
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

    101,0019,6 川口歯科医院 〒641-0045 （補管）第38号            平成 8年 4月 1日
     和歯19 和歌山市堀止西１丁目１番３６号 （１７５）第281号         平成14年 4月 1日
     073-422-7466  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0138,4 岡野歯科医院 〒640-8341 （補管）第57号            平成 8年 4月 1日
     和歯138 和歌山市黒田１９０－１９ （１７５）第157号         平成14年 4月 1日
     073-471-4811  (073-471-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0165,7 永井歯科医院 〒641-0045 （補管）第64号            平成 8年 4月 1日
     和歯165 和歌山市堀止西１丁目２番２号 （１７５）第118号         平成14年 4月 1日
     073-436-3424  (073-436-3424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0172,3 阿部歯科医院 〒640-8435 （補管）第67号            平成 8年 4月 1日
     和歯172 和歌山市古屋２５－１１ （１７５）第127号         平成14年 4月 1日
     073-451-7682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0181,4 東海歯科医院 〒640-8392 （歯援診）第115号         平成29年 4月 1日
     和歯181 和歌山市中之島２０４８ （在推進）第4号           平成26年 4月 1日
     073-433-2758  (073-433-2233) （歯技工）第72号          平成22年 4月 1日
     （補管）第72号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0187,1 栗山歯科医院 〒640-8329 （歯ＣＡＤ）第181号       平成27年 2月 1日
     和歯187 和歌山市田中町５－１－１タバタ （補管）第77号            平成 8年 4月 1日
     ビル２階
     073-436-3653  (073-433-0283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0189,7 和田歯科医院 〒640-8343 （歯訪診）第85号          平成28年 9月 1日
     和歯189 和歌山市吉田５０２ （補管）第78号            平成 8年 4月 1日
     073-422-1937  （１７５）第267号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0195,4 西島歯科診療所 〒640-8331 （補管）第81号            平成 8年 4月 1日
     和歯195 和歌山市美園町５丁目８－５ （１７５）第386号         平成14年 4月 1日
     073-425-8435  (073-445-8611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0198,8 谷口歯科医院 〒640-8159 （歯訪診）第198号         平成29年 2月 1日
     和歯198 和歌山市十一番丁８－１京橋ビル （歯ＣＡＤ）第335号       平成28年 3月 1日
     ３階１部 （歯技工）第39号          平成22年 4月 1日
     073-431-5859  (073-431-5859) （補管）第82号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第253号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0201,0 松谷歯科医院 〒640-8343 （補管）第84号            平成 8年 4月 1日
     和歯201 和歌山市吉田３２３番地メゾンド （１７５）第231号         平成14年 4月 1日
     ール和歌山３０１号
     073-431-9870  (073-431-9870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

   1101,0212,7 湯浅歯科医院 〒640-8107 （外来環）第121号         平成28年10月 1日
     和歯212 和歌山市三木町堀詰４８ （歯訪診）第177号         平成29年 2月 1日
     073-432-4348  （歯ＣＡＤ）第95号        平成26年 7月 1日
     （補管）第88号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0215,0 伊東歯科医院 〒641-0034 （歯訪診）第307号         平成29年 4月 1日
     和歯215 和歌山市新高町５番１４号 （歯ＣＡＤ）第360号       平成28年 5月 1日
     073-444-6666  （補管）第90号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第316号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0216,8 伊東歯科医院 〒641-0051 （歯訪診）第270号         平成29年 4月 1日
     和歯216 和歌山市西高松２丁目５番９号 （補管）第91号            平成 8年 4月 1日
     073-444-0813  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0221,8 中西歯科医院 〒640-8323 （歯援診）第81号          平成28年 9月 1日
     和歯221 和歌山市太田一丁目１番２９号 （歯技工）第3号           平成22年 4月 1日
     073-473-0876  (073-473-0876) （補管）第93号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第453号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0227,5 谷歯科クリニック 〒641-0051 （歯ＣＡＤ）第304号       平成27年11月 1日
     和歯227 和歌山市西高松１－３－７ （補管）第95号            平成 8年 6月 1日
     073-436-3585  (073-436-3585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0229,1 小林歯科医院 〒640-8435 （歯訪診）第16号          平成28年 7月 1日
     和歯229 和歌山市古屋４１９ （歯ＣＡＤ）第372号       平成28年 7月 1日
     073-453-4182  (073-453-4182) （補管）第96号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第141号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0230,9 山本歯科医院 〒640-8324 （歯訪診）第98号          平成28年10月 1日
     和歯230 和歌山市吹屋町５丁目１９ （歯ＣＡＤ）第445号       平成29年 6月 1日
     073-423-0068  (073-423-0068) （補管）第97号            平成 8年 4月 1日
     （１７５）第75号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0233,3 沖殿歯科医院 〒640-8220 （外来環）第146号         平成29年 1月 1日
     和歯233 和歌山市下町１８ （医管）第108号           平成28年 9月 1日
     073-432-4669  (073-432-4669) （歯訪診）第68号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第133号       平成26年 9月 1日
     （補管）第100号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第11号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0234,1 前田歯科医院 〒640-8111 （歯訪診）第259号         平成29年 4月 1日
     和歯234 和歌山市新通三丁目２７番地 （歯技工）第75号          平成22年 4月 1日
     073-436-5866  (073-436-0636) （ＧＴＲ）第2号           平成20年 4月 1日
     （補管）第101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

[和歌山県]
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)

   2001,0236,6 岡村歯科医院 〒640-8482 （補管）第102号           平成 8年 6月 1日
     和歯236 和歌山市六十谷１８０－４７ （１７５）第216号         平成14年 4月 1日
     073-461-2616  (073-462-2267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0238,2 市川歯科医院 〒640-8152 （歯訪診）第292号         平成29年 4月 1日
     和歯238 和歌山市十番丁１５ （歯技工）第16号          平成22年 4月 1日
     073-433-3555  (073-423-5750) （補管）第104号           平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0240,8 江見歯科医院 〒649-6338 （補管）第106号           平成 8年 4月 1日
     和歯240 和歌山市府中１０９６－１
     073-462-2325  (073-461-8700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0241,6 岡田歯科医院 〒641-0054 （歯訪診）第3号           平成28年 4月 1日
     和歯241 和歌山市塩屋６丁目２－６２ （補管）第107号           平成 8年 6月 1日
     073-446-2865  (073-446-2865) （１７５）第34号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0245,7 園部歯科 〒640-8483 （歯訪診）第304号         平成29年 4月 1日
     和歯245 和歌山市園部１４５８ （歯ＣＡＤ）第421号       平成29年 2月 1日
     073-462-1182  (073-462-1182) （補管）第110号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第307号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0246,5 向林歯科医院 〒641-0034 （外来環）第113号         平成28年 9月 1日
     和歯246 和歌山市新高町４番１０号 （医管）第106号           平成28年 9月 1日
     073-444-8848  (073-444-8848) （歯ＣＡＤ）第196号       平成27年 3月 1日
     （補管）第529号           平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0248,1 林歯科医院 〒640-8329 （歯ＣＡＤ）第343号       平成28年 3月 1日
     和歯248 和歌山市田中町二丁目４番地 （補管）第112号           平成 8年 4月 1日
     073-422-5842  (073-432-5858) （１７５）第24号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0252,3 貴志歯科医院 〒640-8482 （歯訪診）第184号         平成29年 2月 1日
     和歯252 和歌山市六十谷２２０－４ （歯ＣＡＤ）第262号       平成27年 7月 1日
     073-462-2500  （補管）第115号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0256,4 山下歯科医院 〒641-0011 （歯訪診）第314号         平成29年 4月 1日
     和歯256 和歌山市三葛１０２－１ （歯ＣＡＤ）第298号       平成27年10月 1日
     073-445-8148  （歯技工）第100号         平成22年12月 1日
     （補管）第551号           平成10年 7月 1日
     （１７５）第221号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0257,2 澤本歯科医院 〒640-8412 （歯訪診）第168号         平成29年 1月 1日
     和歯257 和歌山市狐島３０８－２ （歯技工）第12号          平成22年 4月 1日
     073-453-6688  (073-455-9876) （補管）第116号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第90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

[和歌山県]
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)

   3001,0259,8 たけうち歯科医院 〒641-0008 （歯訪診）第260号         平成29年 4月 1日
     和歯259 和歌山市北中島１丁目３３番地 （歯ＣＡＤ）第241号       平成27年 5月 1日
     073-426-1919  (073-426-1919) （歯技工）第37号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第4号           平成20年 4月 1日
     （補管）第117号           平成 8年 7月 1日
     （１７５）第41号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0262,2 富永歯科医院 〒640-8444 （歯訪診）第326号         平成29年 4月 1日
     和歯262 和歌山市次郎丸９５－３ （歯ＣＡＤ）第444号       平成29年 6月 1日
     073-453-7000  （補管）第119号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第155号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0263,0 平歯科医院 〒640-8113 （外来環）第14号          平成20年 8月 1日
     和歯263 和歌山市広瀬通丁三丁目４０番地 （歯訪診）第257号         平成29年 4月 1日
     073-422-3012  (073-427-2332) （歯技工）第42号          平成22年 4月 1日
     （補管）第580号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0264,8 楠山歯科医院 〒640-8151 （歯訪診）第332号         平成29年 4月 1日
     和歯264 和歌山市屋形町５丁目１８ （補管）第120号           平成 8年 4月 1日
     073-423-4020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0267,1 木村歯科医院 〒640-8322 （歯訪診）第276号         平成29年 4月 1日
     和歯267 和歌山市秋月２０４ （歯ＣＡＤ）第285号       平成27年 8月 1日
     073-472-7184  (073-472-7184) （補管）第122号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第331号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0268,9 南出歯科医院 〒640-0343 （歯訪診）第343号         平成29年 4月 1日
     和歯268 和歌山市江南２３１番地の５ （補管）第123号           平成 8年 4月 1日
     073-479-2166  (073-479-3413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0269,7 谷口歯科医院 〒640-0351 （歯訪診）第211号         平成29年 3月 1日
     和歯269 和歌山市吉礼６４－５番地 （歯ＣＡＤ）第337号       平成28年 3月 1日
     073-478-1919  （歯技工）第55号          平成22年 4月 1日
     （補管）第124号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第225号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0271,3 上村歯科医院 〒640-8319 （補管）第525号           平成 9年 1月 1日
     和歯271 和歌山市手平１丁目９－１６
     073-426-3884  (073-426-3884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0275,4 椋代歯科医院 〒640-8314 （外来環）第144号         平成29年 1月 1日
     和歯275 和歌山市神前３８３－２１ （医管）第90号            平成28年 8月 1日
     073-473-5550  (073-473-4078) （か強診）第55号          平成29年 4月 1日
     （歯援診）第79号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第28号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第447号       平成29年 6月 1日
     （補管）第126号           平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考
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算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

