目２２－８ （補管）第717号           平成14年 4月 1日
     07457(8)4180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627180,020,1 柳原歯科医院 〒639-0265 （外来環）第58号          平成26年 4月 1日
     香芝歯20 香芝市上中８３３－３ （医管）第29号            平成26年 4月 1日
     07457(7)1124  （か強診）第25号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第50号          平成28年 6月 1日
     （う蝕無痛）第17号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第83号        平成26年 4月 1日
     （補管）第362号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628180,026,8 平越歯科医院 〒639-0231 （補管）第365号           平成 8年 4月 1日
     香芝歯26 香芝市下田西４丁目１５３－１
     07457(6)6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629180,027,6 くらさか歯科医院 〒639-0262 （補管）第366号           平成 8年 4月 1日
     香芝歯27 香芝市白鳳台１丁目１９ー２
     07457(8)8814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630180,029,2 西中歯科医院 〒639-0223 （外来環）第69号          平成26年 9月 1日
     香芝歯29 香芝市真美ヶ丘６丁目１０番地エ （歯訪診）第115号         平成28年 4月 1日
     コール・マミ南館２Ｆ （う蝕無痛）第18号        平成20年 4月 1日
     07457(6)0457  （歯ＣＡＤ）第172号       平成26年 7月 1日
     （補管）第368号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631180,030,0 やまじ歯科医院 〒639-0251 （歯ＣＡＤ）第307号       平成27年 4月 1日
     香芝歯30 香芝市逢坂１丁目４７７番地 （補管）第550号           平成 8年 7月 1日
     07457(8)6227  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  632180,034,2 長澤歯科医院 〒639-0266 （外来環）第101号         平成28年 3月 1日
     香芝歯34 香芝市旭ヶ丘２丁目８番地の２ （医管）第61号            平成28年 6月 1日
     0745-78-9789  （か強診）第52号          平成28年12月 1日
     （歯援診）第62号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第22号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第215号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第151号       平成26年 7月 1日
     （補管）第678号           平成12年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633180,035,9 成田歯科 〒639-0223 （補管）第688号           平成13年 1月 1日
     香芝歯35 香芝市真美ケ丘２ー９ー１０ （１７５）第259号         平成14年 4月 1日
     0745-77-8548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634180,036,7 よし歯科医院 〒639-0224 （外来環）第99号          平成27年12月 1日
     香芝歯36 香芝市別所４７ー１ （歯訪診）第409号         平成29年 4月 1日
     0745-71-4554  （手顕微加）第11号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第362号       平成27年12月 1日
     （根切顕微）第11号        平成28年 4月 1日
     （補管）第693号           平成13年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635180,037,5 尾髙歯科医院 〒639-0236 （歯訪診）第317号         平成29年 3月 1日
     香芝歯37 香芝市磯壁３－４０－１ （歯ＣＡＤ）第266号       平成26年11月 1日
     0745-71-4618  （補管）第695号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636180,038,3 あおば歯科クリニック〒639-0266 （歯ＣＡＤ）第51号        平成26年 4月 1日
     香芝歯38 香芝市旭ヶ丘１丁目３０番地の３ （補管）第740号           平成14年 5月 7日
     0745-76-8600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637180,040,9 田歯科 〒639-0222 （歯ＣＡＤ）第52号        平成26年 4月 1日
     香芝歯40 香芝市西真美２－３－２８ （補管）第776号           平成16年 4月 5日
     0745-71-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638180,041,7 としかわ歯科医院 〒639-0231 （歯ＣＡＤ）第195号       平成26年 8月 1日
     香芝歯41 香芝市下田西４－１８７－１ （補管）第797号           平成16年 9月 1日
     0745-71-4855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639180,043,3 武田歯科医院 〒639-0236 （外来環）第125号         平成28年 8月 1日
     香芝歯43 香芝市磯壁３丁目９７－４ （歯援診）第68号          平成28年12月 1日
     0745-79-7820  (0745-78-5182) （歯訪診）第225号         平成28年 8月 1日
     （う蝕無痛）第21号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第418号       平成28年 8月 1日
     （補管）第837号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640180,045,8 馬場歯科クリニック 〒639-0266 （歯訪診）第301号         平成29年 2月 1日