   3901,0276,2 土橋歯科医院 〒640-8341 （外来環）第164号         平成29年 4月 1日
     和歯276 和歌山市黒田１０９－３ （歯訪診）第313号         平成29年 4月 1日
     073-472-7755  (073-473-7461) （歯ＣＡＤ）第1号         平成26年 4月 1日
     （補管）第127号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0277,0 宮本歯科 〒640-8317 （補管）第128号           平成 8年 4月 1日
     和歯277 和歌山市北出島４６
     073-472-6400  (073-474-0267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0278,8 佐武歯科医院 〒640-8297 （外来環）第66号          平成28年 5月 1日
     和歯278 和歌山市西河岸町９９番地 （医管）第69号            平成28年 5月 1日
     073-432-6656  (073-432-6656) （歯技工）第71号          平成22年 4月 1日
     （補管）第129号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第23号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0280,4 南海歯科医院 〒640-8323 （外来環）第89号          平成28年 7月 1日
     和歯280 和歌山市太田１１５－４ （医管）第13号            平成16年 6月 1日
     073-473-6123  (073-473-6631) （か強診）第18号          平成28年 7月 1日
     （歯援診）第71号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第26号          平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第217号       平成27年 4月 1日
     （歯技工）第27号          平成22年 4月 1日
     （補管）第131号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0283,8 井口矯正歯科 〒640-8331
     和歯283 和歌山市美園町５丁目１－２新橘
     ビル２Ｆ
     073-425-7182  (073-425-7185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0284,6 得津歯科医院 〒640-8345 （医管）第65号            平成28年 4月 1日
     和歯284 和歌山市新在家１６３ （歯援診）第100号         平成28年11月 1日
     073-472-1322  (073-472-1322) （在歯管）第17号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第13号          平成28年 6月 1日
     （在推進）第2号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第424号       平成29年 2月 1日
     （補管）第132号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0285,3 田村歯科 〒640-8113 （補管）第133号           平成 8年 4月 1日
     和歯285 和歌山市広瀬通丁１丁目１５ （１７５）第339号         平成14年 4月 1日
     073-436-5231  (073-423-2094)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0286,1 白川歯科医院 〒649-6313 （補管）第134号           平成 8年 6月 1日
     和歯286 和歌山市楠本１番地 （１７５）第163号         平成14年 4月 1日
     073-461-6841  (073-461-6841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿
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[和歌山県]
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電話番号(ＦＡＸ番号)

   4701,0287,9 角野歯科医院 〒640-8067 （補管）第135号           平成 8年 6月 1日
     和歯287 和歌山市一筋目七番地 （１７５）第78号          平成14年 4月 1日
     073-431-4182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0290,3 山本歯科医院 〒641-0024 （補管）第137号           平成 8年 4月 1日
     和歯290 和歌山市和歌浦西１－３－２１
     073-447-1588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0294,5 中本歯科医院 〒640-8342 （補管）第140号           平成 8年 4月 1日
     和歯294 和歌山市友田町４丁目９６番地
     073-423-2155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0296,0 岡本歯科医院 〒640-8269 （歯訪診）第223号         平成29年 3月 1日
     和歯296 和歌山市小松原通３丁目４４ （補管）第141号           平成 8年 4月 1日
     073-436-3824  (073-436-3824) （１７５）第132号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0298,6 岡歯科医院 〒649-6321 （外来環）第74号          平成28年 5月 1日
     和歯298 和歌山市布施屋１１１－１ （か強診）第26号          平成28年 8月 1日
     073-477-3076  (073-477-7076) （歯援診）第97号          平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第167号       平成26年12月 1日
     （補管）第142号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,0300,0 さわもと歯科医院 〒640-8402 （歯訪診）第272号         平成29年 4月 1日
     和歯300 和歌山市野崎２３１ （補管）第637号           平成14年 4月 1日
     073-453-3366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0301,8 山下歯科診療所 〒641-0021 （外来環）第65号          平成28年 5月 1日
     和歯301 和歌山市和歌浦東２丁目１－６６ （医管）第68号            平成28年 5月 1日
     073-447-3323  （か強診）第7号           平成28年 5月 1日
     （歯援診）第66号          平成28年 6月 1日
     （在歯管）第20号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第246号       平成27年 6月 1日
     （補管）第143号           平成 8年 7月 1日
     （１７５）第112号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0302,6 豊田歯科医院 〒641-0036 （外来環）第151号         平成29年 3月 1日
     和歯302 和歌山市西浜８９１－１３ （歯訪診）第170号         平成29年 1月 1日
     073-447-3232  (073-447-3275) （歯ＣＡＤ）第218号       平成27年 4月 1日
     （補管）第144号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0304,2 内藤歯科 〒640-8203 （歯訪診）第244号         平成29年 3月 1日
     和歯304 和歌山市東蔵前丁４番地市駅前フ （う蝕無痛）第37号        平成20年10月 1日
     ァーストビル３Ｆ （歯ＣＡＤ）第418号       平成29年 1月 1日
     073-428-1200  (073-428-1133) （手術歯根）第2号         平成22年 4月 1日
     （補管）第146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

[和歌山県]
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)

   5601,0305,9 神田歯科医院 〒640-8273 （歯訪診）第201号         平成29年 3月 1日
     和歯305 和歌山市葵町４番２６号 （歯ＣＡＤ）第60号        平成26年 5月 1日
     073-425-4182  (073-427-6066) （補管）第147号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0307,5 紀三井寺歯科 〒641-0012 （歯訪診）第279号         平成29年 4月 1日
     和歯307 和歌山市紀三井寺７４９番地３ （歯ＣＡＤ）第435号       平成29年 4月 1日
     073-445-4000  （補管）第149号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0308,3 山中歯科医院 〒640-8464 （歯訪診）第148号         平成28年10月 1日
     和歯308 和歌山市市小路１５３－１番地紀 （歯ＣＡＤ）第423号       平成29年 2月 1日
     の川ビル２Ｆ （補管）第150号           平成 8年 4月 1日
     073-452-6111  (073-452-6111) （１７５）第59号          平成14年 4月 1日
     （酸単）第5796号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0309,1 上野山歯科 〒640-8314 （外来環）第67号          平成28年 5月 1日
     和歯309 和歌山市神前３７－６５ （歯訪診）第67号          平成28年 9月 1日
     073-472-7707  (073-472-7891) （歯ＣＡＤ）第336号       平成28年 3月 1日
     （歯技工）第58号          平成22年 4月 1日
     （補管）第151号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0310,9 松本歯科医院 〒640-8305 （歯訪診）第174号         平成29年 2月 1日
     和歯310 和歌山市栗栖１１０４－１ （歯ＣＡＤ）第230号       平成27年 5月 1日
     073-473-6202  (073-471-8718) （補管）第639号           平成14年 4月 1日
     （１７５）第233号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0311,7 岩井歯科 〒640-8483 （歯訪診）第289号         平成29年 4月 1日
     和歯311 和歌山市園部９６６－３ （歯ＣＡＤ）第449号       平成29年 6月 1日
     073-462-4664  (073-462-3348) （歯技工）第84号          平成22年 4月 1日
     （補管）第152号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0312,5 大道歯科医院 〒640-8303 （歯ＣＡＤ）第221号       平成27年 4月 1日
     和歯312 和歌山市鳴神１３２－８ （補管）第153号           平成 8年 4月 1日
     073-472-9505  (073-472-9505) （１７５）第280号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,0313,3 川﨑歯科クリニック 〒640-8159 （歯訪診）第210号         平成29年 3月 1日
     和歯313 和歌山市十一番丁２０番地まるせ （補管）第154号           平成 8年 4月 1日
     んビル２Ｆ （１７５）第18号          平成14年 4月 1日
     073-431-5510  (073-431-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0314,1 稲垣歯科医院 〒640-8482 （歯訪診）第162号         平成28年12月 1日
     和歯314 和歌山市六十谷１６ （歯ＣＡＤ）第124号       平成26年 9月 1日
     073-462-2817  (073-462-2817) （ＧＴＲ）第29号          平成20年 6月 1日
     （補管）第155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

[和歌山県]
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)

   6501,0315,8 広井歯科医院 〒640-8443 （補管）第156号           平成 8年 4月 1日
     和歯315 和歌山市延時１４７－１３グラン （１７５）第441号         平成14年 4月 1日
     ドビル２Ｆ
     073-455-2875  (073-455-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0319,0 坂口歯科第二医院 〒640-8312 （歯訪診）第9号           平成28年 6月 1日
     和歯319 和歌山市森小手穂７４５－３ （歯ＣＡＤ）第431号       平成29年 4月 1日
     073-473-5778  (073-473-6005) （補管）第159号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第398号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0320,8 森歯科医院 〒640-8453 （補管）第160号           平成 8年 4月 1日
     和歯320 和歌山市木ノ本字石橋５５５－７
     073-455-6926  (073-455-6926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0322,4 佐武歯科医院 〒640-8145 （歯ＣＡＤ）第216号       平成27年 4月 1日
     和歯322 和歌山市岡山丁８８番地 （補管）第162号           平成 8年 4月 1日
     073-426-0518  (073-426-0518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0323,2 佐武歯科医院 〒641-0013 （歯訪診）第204号         平成29年 3月 1日
     和歯323 和歌山市内原字下浜９３７－２５ （歯ＣＡＤ）第153号       平成26年11月 1日
     073-445-2111  (073-447-9781) （補管）第163号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0329,9 藤原歯科医院 〒640-8017 （外来環）第112号         平成28年 9月 1日
     和歯329 和歌山市北新戎ノ丁２５蒼苑ビル （医管）第103号           平成28年 9月 1日
     ２Ｆ （か強診）第33号          平成28年 9月 1日
     073-432-4618  (073-432-6777) （歯援診）第89号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第35号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第88号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第143号       平成26年10月 1日
     （歯技工）第40号          平成22年 4月 1日
     （補管）第168号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0330,7 アリマ歯科医院 〒641-0051 （歯訪診）第99号          平成28年10月 1日
     和歯330 和歌山市西高松２丁目１５－７ （歯ＣＡＤ）第172号       平成27年 1月 1日
     073-445-2888  （補管）第169号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第111号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0331,5 和中歯科 〒641-0024 （歯訪診）第166号         平成29年 1月 1日
     和歯331 和歌山市和歌浦西１丁目７－１ （う蝕無痛）第5号         平成20年 4月 1日
     073-444-8811  （補管）第615号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,0333,1 江川歯科医院 〒640-0331 （歯訪診）第161号         平成28年12月 1日
     和歯333 和歌山市吉原１２１０ （歯ＣＡＤ）第346号       平成28年 4月 1日
     073-479-2121  (073-479-2273) （補管）第171号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第100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

[和歌山県]
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)

   7401,0334,9 山本歯科 〒640-8464 （歯ＣＡＤ）第222号       平成27年 4月 1日
     和歯334 和歌山市市小路１８０－８ （補管）第172号           平成 8年 6月 1日
     073-452-3667  (073-452-4148) （１７５）第137号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0336,4 山崎歯科医院 〒640-8483 （歯訪診）第83号          平成28年 9月 1日
     和歯336 和歌山市園部１５８１－２３ （補管）第173号           平成 8年 4月 1日
     073-461-0017  (073-461-0081) （１７５）第8号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0338,0 玉置歯科医院 〒640-8241 （外来環）第98号          平成28年 8月 1日
     和歯338 和歌山市雑賀屋町東ノ丁２１ （医管）第19号            平成16年 4月 1日
     073-422-3866  (073-422-7890) （か強診）第36号          平成28年 9月 1日
     （歯援診）第76号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第9号           平成24年 4月 1日
     （歯訪診）第91号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第329号       平成28年 2月 1日
     （歯技工）第91号          平成22年 6月 1日
     （ＧＴＲ）第5号           平成20年 4月 1日
     （補管）第175号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0342,2 小谷歯科医院 〒649-6332 （歯訪診）第225号         平成29年 3月 1日
     和歯342 和歌山市宇田森１８－４ （う蝕無痛）第6号         平成20年 4月 1日
     073-462-2334  (073-462-2495) （歯ＣＡＤ）第340号       平成28年 3月 1日
     （補管）第177号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0344,8 福田歯科医院 〒641-0021 （外来環）第152号         平成29年 3月 1日
     和歯344 和歌山市和歌浦東２丁目７－１６ （歯訪診）第251号         平成29年 3月 1日
     073-445-6480  (073-446-4137) （歯ＣＡＤ）第278号       平成27年 7月 1日
     （補管）第178号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0353,9 坂中歯科 〒640-8403 （外来環）第68号          平成28年 5月 1日
     和歯353 和歌山市北島４０４－１５７ （歯ＣＡＤ）第3号         平成26年 4月 1日
     073-453-4618  (073-453-8049) （補管）第635号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0354,7 マルヤマ歯科 〒640-8287 （外来環）第137号         平成28年11月 1日
     和歯354 和歌山市築港一丁目１６の３ （医管）第116号           平成28年11月 1日
     073-433-0648  （か強診）第42号          平成28年11月 1日
     （歯援診）第102号         平成28年11月 1日
     （歯リハ２）第16号        平成26年 9月 1日
     （手顕微加）第13号        平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第242号       平成27年 5月 1日
     （補管）第183号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0355,4 つえむら歯科 〒640-8412 （歯訪診）第312号         平成29年 4月 1日
     和歯355 和歌山市狐島字長畑３８２－５ （補管）第184号           平成 8年 8月 1日
     073-453-5654  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿
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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   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8201,0357,0 山西歯科クリニック 〒640-8331 （歯訪診）第107号         平成28年10月 1日
     和歯357 和歌山市美園町５丁目７－４ （補管）第185号           平成 8年 7月 1日
     073-425-2518  （１７５）第379号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0358,8 青島歯科 〒640-8341 （歯訪診）第258号         平成29年 4月 1日
     和歯358 和歌山市黒田２５３メゾン葵 （補管）第186号           平成 8年 4月 1日
     073-474-4884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0360,4 小西歯科医院 〒640-8265 （外来環）第139号         平成28年11月 1日
     和歯360 和歌山市小松原６丁目１－７ （医管）第119号           平成28年12月 1日
     073-425-2460  (073-425-2460) （歯訪診）第160号         平成28年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第243号       平成27年 5月 1日
     （補管）第187号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第4号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0362,0 明楽歯科医院 〒649-6272 （歯訪診）第347号         平成29年 5月 1日
     和歯362 和歌山市大垣内６９０－７ （補管）第188号           平成 8年 4月 1日
     073-477-2661  （１７５）第361号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0364,6 滝本歯科医院 〒641-0014 （歯訪診）第337号         平成29年 4月 1日
     和歯364 和歌山市毛見６０ （歯ＣＡＤ）第279号       平成27年 7月 1日
     073-444-2001  (073-444-2061) （補管）第189号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0366,1 南條歯科医院 〒640-8033 （歯ＣＡＤ）第4号         平成26年 4月 1日
     和歯366 和歌山市本町５丁目２番地 （補管）第190号           平成 8年 4月 1日
     073-422-3720  (073-422-3720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0370,3 山西歯科医院 〒640-8463 （歯ＣＡＤ）第448号       平成29年 6月 1日
     和歯370 和歌山市楠見中字大堀３３－６ （補管）第193号           平成 8年 4月 1日
     073-454-2345  (073-454-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0372,9 田井歯科医院 〒640-0353 （歯訪診）第84号          平成28年 9月 1日
     和歯372 和歌山市馬場６５－４ （補管）第194号           平成 8年 4月 1日
     073-479-3301  (073-479-3301) （１７５）第349号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,0374,5 神人歯科医院 〒640-8392 （補管）第195号           平成 8年 4月 1日
     和歯374 和歌山市中之島２２８２ （１７５）第220号         平成14年 4月 1日
     073-431-8755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0379,4 やの歯科 〒640-8392 （歯訪診）第69号          平成28年 9月 1日
     和歯379 和歌山市中之島２９４－１ （補管）第198号           平成 8年 4月 1日
     073-474-8878  (073-474-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,0380,2 谷口歯科医院 〒649-6331 （補管）第199号           平成 8年 4月 1日
     和歯380 和歌山市北野４４２
     073-461-0400  (073-462-1020)
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9301,0381,0 岩尾歯科 〒640-8483 （歯訪診）第70号          平成28年 9月 1日
     和歯381 和歌山市園部８８８－７ （歯ＣＡＤ）第99号        平成26年 7月 1日
     073-462-0418  (073-462-0418) （補管）第200号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5797号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0383,6 川村歯科医院 〒640-8159 （歯訪診）第63号          平成28年 9月 1日
     和歯383 和歌山市十一番丁１１番地 （歯ＣＡＤ）第177号       平成27年 1月 1日
     073-422-4618  (073-422-4618) （補管）第202号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第119号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,0385,1 たきや歯科医院 〒640-8482 （歯訪診）第266号         平成29年 4月 1日
     和歯385 和歌山市六十谷１０２２－１２ （歯ＣＡＤ）第287号       平成27年 8月 1日
     073-462-3073  (073-462-3073) （補管）第204号           平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0387,7 菅野歯科医院 〒641-0025 （補管）第206号           平成 8年 4月 1日
     和歯387 和歌山市和歌浦中１丁目５－２
     073-444-0858  (073-444-0858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0388,5 酒井歯科 〒640-8317 （歯訪診）第262号         平成29年 4月 1日
     和歯388 和歌山市北出島１４８番地 （補管）第647号           平成14年 4月 1日
     073-475-0303  (073-475-0323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0389,3 川崎歯科 〒640-8035 （歯ＣＡＤ）第6号         平成26年 4月 1日
     和歯389 和歌山市万町４ （補管）第207号           平成 8年 4月 1日
     073-428-1000  (073-433-8933) （１７５）第10号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0394,3 山本歯科 〒641-0001 （補管）第211号           平成 8年 4月 1日
     和歯394 和歌山市杭ノ瀬１７－１
     073-475-0418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,0396,8 長谷川歯科医院 〒640-8344 （歯訪診）第298号         平成29年 4月 1日
     和歯396 和歌山市納定３８ （歯ＣＡＤ）第356号       平成28年 4月 1日
     073-474-9604  （補管）第213号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0399,2 かみさこ歯科 〒640-8412 （歯ＣＡＤ）第382号       平成28年 8月 1日
     和歯399 和歌山市狐島２９８－１ （補管）第214号           平成 8年 6月 1日
     073-454-5701  (073-454-8673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,0401,6 国中歯科医院 〒640-8471 （歯訪診）第219号         平成29年 3月 1日
     和歯401 和歌山市善明寺４４番地 （歯ＣＡＤ）第247号       平成27年 6月 1日
     073-451-3123  （補管）第659号           平成14年 4月 1日
     （１７５）第439号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0402,4 りく歯科医院 〒640-8323 （外来環）第83号          平成28年 6月 1日
     和歯402 和歌山市太田３－９－１９メゾン （歯訪診）第301号         平成29年 4月 1日
     ・ド・ルー１Ｆ （歯ＣＡＤ）第231号       平成27年 5月 1日
     073-474-3718  (073-474-3718) （補管）第216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