     香芝歯45 香芝市旭ヶ丘３丁目２の４ （歯ＣＡＤ）第53号        平成26年 4月 1日
     0745-70-5800  (0745-76-6487) （補管）第871号           平成18年 6月 2日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  641180,047,4 まつした歯科クリニッ〒639-0227 （外来環）第161号         平成29年 1月 1日
     香芝歯47 ク 香芝市鎌田３４３－５ （医管）第112号           平成29年 5月 1日
     0745-78-4474  (0745-78-4473) （か強診）第69号          平成29年 6月 1日
     （在歯管）第64号          平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第180号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第248号       平成26年10月 1日
     （補管）第876号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642180,048,2 おくやま歯科医院 〒639-0251 （歯ＣＡＤ）第54号        平成26年 4月 1日
     香芝歯48 香芝市逢坂５丁目３１４－１ （補管）第926号           平成20年 7月 5日
     0745-51-8211  (0745-51-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643180,049,0 岡本歯科医院 〒639-0231 （外来環）第28号          平成21年 1月 1日
     香芝歯49 香芝市下田西２－１０－１０ （歯特連）第1号           平成22年 4月 1日
     0745-76-0001  (0745-78-5510) （医管）第17号            平成21年 1月 1日
     （か強診）第5号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第9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3号           平成21年 1月 1日
     （歯リハ２）第3号         平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第31号        平成21年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第55号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第3号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第26号          平成21年 1月 1日
     （補管）第934号           平成21年 1月 1日
     （酸単）第5564号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644180,050,8 うえだ歯科クリニック〒639-0222 （外来環）第50号          平成25年 9月 1日
     香芝歯50 香芝市西真美３－１０－１ （か強診）第41号          平成28年 8月 1日
     0745-77-1185  (0745-77-1185) （歯援診）第27号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第206号         平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第56号        平成26年 4月 1日
     （補管）第1012号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645180,051,6 新名ファミリー歯科 〒639-0265 （歯訪診）第230号         平成28年 9月 1日
     香芝歯51 香芝市上中２０１５ （歯ＣＡＤ）第334号       平成27年 8月 1日
     0745-77-5708  (0745-78-1142) （補管）第1014号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646180,052,4 中平矯正歯科クリニッ〒639-0225
     香芝歯52 ク 香芝市瓦口４６－１
     0745-70-5182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647180,054,0 いわい歯科クリニック〒639-0251 （歯ＣＡＤ）第57号        平成26年 4月 1日
     香芝歯54 香芝市逢坂８丁目２２５－１ （ＧＴＲ）第46号          平成26年 2月 1日
     0745-43-6870  (0754-43-7160) （補管）第1043号          平成26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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  648180,056,5 喜村歯科医院 〒639-0245 （歯訪診）第204号         平成28年 8月 1日
     香芝歯56 香芝市畑４丁目１２６－７ （補管）第1068号          平成27年 2月 1日
     0745-76-5123  (0745-76-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649180,057,3 のぞみ歯科クリニック〒639-0231 （医管）第78号            平成28年 8月 1日
     香芝歯57 香芝市下田西３丁目１番２６号 （歯訪診）第389号         平成29年 4月 1日
     0745-71-1155  （手顕微加）第9号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第378号       平成28年 3月 1日
     （根切顕微）第9号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1088号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650180,103,5 医療法人ミナミジマ歯〒639-0252 （歯訪診）第144号         平成28年 5月 1日
     香芝歯103 科医院 香芝市穴虫１０５６番地の１ （歯ＣＡＤ）第377号       平成28年 3月 1日
     0745-78-1557  （補管）第642号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651180,105,0 医療法人　涼風会　宮〒639-0222 （歯特連）第4号           平成22年 5月 1日