[和歌山県]
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)

  10401,0403,2 湯川歯科医院 〒640-0112 （歯ＣＡＤ）第104号       平成26年 8月 1日
     和歯403 和歌山市西庄２５９－７ （補管）第217号           平成 8年 4月 1日
     073-454-6066  (073-454-6066) （１７５）第5号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0404,0 つつみ歯科医院 〒640-8433 （歯訪診）第256号         平成29年 4月 1日
     和歯404 和歌山市中野３１－１和歌山パー （歯ＣＡＤ）第232号       平成27年 5月 1日
     ムシティ３０２号 （補管）第218号           平成 8年 6月 1日
     073-456-2222  (073-456-2221) （１７５）第55号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0405,7 井関歯科医院 〒640-8329 （歯訪診）第178号         平成29年 2月 1日
     和歯405 和歌山市田中町４丁目１１８ （歯ＣＡＤ）第446号       平成29年 6月 1日
     073-422-3588  (073-424-7613) （補管）第219号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第115号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,0406,5 末兼歯科医院 〒640-0103 （補管）第220号           平成 8年 4月 1日
     和歯406 和歌山市加太１０７０ （１７５）第336号         平成14年 4月 1日
     073-459-0216  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0408,1 岡本歯科医院 〒640-8403 （歯訪診）第154号         平成28年11月 1日
     和歯408 和歌山市北島３８－１４ （補管）第655号           平成14年 4月 1日
     073-452-5935  (073-452-5936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,0411,5 西村歯科医院 〒640-8432 （外来環）第133号         平成28年11月 1日
     和歯411 和歌山市土入１６８番地の４２ （歯訪診）第151号         平成28年11月 1日
     073-456-3090  (073-456-3091) （歯ＣＡＤ）第150号       平成26年10月 1日
     （歯技工）第15号          平成22年 4月 1日
     （補管）第222号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,0412,3 戸村歯科医院 〒640-8265 （歯訪診）第87号          平成28年 9月 1日
     和歯412 和歌山市小松原５－２－２６ （歯リハ２）第7号         平成26年 4月 1日
     073-426-2888  (073-426-2888) （歯ＣＡＤ）第8号         平成26年 4月 1日
     （歯技工）第29号          平成22年 4月 1日
     （補管）第513号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0413,1 柳岡歯科医院 〒640-8331 （歯ＣＡＤ）第170号       平成26年12月 1日
     和歯413 和歌山市美園町５－１－２新橘ビ （歯技工）第89号          平成22年 4月 1日
     ル３Ｆ （ＧＴＲ）第36号          平成22年 4月 1日
     073-436-8110  (073-436-8110) （補管）第223号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,0414,9 歯科やまにし 〒641-0054 （歯訪診）第345号         平成29年 5月 1日
     和歯414 和歌山市塩屋４丁目５－２２ （手顕微加）第10号        平成28年 6月 1日
     073-445-8254  (073-445-7904) （う蝕無痛）第8号         平成20年 4月 1日
     （補管）第224号           平成 8年 6月 1日
     （１７５）第110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

[和歌山県]
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)

  11301,0415,6 にしじま歯科 〒640-8434 （歯ＣＡＤ）第239号       平成27年 5月 1日
     和歯415 和歌山市榎原２７２－２３ （補管）第225号           平成 8年 4月 1日
     073-454-8148  （１７５）第332号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0416,4 研司歯科クリニック 〒640-8323 （歯訪診）第230号         平成29年 3月 1日
     和歯416 和歌山市太田６５－１１ （う蝕無痛）第9号         平成20年 4月 1日
     073-471-0114  （歯ＣＡＤ）第347号       平成28年 4月 1日
     （手術歯根）第12号        平成22年 6月 1日
     （補管）第226号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0417,2 熱田歯科室 〒640-8159 （外来環）第99号          平成28年 8月 1日
     和歯417 和歌山市十一番丁４４ （歯ＣＡＤ）第173号       平成27年 1月 1日
     073-432-8444  （補管）第227号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第303号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,0418,0 森本歯科医院 〒640-0103 （外来環）第91号          平成28年 8月 1日
     和歯418 和歌山市加太１１９４番地 （歯ＣＡＤ）第410号       平成28年12月 1日
     073-459-1843  （補管）第228号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0419,8 公園前中山歯科 〒640-8154 （手顕微加）第12号        平成28年 8月 1日
     和歯419 和歌山市六番丁４３　ハピネス六 （根切顕微）第8号         平成28年 8月 1日
     番丁ビル３階 （補管）第506号           平成 8年 4月 1日
     073-427-6234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,0420,6 もりおか歯科 〒641-0005 （歯援診）第49号          平成28年 4月 1日
     和歯420 和歌山市田尻１２４－５ （歯訪診）第4号           平成28年 4月 1日
     073-475-1477  (073-475-1477) （補管）第229号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0421,4 岩端歯科医院 〒641-0007 （外来環）第165号         平成29年 5月 1日
     和歯421 和歌山市小雑賀６９６番地の５ （歯訪診）第331号         平成29年 4月 1日
     073-427-1125  (073-427-1108) （歯ＣＡＤ）第190号       平成27年 3月 1日
     （補管）第230号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0422,2 島本歯科 〒641-0052 （歯ＣＡＤ）第323号       平成28年 2月 1日
     和歯422 和歌山市東高松２丁目２ー２０ （補管）第231号           平成 8年 4月 1日
     073-422-8511  (073-422-8511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0423,0 いずみ歯科 〒640-8303 （外来環）第25号          平成24年 8月 1日
     和歯423 和歌山市鳴神１０５番地 （医管）第122号           平成29年 2月 1日
     073-474-9110  (073-474-9120) （か強診）第49号          平成29年 2月 1日
     （歯訪診）第172号         平成29年 2月 1日
     （歯リハ２）第1号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第152号       平成26年11月 1日
     （補管）第232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

[和歌山県]
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)

  12201,0424,8 四ケ郷土橋Ｋ歯科医院〒640-8391 （歯ＣＡＤ）第189号       平成27年 3月 1日
     和歯424 和歌山市加納３３５－４３ （歯技工）第52号          平成22年 4月 1日
     073-472-7306  (073-472-7306) （補管）第233号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,0425,5 つちはし歯科 〒640-8463 （補管）第234号           平成 8年 6月 1日
     和歯425 和歌山市楠見中２０１－７ （１７５）第123号         平成14年 4月 1日
     073-456-1177  (073-456-1177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0428,9 ヒロデンタルクリニッ〒640-8404 （歯ＣＡＤ）第253号       平成27年 6月 1日
     和歯428 ク 和歌山市湊４丁目９－２９ （補管）第676号           平成15年 2月 1日
     073-451-9943  (073-451-9943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0429,7 さのデンタルクリニッ〒640-8142 （歯ＣＡＤ）第255号       平成27年 6月 1日
     和歯429 ク 和歌山市三番丁２ （ＧＴＲ）第6号           平成20年 4月 1日
     073-433-0790  (073-433-3866) （補管）第606号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,0430,5 中之島デンタルクリニ〒640-8392 （歯ＣＡＤ）第420号       平成29年 2月 1日
     和歯430 ック 和歌山市中之島１４８７ （補管）第536号           平成 9年 9月 1日
     073-433-1118  (073-431-5430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0434,7 大平歯科医院 〒640-8150 （医管）第73号            平成28年 6月 1日
     和歯434 和歌山市十三番丁４ （歯援診）第62号          平成28年 6月 1日
     073-422-4950  (073-431-7035) （在歯管）第22号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第10号          平成28年 6月 1日
     （在推進）第7号           平成26年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第179号       平成27年 2月 1日
     （歯技工）第64号          平成22年 4月 1日
     （補管）第544号           平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,0435,4 原田歯科医院 〒640-8392 （外来環）第40号          平成25年 7月 1日
     和歯435 和歌山市中之島２３３７ （医管）第127号           平成29年 3月 1日
     073-428-6788  (073-428-6776) （補管）第547号           平成10年 5月 1日
     （１７５）第56号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,0436,2 太田矯正歯科クリニッ〒640-8033 （矯診）第7号             平成22年 4月 1日
     和歯436 ク 和歌山市本町２丁目２７松屋ビル （顎診）第402号           平成15年 6月 1日
     ３Ｆ
     073-426-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,0437,0 橋本歯科医院 〒649-6314 （歯訪診）第265号         平成29年 3月 1日
     和歯437 和歌山市島２３３－３ （歯ＣＡＤ）第9号         平成26年 4月 1日
     073-464-2566  (073-464-2570) （補管）第556号           平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,0438,8 みやお歯科医院 〒649-6331 （外来環）第55号          平成27年 4月 1日
     和歯438 和歌山市北野１５４－５ （歯訪診）第252号         平成29年 3月 1日
     073-462-6644  (073-462-6713) （歯ＣＡＤ）第427号       平成29年 3月 1日
     （補管）第560号           平成10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

[和歌山県]
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)

  13201,0439,6 辻岡歯科医院 〒640-8319 （歯訪診）第278号         平成29年 4月 1日
     和歯439 和歌山市手平５丁目１－１７ （歯ＣＡＤ）第293号       平成27年 9月 1日
     073-436-5377  (073-436-6227) （歯技工）第74号          平成22年 4月 1日
     （補管）第561号           平成10年12月 1日
     （１７５）第359号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,0442,0 前田歯科医院 〒649-6331 （外来環）第100号         平成28年 8月 1日
     和歯442 和歌山市北野２８２ー６　南部ビ （歯援診）第104号         平成28年11月 1日
     ル１階 （歯ＣＡＤ）第50号        平成26年 4月 1日
     073-461-3710  (073-462-5010) （補管）第571号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,0443,8 井関歯科医院 〒640-8374 （外来環）第84号          平成28年 7月 1日
     和歯443 和歌山市数寄屋丁１６ （歯ＣＡＤ）第312号       平成27年11月 1日
     073-431-9693  （ＧＴＲ）第7号           平成20年 4月 1日
     （補管）第600号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,0444,6 山西歯科 〒640-8323 （補管）第573号           平成11年 8月 1日
     和歯444 和歌山県和歌山市太田４丁目７番 （１７５）第129号         平成14年 4月 1日
     １号
     073-476-0177  (073-476-0178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,0445,3 辻本歯科医院 〒640-8342 （歯ＣＡＤ）第338号       平成28年 3月 1日
     和歯445 和歌山市友田町４ー１１８ （補管）第576号           平成11年 9月27日
     073-432-3079  (073-423-0913) （１７５）第17号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,0449,5 松本歯科診療所 〒641-0008 （外来環）第150号         平成29年 3月 1日
     和歯449 和歌山市北中島１ー５ー１クリニ （医管）第86号            平成28年 6月 1日
     ックビルりゅうじん２Ｆ （歯技工）第35号          平成22年 4月 1日
     073-421-6480  (073-421-6481) （補管）第597号           平成12年 4月 1日
     （酸単）第5798号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,0450,3 スマイル歯科 〒640-8286 （歯訪診）第66号          平成28年 9月 1日
     和歯450 和歌山市湊御殿２ー３ー３７ （歯ＣＡＤ）第81号        平成26年 6月 1日
     073-421-8750  (073-421-8750) （補管）第599号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,0451,1 和歌浦歯科クリニック〒641-0021 （ＧＴＲ）第8号           平成20年 4月 1日
     和歯451 和歌山市和歌浦東２ー９ー５１ （補管）第621号           平成13年 3月 1日
     073-447-1133  (073-447-2211) （酸単）第5799号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,0452,9 岩橋歯科医院 〒640-8024 （歯訪診）第196号         平成29年 2月 1日
     和歯452 和歌山市元寺町５丁目５３ （歯ＣＡＤ）第324号       平成28年 2月 1日
     073-423-0960  (073-431-8823) （補管）第613号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,0453,7 竹内歯科クリニック 〒640-8157 （医管）第14号            平成16年 6月 1日
     和歯453 和歌山市八番丁一番地 （歯技工）第77号          平成22年 4月 1日
     073-423-5060  (073-423-5060) （補管）第616号           平成12年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  14201,0454,5 前岡歯科医院 〒640-8390 （補管）第618号           平成12年10月 1日
     和歯454 和歌山市有本２３２番地の８ （１７５）第159号         平成14年 4月 1日
     073-431-4453  (073-413-4022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,0455,2 ふくにし歯科医院 〒641-0036 （外来環）第42号          平成25年10月 1日
     和歯455 和歌山市西浜１００２ー１６ （歯訪診）第100号         平成28年10月 1日
     073-448-5900  (073-448-5900) （歯ＣＡＤ）第197号       平成27年 3月 1日
     （補管）第617号           平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,0456,0 グリーン歯科 〒640-0112 （外来環）第101号         平成28年 8月 1日
     和歯456 和歌山市西庄８６ー５ （歯援診）第59号          平成28年 4月 1日
     073-480-4428  (073-480-4428) （歯訪診）第2号           平成28年 4月 1日
     （在推進）第3号           平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第192号       平成27年 3月 1日
     （補管）第626号           平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,0457,8 おおまゑ歯科 〒640-8331 （歯ＣＡＤ）第49号        平成26年 4月 1日
     和歯457 和歌山市美園町５丁目１１ー１５ （補管）第625号           平成13年 4月 1日
     073-426-1374  (073-426-1474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,0458,6 髙塚歯科医院 〒640-8262 （医管）第78号            平成28年 6月 1日
     和歯458 和歌山市湊通丁北３丁目７番地 （歯訪診）第14号          平成28年 6月 1日
     073-436-4182  (073-436-4184) （歯ＣＡＤ）第238号       平成27年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第9号           平成20年 4月 1日
     （補管）第634号           平成14年 1月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,0459,4 藤井歯科医院 〒641-0006 （歯訪診）第80号          平成28年 9月 1日
     和歯459 和歌山市中島２８８－２ （補管）第649号           平成14年 4月 1日
     073-422-0277  (073-427-1663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,0460,2 はやし歯科医院 〒640-8331 （外来環）第16号          平成20年 9月 1日
     和歯460 和歌山市美園町４丁目６９－８林 （医管）第131号           平成29年 4月 1日
     ビル１、２Ｆ （か強診）第37号          平成28年 9月 1日
     073-424-6000  (073-425-3355) （歯訪診）第293号         平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第6号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第281号       平成27年 7月 1日
     （ＧＴＲ）第33号          平成20年 9月 1日
     （根切顕微）第5号         平成28年 4月 1日
     （補管）第671号           平成14年10月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,0462,8 山下歯科医院 〒640-8422 （外来環）第122号         平成28年 9月 1日
     和歯462 和歌山市松江東４丁目６の２４ （歯訪診）第92号          平成28年 9月 1日
     073-456-6480  (073-456-6480) （歯ＣＡＤ）第392号       平成28年 9月 1日
     （歯技工）第19号          平成22年 4月 1日
     （補管）第677号           平成15年 3月 6日
     （酸単）第5800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

[和歌山県]
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)

  15001,0463,6 梅本歯科医院 〒640-8136 （歯訪診）第209号         平成29年 3月 1日
     和歯463 和歌山市堀止東１－２－２９ （補管）第680号           平成15年 5月 1日
     073-426-0118  (073-426-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,0465,1 藤野歯科医院 〒649-6321 （歯訪診）第239号         平成29年 4月 1日
     和歯465 和歌山市布施屋５９０－１ （歯ＣＡＤ）第129号       平成26年 9月 1日
     073-477-0100  (073-477-0100) （補管）第693号           平成16年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,0466,9 やまにし矯正歯科 〒641-0052
     和歯466 和歌山市東高松２丁目１－２３
     073-423-4618  (073-423-4118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,0468,5 水島歯科医院 〒640-8151 （外来環）第31号          平成24年 9月 1日
     和歯468 和歌山市屋形町３－４３ （医管）第115号           平成28年11月 1日
     073-422-0504  (073-422-0507) （か強診）第12号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第200号         平成29年 3月 1日
     （歯リハ２）第18号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第363号       平成28年 6月 1日
     （補管）第697号           平成16年 6月 1日
     （１７５）第472号         平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,0470,1 むろたに歯科 〒640-8341 （歯訪診）第82号          平成28年 9月 1日
     和歯470 和歌山市黒田１７３－３ （歯ＣＡＤ）第348号       平成28年 4月 1日
     073-414-8866  (073-414-8866) （補管）第700号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,0472,7 戸村矯正歯科クリニッ〒640-8211 （矯診）第8号             平成22年 4月 1日
     和歯472 ク 和歌山市西布経丁１丁目１ （顎診）第403号           平成17年 3月23日
     073-424-1148  (073-424-2608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,0473,5 神野歯科医院 〒640-8392 （歯訪診）第190号         平成29年 2月 1日
     和歯473 和歌山市中之島字上嶋３５６番２ （補管）第715号           平成17年10月 1日
     ０
     073-472-0128  (073-472-0128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,0474,3 シカゴ歯科クリニック〒640-8391 （歯訪診）第327号         平成29年 4月 1日
     和歯474 和歌山市加納２０２－１ （歯ＣＡＤ）第417号       平成29年 1月 1日
     073-475-8881  (073-475-8881) （補管）第716号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,0475,0 秋月歯科医院 〒640-8314 （外来環）第26号          平成24年 8月 1日
     和歯475 和歌山市神前５３４－１ （医管）第82号            平成28年 6月 1日
     073-471-1441  (073-471-4646) （か強診）第13号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第65号          平成28年 6月 1日
     （外後発使）第143号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第294号       平成27年 9月 1日
     （補管）第720号           平成17年10月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  15901,0476,8 太田歯科医院 〒640-8336 （歯訪診）第189号         平成29年 2月 1日
     和歯476 和歌山市柳丁４８番地 （歯ＣＡＤ）第438号       平成29年 5月 1日
     073-424-2627  (073-424-2627) （補管）第728号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,0477,6 なかにし歯科医院 〒649-6339 （外来環）第106号         平成28年 8月 1日
     和歯477 和歌山市弘西１２６２－３ （医管）第49号            平成22年10月 1日
     073-462-4824  (073-462-4824) （歯援診）第122号         平成29年 5月 1日
     （う蝕無痛）第43号        平成23年 5月 1日
     （補管）第732号           平成18年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,0479,2 上西歯科医院 〒640-8251 （外来環）第142号         平成28年12月 1日
     和歯479 和歌山市南中間町８１ （歯援診）第107号         平成28年12月 1日
     073-422-6466  (073-422-4582) （歯ＣＡＤ）第309号       平成27年11月 1日
     （補管）第740号           平成18年12月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,0480,0 西村歯科医院 〒641-0051 （歯訪診）第309号         平成29年 4月 1日
     和歯480 和歌山市西高松１丁目１３－１４ （歯ＣＡＤ）第265号       平成27年 7月 1日
     073-433-8484  （補管）第750号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,0481,8 岩橋歯科医院 〒640-8327 （補管）第753号           平成19年 7月 2日
     和歯481 和歌山市橋向丁３９
     073-422-4549  (073-422-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,0482,6 千代歯科 〒640-8425 （外来環）第123号         平成28年10月 1日
     和歯482 和歌山市松江北４－７－２０ （歯訪診）第90号          平成28年 9月 1日
     073-451-6666  (073-451-6666) （歯ＣＡＤ）第349号       平成28年 4月 1日
     （補管）第754号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,0484,2 にし歯科クリニック 〒640-8431 （歯訪診）第274号         平成29年 4月 1日
     和歯484 和歌山市向６－９ （補管）第765号           平成20年12月 1日
     073-452-2424  (073-452-2425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,0485,9 たけ歯科クリニック 〒640-8341 （歯訪診）第101号         平成28年10月 1日
     和歯485 和歌山市黒田１－４－２　松浦ビ （在推進）第9号           平成28年10月 1日
     ル１Ｆ （歯ＣＡＤ）第395号       平成28年10月 1日
     073-473-8470  （補管）第770号           平成21年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,0486,7 藤田歯科医院 〒640-8425 （歯ＣＡＤ）第151号       平成26年10月 1日
     和歯486 和歌山市松江北二丁目２０－１５ （補管）第771号           平成21年 1月 1日
     073-455-2089  (073-455-2134) （１７５）第498号         平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,0487,5 田中ハタ歯科 〒641-0041 （外来環）第75号          平成28年 5月 1日
     和歯487 和歌山市堀止南ノ丁２－３３ （歯ＣＡＤ）第266号       平成27年 7月 1日
     073-422-5483  (073-422-5486) （ＧＴＲ）第34号          平成21年 1月 1日
     （補管）第768号           平成21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