     香芝歯105 崎歯科医院 香芝市西真美一丁目５番地１　プ （医管）第20号            平成22年 5月 1日
     ラザ西真美３００１ （在歯管）第4号           平成22年 5月 1日
     0745-78-3366  (0745-78-3366) （歯訪診）第404号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第85号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第51号          平成22年 5月 1日
     （補管）第839号           平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652180,106,8 医療法人有真会　たか〒639-0226 （外来環）第91号          平成27年 4月 1日
     香芝歯106 さき歯科医院 香芝市五位堂３丁目４５８番地の （歯訪診）第343号         平成29年 4月 1日
     １ （手顕微加）第10号        平成28年 4月 1日
     0745-77-8004  (0745-77-8024) （う蝕無痛）第41号        平成23年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第86号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第11号        平成23年 4月 1日
     （根切顕微）第10号        平成28年 4月 1日
     （補管）第898号           平成19年 5月 1日
     （酸単）第5578号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653180,107,6 医療法人　でい歯科医〒639-0223 （外来環）第96号          平成27年10月 1日
     香芝歯107 院 香芝市真美ケ丘５－３－２５　三 （医管）第76号            平成28年 8月 1日
     和ビル１階 （か強診）第64号          平成29年 4月 1日
     0745-79-8249  (0745-79-8249) （在歯管）第37号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第132号         平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第33号        平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第440号       平成29年 2月 1日
     （補管）第952号           平成21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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  654180,108,4 医療法人慶成会　サン〒639-0225 （外来環）第133号         平成28年10月 1日
     香芝歯108 歯科医院 香芝市瓦口２２８８セイワビル１ （歯訪診）第375号         平成29年 4月 1日
     階 （手顕微加）第19号        平成28年10月 1日
     0745-71-2020  (0745-71-2020) （根切顕微）第18号        平成28年10月 1日
     （補管）第1008号          平成24年 6月 1日
     （酸単）第5585号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655180,109,2 よしむらファミリー歯〒639-0223 （外来環）第85号          平成27年 1月 5日
     香芝歯109 科 香芝市真美ケ丘一丁目５番１１号 （医管）第70号            平成28年 6月 1日
     0745-78-0418  (0745-77-0418) （か強診）第23号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第35号          平成29年 4月 1日
     （在歯管）第30号          平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第300号       平成27年 3月 1日
     （補管）第1065号          平成27年 1月 5日
     （酸単）第5586号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656180,111,8 医療法人豊永会　香芝〒639-0265 （歯ＣＡＤ）第342号       平成27年 8月 1日
     香芝歯111 ＫＮデンタルクリニッ香芝市上中１３２番地１ （ＧＴＲ）第54号          平成27年 6月 1日
     ク 0745-71-7001  (0745-71-7002) （補管）第1073号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657190,002,7 西川歯科医院 〒639-2101 （歯訪診）第195号         平成28年 7月 1日
     葛城歯2 葛城市疋田３１ （補管）第436号           平成 8年 4月 1日
     0745-69-3143  （１７５）第239号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658190,004,3 赤井歯科医院 〒639-2113 （歯訪診）第116号         平成28年 4月 1日
     葛城歯4 葛城市北花内６０８ （歯ＣＡＤ）第208号       平成26年 8月 1日
     0745-69-3355  （補管）第445号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第241号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659190,006,8 鵜山歯科医院 〒639-2162 （歯訪診）第169号         平成28年 6月 1日
     葛城歯6 葛城市尺土１８９－４１ （歯技工）第10号          平成22年 4月 1日
     0745-48-6363  （補管）第449号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第244号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660190,008,4 濱歯科医院 〒639-0276 （歯訪診）第218号         平成28年 8月 1日
     葛城歯8 葛城市當麻３８７番地１ （歯ＣＡＤ）第254号       平成26年10月 1日