[和歌山県]
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)

  16901,0488,3 まえだ歯科 〒640-8027 （外来環）第53号          平成27年 2月 1日
     和歯488 和歌山市米屋町１０ （歯ＣＡＤ）第127号       平成26年 9月 1日
     073-431-5712  (073-431-5712) （補管）第773号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,0492,5 おぐり歯科クリニック〒649-6311 （歯訪診）第287号         平成29年 4月 1日
     和歯492 和歌山市里９３－１ （歯ＣＡＤ）第439号       平成29年 5月 1日
     073-461-8211  (073-461-8215) （補管）第776号           平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,0493,3 くすの木デンタルクリ〒640-8125 （外来環）第33号          平成24年10月 1日
     和歯493 ニック 和歌山市島崎町５丁目３２－７ （医管）第58号            平成28年 4月 1日
     073-432-8011  (073-432-8011) （か強診）第11号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第56号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第15号          平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第350号       平成28年 4月 1日
     （補管）第780号           平成21年11月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,0494,1 佐々木デンタルクリニ〒649-6323 （歯ＣＡＤ）第440号       平成29年 5月 1日
     和歯494 ック 和歌山市井ノ口３２５ （補管）第783号           平成22年 4月 1日
     073-477-3888  (073-477-3884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,0495,8 髙田歯科医院 〒640-8033 （歯ＣＡＤ）第402号       平成28年10月 1日
     和歯495 和歌山市本町５丁目２３番地 （補管）第784号           平成22年 4月 1日
     073-428-2730  (073-428-2730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,0496,6 紀和歯科医院 〒641-0021 （歯訪診）第102号         平成28年10月 1日
     和歯496 和歌山市和歌浦東３丁目１番２１ （手顕微加）第2号         平成28年 4月 1日
     号 （歯ＣＡＤ）第92号        平成26年 7月 1日
     073-441-7018  (073-441-7011) （根切顕微）第2号         平成28年 4月 1日
     （補管）第787号           平成22年 6月 2日
     （酸単）第6204号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,0497,4 中野歯科医院 〒641-0045 （外来環）第37号          平成25年 2月 1日
     和歯497 和歌山市堀止西１丁目９－１８ （医管）第67号            平成28年 4月 1日
     073-422-7932  (073-422-7932) （か強診）第4号           平成28年 5月 1日
     （歯援診）第82号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第19号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第5号           平成28年 4月 1日
     （在推進）第1号           平成26年 4月 1日
     （う蝕無痛）第41号        平成22年 6月26日
     （歯ＣＡＤ）第136号       平成26年10月 1日
     （歯技工）第98号          平成22年 6月26日
     （補管）第789号           平成22年 6月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  17601,0498,2 小西歯科クリニック 〒640-8235 （外来環）第120号         平成28年 9月 1日
     和歯498 和歌山市東長町７丁目１２番地 （医管）第109号           平成28年 9月 1日
     073-425-6480  (073-425-6481) （歯援診）第93号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第37号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第95号          平成28年 9月 1日
     （在推進）第5号           平成26年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第355号       平成28年 4月 1日
     （補管）第790号           平成22年 7月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,0500,5 大河内歯科医院 〒640-8216 （補管）第792号           平成22年 9月 1日
     和歯500 和歌山市元博労町２２
     073-422-4702  (073-422-4702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,0502,1 あなはら歯科クリニッ〒641-0015 （外来環）第28号          平成24年 8月 1日
     和歯502 ク 和歌山市布引５３０－２ （医管）第70号            平成28年 5月 1日
     073-448-5580  (073-448-5581) （か強診）第5号           平成28年 5月 1日
     （歯援診）第61号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第206号       平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第42号          平成27年10月 1日
     （補管）第800号           平成23年 1月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,0503,9 武田歯科医院 〒640-0112 （外来環）第29号          平成24年 8月 1日
     和歯503 和歌山市西庄７７９－１ （か強診）第10号          平成28年 6月 1日
     073-453-4141  (073-452-6989) （歯援診）第112号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第422号       平成29年 2月 1日
     （補管）第807号           平成23年 7月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,0506,2 津守歯科クリニック 〒640-8432 （外来環）第50号          平成26年10月 1日
     和歯506 和歌山市土入２１－２１ （医管）第114号           平成28年10月 1日
     073-454-7300  （歯訪診）第109号         平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第234号       平成27年 5月 1日
     （補管）第814号           平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,0507,0 笠原歯科医院 〒649-6264 （医管）第104号           平成28年 9月 1日
     和歯507 和歌山市新庄字大道端４９０番地 （歯援診）第90号          平成28年 9月 1日
     073-477-2222  (073-477-6065) （在歯管）第36号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第351号       平成28年 4月 1日
     （補管）第816号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,0508,8 たかだ歯科クリニック〒640-8323 （歯ＣＡＤ）第145号       平成26年10月 1日
     和歯508 和歌山市太田二丁目２番１７号Ｈ （手術歯根）第14号        平成24年 5月 1日
     ＩＲＡＴＡ　ＳＯＵＴＨ　１Ｆ （ＧＴＲ）第40号          平成24年 5月 1日
     073-472-4876  (073-472-4855) （補管）第819号           平成24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

[和歌山県]
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)

  18301,0509,6 藤田歯科 〒640-8403 （歯訪診）第333号         平成29年 4月 1日
     和歯509 和歌山市北島４３３－１８ （う蝕無痛）第49号        平成24年11月 1日
     073-454-8008  （歯ＣＡＤ）第69号        平成26年 5月 1日
     （手術歯根）第15号        平成24年11月 1日
     （補管）第828号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,0510,4 宇佐美歯科 〒640-8411 （外来環）第38号          平成25年 3月 1日
     和歯510 和歌山市梶取２４４－１２ （医管）第59号            平成28年 4月 1日
     073-499-7299  (073-499-7299) （か強診）第27号          平成28年 9月 1日
     （歯援診）第83号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第64号          平成28年 9月 1日
     （補管）第829号           平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,0511,2 けやき歯科クリニック〒640-8156 （歯訪診）第155号         平成28年11月 1日
     和歯511 和歌山市七番丁２６－１ダイワロ （歯ＣＡＤ）第405号       平成28年11月 1日
     イネット２Ｆ （補管）第830号           平成25年 1月 1日
     073-433-8020  (073-433-8028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,0512,0 堤歯科医院 〒640-8032 （補管）第832号           平成24年12月10日
     和歯512 和歌山市南大工町３６
     073-422-4646  (073-422-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,0513,8 おがみ歯科クリニック〒640-8322 （歯ＣＡＤ）第450号       平成29年 6月 1日
     和歯513 和歌山市秋月４６８番地の８ （補管）第833号           平成25年 3月 1日
     073-471-3818  (073-471-3818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,0514,6 杉原歯科医院 〒640-8269 （歯訪診）第231号         平成29年 3月 1日
     和歯514 和歌山市小松原通四丁目２８・２ （補管）第835号           平成25年 6月 1日
     ９番地
     073-422-2734  (073-422-2609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,0515,3 藤田歯科医院 〒640-8152 （歯訪診）第271号         平成29年 4月 1日
     和歯515 和歌山市十番丁１０１ （歯ＣＡＤ）第430号       平成29年 4月 1日
     073-432-1549  (073-432-1549) （補管）第836号           平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,0516,1 尾谷歯科クリニック 〒640-8401 （歯訪診）第220号         平成29年 3月 1日
     和歯516 和歌山市福島６７９－５ （補管）第837号           平成25年 6月 1日
     073-453-8153  (073-453-8153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,0517,9 藤田歯科 〒641-0007 （歯訪診）第275号         平成29年 4月 1日
     和歯517 和歌山市小雑賀７１０ （補管）第838号           平成25年 7月 3日
     073-422-0919  (073-488-4415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,0518,7 かたおか歯科クリニッ〒640-8341 （外来環）第124号         平成28年10月 1日
     和歯518 ク 和歌山市黒田１００－６ （歯訪診）第306号         平成29年 4月 1日
     073-475-1803  (073-475-1803) （歯ＣＡＤ）第352号       平成28年 4月 1日
     （補管）第843号           平成25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

[和歌山県]
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)

  19301,0519,5 三木町歯科・内科 〒640-8151 （補管）第847号           平成26年 3月 1日
     (01,1519,8) 和歌山市屋形町三丁目１１番１　
     和歯519 アリスト和歌山城１０１
     073-402-0011  (073-402-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,0520,3 中原歯科医院 〒640-0112 （外来環）第82号          平成28年 6月 1日
     和歯520 和歌山市西庄３８７－１ （歯ＣＡＤ）第66号        平成26年 5月 1日
     073-494-6480  (073-494-6481) （補管）第846号           平成26年 2月 1日
     （酸単）第5801号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,0521,1 高田歯科医院 〒640-8395 （歯訪診）第110号         平成28年10月 1日
     和歯521 和歌山市畑屋敷中ノ丁２８ （歯ＣＡＤ）第96号        平成26年 7月 1日
     073-431-4786  (073-422-5989) （歯技工）第107号         平成26年 2月 1日
     （補管）第849号           平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,0523,7 やまだ歯科医院 〒640-8341 （歯訪診）第311号         平成29年 4月 1日
     和歯523 和歌山市黒田２６１－２ＨＩＲＡ （歯ＣＡＤ）第207号       平成27年 4月 1日
     ＴＡ　ＮＯＲＴＨ　１Ｆ （補管）第851号           平成26年 4月 1日
     073-474-1318  (073-474-1365) （酸単）第6012号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,0524,5 﨑山歯科医院 〒640-8371 （医管）第133号           平成29年 5月 1日
     和歯524 和歌山市新八百屋丁９ （か強診）第58号          平成29年 5月 1日
     073-431-5083  (073-431-5083) （歯訪診）第194号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第235号       平成27年 5月 1日
     （補管）第853号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,0525,2 宮本歯科クリニック 〒640-8159 （外来環）第48号          平成26年 7月 1日
     和歯525 和歌山市十一番丁３７ （医管）第117号           平成28年11月 1日
     073-433-1417  (073-433-9214) （か強診）第41号          平成28年11月 1日
     （歯援診）第101号         平成28年11月 1日
     （歯訪診）第159号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第408号       平成28年11月 1日
     （補管）第854号           平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,0526,0 こうざき西歯科クリニ〒640-8314 （外来環）第160号         平成29年 4月 1日
     和歯526 ック 和歌山市神前１０５－１ （歯援診）第117号         平成29年 4月 1日
     073-475-6480  (073-475-7171) （歯ＣＡＤ）第403号       平成28年11月 1日
     （補管）第860号           平成27年 5月 1日
     （酸単）第5802号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,0527,8 炭井歯科 〒641-0013 （歯訪診）第322号         平成29年 4月 1日
     和歯527 和歌山市内原８１８－１６ （歯ＣＡＤ）第259号       平成27年 5月29日
     073-447-2062  (073-447-2062) （補管）第863号           平成27年 5月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,0528,6 石原歯科クリニック 〒640-8442 （補管）第864号           平成27年 6月 1日
     和歯528 和歌山市平井１２６－１
     073-456-1234  (073-456-1234)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  20201,0529,4 秋葉山デンタルオフィ〒641-0056 （歯訪診）第238号         平成29年 4月 1日
     和歯529 ス 和歌山市秋葉町３－２ （歯ＣＡＤ）第433号       平成29年 4月 1日
     073-445-1171  (073-445-1172) （補管）第865号           平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,0530,2 オレンジ歯科 〒640-8341 （外来環）第57号          平成27年 8月 1日
     和歯530 和歌山市黒田１４３ （医管）第75号            平成28年 5月 1日
     073-475-8217  (050-1390-8936) （歯訪診）第97号          平成28年 9月 1日
     （手顕微加）第11号        平成28年 7月 1日
     （う蝕無痛）第58号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第261号       平成27年 7月 1日
     （手術歯根）第21号        平成29年 6月 1日
     （根切顕微）第7号         平成28年 7月 1日
     （補管）第866号           平成27年 7月 1日
     （酸単）第5803号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,0531,0 野村歯科医院 〒640-8227 （医管）第81号            平成28年 6月 1日
     和歯531 和歌山市西汀丁４４ （歯ＣＡＤ）第308号       平成27年10月 1日
     073-431-2722  (073-431-2728) （補管）第869号           平成27年10月 1日
     （酸単）第5804号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,0532,8 わだ歯科クリニック 〒641-0006 （歯ＣＡＤ）第318号       平成28年 1月 1日
     和歯532 和歌山市中島５７６番１ （補管）第870号           平成27年12月 1日
     073-488-8039  (073-488-8036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,0533,6 木下歯科医院 〒641-0051 （歯援診）第109号         平成29年 2月 1日
     和歯533 和歌山市西高松一丁目５番４７号 （歯ＣＡＤ）第341号       平成28年 2月 1日
     073-423-2170  （補管）第873号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,0534,4 やぶた歯科クリニック〒640-8312 （外来環）第87号          平成28年 7月 1日
     和歯534 和歌山市森小手穂６８２－１４ （医管）第118号           平成28年12月 1日
     073-463-6618  (073-463-6618) （歯訪診）第164号         平成28年12月 1日
     （歯リハ２）第17号        平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第442号       平成29年 5月 1日
     （補管）第879号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,0535,1 和歌山こまつ歯科 〒641-0002 （外来環）第115号         平成28年 9月 1日
     和歯535 和歌山市新中島６７－１ （か強診）第34号          平成28年 9月 1日
     073-488-8637  （歯援診）第91号          平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第20号        平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第376号       平成28年 7月 1日
     （補管）第884号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,0536,9 カワシマ歯科クリニッ〒640-8481 （歯ＣＡＤ）第400号       平成28年10月 1日
     和歯536 ク 和歌山市直川１－４ （補管）第886号           平成28年 9月23日
     073-460-7085  (073-460-7085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  21001,0537,7 こじまデンタルクリニ〒640-8377 （外来環）第157号         平成29年 3月 1日
     和歯537 ック 和歌山市新堺丁２ （医管）第130号           平成29年 3月 1日
     073-433-7775  (073-433-7775) （か強診）第54号          平成29年 3月 1日
     （歯援診）第116号         平成29年 3月 1日
     （在歯管）第45号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第296号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第429号       平成29年 3月 1日
     （歯技工）第114号         平成29年 3月 1日
     （補管）第891号           平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,0538,5 園部きらり歯科 〒640-8483 （外来環）第169号         平成29年 6月 1日
     和歯538 和歌山市園部８６５－１ （医管）第134号           平成29年 5月 1日
     073-461-8114  (073-461-4618) （在歯管）第46号          平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第346号         平成29年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第441号       平成29年 5月 1日
     （補管）第892号           平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,0539,3 山本歯科医院 〒640-8435 （補管）第896号           平成29年 6月 5日
     和歯539 和歌山市古屋８６－３
     073-453-4816  (073-454-5544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1006,2 貴志歯科医院 〒640-8451 （歯訪診）第7号           平成28年 5月 1日
     和歯1006 和歌山市中１５８ （補管）第238号           平成 8年 4月 1日
     073-453-6480  (073-454-5803) （１７５）第117号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1007,0 医療法人　野上歯科医〒640-8313 （歯訪診）第8号           平成28年 5月 1日
     和歯1007 院 和歌山市西ノ庄３１１－１２ （歯技工）第30号          平成22年 4月 1日
     073-452-0118  (073-454-1684) （補管）第239号           平成 8年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1008,8 医療法人孝紀会　中西〒640-8024 （歯技工）第66号          平成22年 4月 1日
     和歯1008 歯科医院 和歌山市元寺町２丁目２１番地前 （補管）第240号           平成 8年 4月 1日
     田ビル２階
     073-432-7100  (073-424-1918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1010,4 医療法人千尋会　前田〒640-8314 （歯訪診）第11号          平成28年 5月 1日
     和歯1010 歯科医院 和歌山市神前１６１番地の１ （う蝕無痛）第11号        平成20年 4月 1日
     073-473-6340  (073-473-6340) （歯技工）第48号          平成22年 4月 1日
     （補管）第241号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1011,2 川崎歯科医院 〒641-0052 （歯訪診）第213号         平成29年 3月 1日
     和歯1011 和歌山市東高松３丁目２番７号 （う蝕無痛）第38号        平成20年12月 1日
     073-445-5566  (073-445-5567) （歯ＣＡＤ）第378号       平成28年 8月 1日
     （歯技工）第99号          平成22年 9月 1日
     （補管）第579号           平成12年 3月 1日
     （１７５）第338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

[和歌山県]
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)

  21801,1015,3 医療法人　金尾好章歯〒640-8343 （歯ＣＡＤ）第396号       平成28年10月 1日
     和歯1015 科医院 和歌山市吉田５３７ （歯技工）第78号          平成22年 4月 1日
     073-432-0500  (073-432-0510) （補管）第666号           平成14年 4月 1日
     （矯診）第11号            平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1017,9 やました歯科医院 〒641-0002 （歯訪診）第325号         平成29年 4月 1日
     和歯1017 和歌山市新中島８０－９ （歯ＣＡＤ）第377号       平成28年 8月 1日
     073-472-1900  (073-472-1959) （補管）第609号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1018,7 医療法人　仲河歯科医〒640-8301 （外来環）第92号          平成28年 8月 1日
     和歯1018 院 和歌山市岩橋２３６－３ （歯訪診）第316号         平成29年 4月 1日
     073-473-5212  (073-473-5219) （う蝕無痛）第12号        平成20年 4月 1日
     （歯技工）第68号          平成22年 4月 1日
     （補管）第550号           平成10年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1020,3 和歌山県障害児（者）〒640-8319 （歯特連）第3号           平成22年 4月 1日
     和歯1020 高齢者歯科口腔保健セ和歌山市手平２－１－２ （補管）第663号           平成14年 4月 1日
     ンター 073-435-5190  (073-435-5191) （１７５）第329号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第5820号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1021,1 仲河歯科医院 〒649-6303 （外来環）第97号          平成28年 8月 1日
     和歯1021 和歌山市平岡２１７－１ （歯訪診）第86号          平成28年 9月 1日
     073-462-4182  (073-462-4120) （歯ＣＡＤ）第198号       平成27年 3月 1日
     （歯技工）第5号           平成22年 4月 1日
     （補管）第603号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1022,9 沼田歯科医院 〒641-0013 （歯訪診）第277号         平成29年 4月 1日
     和歯1022 和歌山市内原９９６ー１ （歯ＣＡＤ）第256号       平成27年 6月 1日
     073-445-0418  (073-445-3210) （補管）第645号           平成14年 4月 1日
     （１７５）第38号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1023,7 やまにし歯科 〒640-0112 （外来環）第8号           平成20年 4月 1日
     和歯1023 和歌山市西庄２３５ー１４ （医管）第71号            平成28年 5月 1日
     073-454-6480  (073-454-6480) （歯援診）第58号          平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第13号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第288号       平成27年 8月 1日
     （手術歯根）第1号         平成22年 4月 1日
     （歯技工）第70号          平成22年 4月 1日
     （補管）第578号           平成12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

[和歌山県]
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)