     0745-48-2922  （補管）第454号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第245号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661190,010,0 河谷歯科医院 〒639-0275 （歯訪診）第238号         平成28年10月 1日
     葛城歯10 葛城市勝根２５３－１ （歯ＣＡＤ）第427号       平成28年10月 1日
     0745-48-6478  （補管）第460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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  662190,012,6 田仲歯科医院 〒639-2142 （外来環）第12号          平成20年 8月 1日
     葛城歯12 葛城市北道穂１９の５ （歯訪診）第168号         平成28年 6月 1日
     0745-69-4177  （歯ＣＡＤ）第207号       平成26年 8月 1日
     （補管）第461号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第246号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663190,014,2 原田歯科医院 〒639-2123 （歯訪診）第164号         平成28年 6月 1日
     葛城歯14 葛城市忍海４３７番地２３ （補管）第463号           平成 8年 4月 1日
     0745-65-1350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664190,015,9 生野歯科医院 〒639-2113 （歯訪診）第226号         平成28年 8月 1日
     葛城歯15 葛城市北花内６８４－９ （歯ＣＡＤ）第89号        平成26年 4月 1日
     0745-69-6471  （補管）第469号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665190,016,7 ふくなが歯科 〒639-2155 （歯訪診）第139号         平成28年 5月 1日
     葛城歯16 葛城市竹内２８７－１　エバーグ （う蝕無痛）第20号        平成20年 4月 1日
     レース当麻 （補管）第549号           平成 8年 7月 1日
     0745-48-8070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666190,017,5 みわ歯科医院 〒639-2163 （歯訪診）第368号         平成29年 4月 1日
     葛城歯17 葛城市八川１５２－７ （補管）第696号           平成13年 5月30日
     0745-48-0008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667190,019,1 熨斗歯科医院 〒639-2163 （歯訪診）第316号         平成29年 3月 1日
     葛城歯19 葛城市八川８１－２ （歯ＣＡＤ）第246号       平成26年10月 1日
     0745-48-8241  （補管）第816号           平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668190,020,9 うめだ歯科 〒639-2101 （外来環）第7号           平成20年 7月 1日
     葛城歯20 葛城市疋田２０４－９ （歯訪診）第365号         平成29年 4月 1日
     0745-69-3600  （歯ＣＡＤ）第160号       平成26年 7月 1日
     （補管）第824号           平成17年 6月 1日
     （酸単）第5593号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669190,021,7 いまもと歯科クリニッ〒639-2113 （外来環）第166号         平成29年 2月 1日
     葛城歯21 ク 葛城市北花内５７３－１ （か強診）第60号          平成29年 3月 1日
     0745-43-6480  (0745-43-6488) （歯訪診）第145号         平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第277号       平成26年12月 1日
     （補管）第960号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670190,022,5 椿本歯科医院 〒639-2164 （外来環）第35号          平成22年11月13日
     葛城歯22 葛城市長尾１０１－１ （医管）第65号            平成28年 6月 1日
     0745-48-2063  (0745-48-2063) （か強診）第21号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第31号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第25号          平成28年 6月 1日
     （歯リハ２）第5号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第58号        平成26年 4月 1日
     （補管）第969号           平成22年11月13日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  671190,023,3 つねまつ歯科クリニッ〒639-2101 （歯訪診）第397号         平成29年 4月 1日
     葛城歯23 ク 葛城市疋田４４－１ （歯ＣＡＤ）第286号       平成27年 1月 1日
     0745-69-6300  (0745-69-6300) （補管）第1002号          平成24年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672190,101,7 堀内歯科 〒639-2113 （外来環）第79号          平成26年11月 1日
     葛城歯101 葛城市北花内６０５番地５ （医管）第50号            平成28年 4月 1日
     0745-69-2882  (0745-69-2534) （か強診）第19号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第45号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第18号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第53号        平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第273号       平成26年11月 1日
     （補管）第1062号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673200,008,2 水谷歯科 〒633-0253 （歯訪診）第117号         平成28年 4月 1日
     宇歯8 宇陀市榛原萩原１６３番地の１ （歯ＣＡＤ）第206号       平成26年 8月 1日
     07458(2)2241  （補管）第427号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674200,010,8 小西歯科医院 〒633-2164 （歯訪診）第118号         平成28年 4月 1日
     宇歯10 宇陀市大宇陀拾生７１６番地 （歯ＣＡＤ）第90号        平成26年 4月 1日
     07458(3)2140  （補管）第428号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675200,012,4 杉年歯科医院 〒633-0253 （歯ＣＡＤ）第322号       平成27年 6月 1日
     宇歯12 宇陀市榛原萩原１５６の８ （補管）第429号           平成 8年 4月 1日
     07458(2)3456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676200,013,2 杉浦歯科医院 〒633-0315 （歯訪診）第310号         平成29年 3月 1日
     宇歯13 宇陀市室生大野２２５０ （補管）第430号           平成 8年 4月 1日
     07459(2)5077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677200,014,0 松塚歯科医院 〒633-0251 （歯訪診）第212号         平成28年 8月 1日
     宇歯14 宇陀市榛原ひのき坂３ー６ー１３ （歯ＣＡＤ）第332号       平成27年 7月 1日
     07458-2-8841  （補管）第431号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678200,015,7 かしわぎ歯科医院 〒633-2115 （歯訪診）第133号         平成28年 4月 1日
     宇歯15 宇陀市大宇陀西山４１２の４ （歯ＣＡＤ）第289号       平成27年 2月 1日
     07458(3)0018  (07458(3)3699) （補管）第432号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679200,016,5 林歯科医院 〒633-0254 （補管）第635号           平成 9年 4月 1日
     宇歯16 宇陀市榛原高萩台７８番地１０２
     号
     07458(2)5048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680200,017,3 おきなか歯科 〒633-2221 （歯訪診）第119号         平成28年 4月 1日
     宇歯17 宇陀市菟田野松井１６４ー１ （歯ＣＡＤ）第282号       平成27年 1月 1日
     0745-84-9181  （補管）第686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

[奈良県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　歯科] 平成29年 6月28日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  681200,020,7 柴田歯科 〒633-2175 （歯ＣＡＤ）第148号       平成26年 6月 1日
     宇歯20 宇陀市大宇陀中新１９４３ （補管）第967号           平成22年 7月 1日
     0745-83-1360  (0745-83-1360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682200,021,5 北山歯科診療所 〒633-0315 （歯援診）第24号          平成28年11月 1日
     宇歯21 宇陀市室生大野２２７２の２ （補管）第1024号          平成25年 4月 1日
     0745-92-3185  (0745-92-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683200,023,1 藤井歯科　矯正歯科 〒633-0253 （外来環）第127号         平成28年 8月 2日
     宇歯23 宇陀市榛原萩原８１８－１ （医管）第83号            平成28年 8月 2日
     0745-82-0002  （在歯管）第40号          平成28年 8月 2日
     （歯訪診）第233号         平成28年 8月 2日
     （歯ＣＡＤ）第423号       平成28年 8月 2日
     （補管）第1098号          平成28年 8月 2日
     （酸単）第5605号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684200,024,9 藤本歯科医院 〒633-0257 （歯ＣＡＤ）第453号       平成29年 5月 1日
     宇歯24 宇陀市榛原榛見が丘１－１２－１ （補管）第1111号          平成29年 4月 1日
     ０
     0745-82-0373  (0745-82-0373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685200,102,3 榛見が丘歯科クリニッ〒633-0257 （外来環）第14号          平成20年 8月 1日
     宇歯102 ク 宇陀市榛原榛見が丘１丁目５－１ （歯援診）第19号          平成28年 4月 1日
     ６ （歯ＣＡＤ）第278号       平成26年12月 1日
     0745-82-8275  (0745-82-8275) （ＧＴＲ）第12号          平成20年 4月 1日
     （補管）第870号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686200,103,1 医療法人あかつき会　〒633-0253 （外来環）第148号         平成28年11月 1日
     宇歯103 松田歯科医院 宇陀市榛原萩原２４３９番地の２ （医管）第96号            平成28年11月 1日
     0745-82-0395  (0745-82-0395) （在歯管）第50号          平成28年11月 1日
     （歯訪診）第407号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第431号       平成28年11月 1日
     （歯技工）第75号          平成28年11月 1日
     （補管）第1101号          平成28年11月 1日
     （酸単）第5628号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