  22501,1025,2 医療法人ウェルネス小〒640-8401 （外来環）第135号         平成28年11月 1日
     和歯1025 畑歯科医院 和歌山市福島３２４ー１ （歯特連）第5号           平成28年 5月 1日
     073-455-9874  (073-455-9884) （医管）第74号            平成28年 5月 1日
     （歯援診）第118号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第39号          平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第381号       平成28年 8月 1日
     （補管）第623号           平成13年 2月 1日
     （１７５）第406号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第5821号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1026,0 医療法人雅会　小畑歯〒640-8425 （外来環）第51号          平成26年10月 1日
     和歯1026 科医院 和歌山市松江北７丁目５番地１ （医管）第61号            平成28年 4月 1日
     073-455-7977  (073-455-7977) （歯援診）第55号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第14号          平成28年 4月 1日
     （在推進）第8号           平成28年 4月 1日
     （外後発使）第120号       平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第79号        平成26年 6月 1日
     （補管）第675号           平成15年 1月 6日
     （１７５）第466号         平成15年 1月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1027,8 ほんだ歯科 〒640-8331 （外来環）第102号         平成28年 8月 1日
     和歯1027 和歌山市美園町５丁目６１ＪＲ和 （医管）第94号            平成28年 8月 1日
     歌山駅ビル４階 （歯訪診）第65号          平成28年 9月 1日
     073-425-7446  (073-425-7446) （歯ＣＡＤ）第425号       平成29年 3月 1日
     （補管）第691号           平成16年 4月 1日
     （１７５）第470号         平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,1028,6 湯川歯科医院 〒640-8392 （歯訪診）第324号         平成29年 4月 1日
     和歯1028 和歌山市中之島６７８－１ （歯ＣＡＤ）第43号        平成26年 4月 1日
     073-433-5300  (073-433-5366) （補管）第698号           平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1031,0 医療法人うらら会　ふ〒640-0112 （歯ＣＡＤ）第311号       平成27年11月 1日
     和歯1031 ぁみりー歯科クリニッ和歌山市西庄字妙見４０９番１ （補管）第797号           平成22年10月 1日
     ク 073-454-2332  (073-452-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,1032,8 松平ハタ医科歯科クリ〒640-8135 （外来環）第36号          平成25年 1月 1日
     (01,3032,0) ニック 和歌山市鷹匠町一丁目６０番地 （がん疼）第84号          平成29年 1月 1日
     和歯1032 073-427-8275  (073-427-8275) （ニコ）第206号           平成28年11月 1日
     （う蝕無痛）第51号        平成24年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第299号       平成27年10月 1日
     （手術歯根）第16号        平成25年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第41号          平成24年12月 1日
     （補管）第831号           平成24年12月 1日
     （酸単）第5824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

[和歌山県]
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)

  23101,1033,6 岩橋歯科医院 〒640-8106 （医管）第53号            平成25年10月 1日
     和歯1033 和歌山市三木町中ノ丁１ （在歯管）第11号          平成25年10月 1日
     073-423-2588  (073-421-1151) （う蝕無痛）第54号        平成25年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第11号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第17号        平成25年10月 1日
     （歯技工）第105号         平成25年10月 1日
     （補管）第842号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1034,4 医療法人雅心会　ホワ〒640-8451 （補管）第848号           平成26年 3月16日
     和歯1034 イトエッセンスわかや和歌山市中字楠谷５７３番地　イ
     ま歯科 オンモール和歌山
     073-451-4618  (073-456-4182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,1035,1 医療法人たんぽぽ会歯〒649-6311 （外来環）第49号          平成26年 9月 1日
     和歯1035 科和歌山院 和歌山市里２７番１－３ （医管）第129号           平成29年 4月 1日
     073-464-0051  (073-464-0052) （在歯管）第44号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第217号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第154号       平成26年11月 1日
     （歯技工）第108号         平成26年 5月 1日
     （補管）第852号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1036,9 吉田歯科医院 〒640-8463 （外来環）第60号          平成27年12月 1日
     和歯1036 和歌山市楠見中４７－１５ （医管）第95号            平成28年 8月 1日
     073-453-1515  （か強診）第22号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第77号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第31号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第289号       平成27年 8月 1日
     （歯技工）第110号         平成27年 6月 1日
     （補管）第867号           平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,1037,7 医療法人　かわさきデ〒640-8451 （歯訪診）第348号         平成29年 4月 1日
     和歯1037 ンタルクリニック 和歌山市中５７３－１９エスタシ （補管）第894号           平成29年 4月 1日
     オンふじと台駅前ビル東棟４階Ｅ
     ４０３号室
     073-488-5489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23610,0021,3 海堀歯科医院 〒648-0043 （歯訪診）第237号         平成29年 4月 1日
     橋歯21 橋本市学文路４１８ （補管）第245号           平成 8年 4月 1日
     0736-32-0466  (0736-33-3727) （１７５）第63号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23710,0026,2 多田歯科医院 〒648-0065 （歯訪診）第268号         平成29年 4月 1日
     橋歯26 橋本市古佐田１－６－１０ （補管）第247号           平成 8年 4月 1日
     0736-32-0362  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  23810,0027,0 海堀歯科医院 〒648-0065 （歯訪診）第226号         平成29年 3月 1日
     橋歯27 橋本市古佐田２－３－８ （う蝕無痛）第14号        平成20年 4月 1日
     0736-32-3790  (0736-34-0646) （歯ＣＡＤ）第75号        平成26年 6月 1日
     （補管）第248号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23910,0028,8 堀切歯科診療所 〒648-0096 （歯訪診）第185号         平成29年 2月 1日
     橋歯28 橋本市御幸辻２５３番地 （歯技工）第1号           平成22年 4月 1日
     0736-33-2310  (0736-33-1534) （補管）第249号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24010,0032,0 中前歯科医院 〒648-0054 （歯訪診）第305号         平成29年 4月 1日
     橋歯32 橋本市城山台三丁目１７－１ （補管）第253号           平成 8年 4月 1日
     0736-37-2648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24110,0034,6 森歯科医院 〒648-0093 （外来環）第158号         平成29年 4月 1日
     橋歯34 橋本市慶賀野２８０－１ （歯訪診）第207号         平成29年 2月 1日
     0736-37-4618  （歯ＣＡＤ）第201号       平成27年 3月 1日
     （補管）第255号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24210,0037,9 三木歯科医院 〒648-0073 （歯訪診）第206号         平成29年 2月 1日
     橋歯37 橋本市市脇４丁目１０４－１ （補管）第257号           平成 8年 4月 1日
     0736-33-1162  （１７５）第53号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24310,0039,5 つちだ歯科医院 〒648-0018 （外来環）第93号          平成28年 8月 1日
     橋歯39 橋本市隅田町垂井５５ー２ （医管）第20号            平成16年 8月 1日
     0736-32-2331  （か強診）第21号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第74号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第245号       平成27年 5月 1日
     （補管）第258号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第413号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24410,0040,3 加藤歯科医院 〒648-0094 （歯訪診）第197号         平成29年 2月 1日
     橋歯40 橋本市三石台１丁目３－１１ （補管）第521号           平成 9年 1月 1日
     0736-37-5785  （１７５）第374号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24510,0042,9 ほりはた歯科医院 〒648-0073 （外来環）第76号          平成28年 5月 1日
     橋歯42 橋本市市脇１丁目１－２４ （か強診）第8号           平成28年 6月 1日
     0736-32-0011  (0736-32-0879) （歯援診）第64号          平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第15号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第120号       平成26年 8月 1日
     （ＧＴＲ）第12号          平成20年 4月 1日
     （補管）第612号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24610,0043,7 森田歯科医院 〒648-0071 （歯訪診）第186号         平成29年 2月 1日
     橋歯43 橋本市小原田６８ （歯ＣＡＤ）第223号       平成27年 4月 1日
     0736-39-2202  (0736-39-2203) （補管）第532号           平成 9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

[和歌山県]
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)

  24710,0047,8 本田歯科医院 〒648-0066 （補管）第620号           平成12年12月 1日
     橋歯47 橋本市胡麻生７００番地 （１７５）第170号         平成14年 4月 1日
     0736-37-2528  (0736-37-2528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24810,0048,6 落合デンタルオフィス〒648-0015 （歯訪診）第181号         平成29年 2月 1日
     橋歯48 橋本市隅田町河瀬７８９－１ （補管）第674号           平成15年 2月14日
     0736-39-1166  (0736-39-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24910,0049,4 下田歯科クリニック 〒648-0041 （か強診）第16号          平成28年 6月 1日
     橋歯49 橋本市清水１５９－６ （歯援診）第67号          平成28年 6月 1日
     0736-33-2557  (0736-33-2557) （歯ＣＡＤ）第369号       平成28年 6月 1日
     （補管）第714号           平成17年 9月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25010,0050,2 こじま歯科医院 〒648-0065 （外来環）第103号         平成28年 8月 1日
     橋歯50 橋本市古佐田１丁目１－１６ （医管）第102号           平成28年 8月 1日
     0736-32-1373  (0736-33-4186) （か強診）第32号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第52号          平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第10号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第412号       平成28年12月 1日
     （ＧＴＲ）第13号          平成20年 4月 1日
     （補管）第717号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25110,0053,6 辻歯科医院 〒649-7203 （歯訪診）第228号         平成29年 3月 1日
     橋歯53 橋本市高野口町名古曽１２ （補管）第308号           平成 8年 4月 1日
     0736-43-2481  (0736-43-2495) （１７５）第293号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25210,0056,9 喜多歯科医院 〒649-7203 （歯訪診）第182号         平成29年 2月 1日
     橋歯56 橋本市高野口町名古曽８０４－２ （補管）第314号           平成 8年 4月 1日
     0736-42-0451  (0736-43-2967) （１７５）第114号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25310,0057,7 石川歯科医院 〒649-7202 （歯訪診）第240号         平成29年 4月 1日
     橋歯57 橋本市高野口町伏原１７４－１ （う蝕無痛）第17号        平成20年 4月 1日
     0736-43-2843  （ＧＴＲ）第14号          平成20年 4月 1日
     （補管）第546号           平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25410,0059,3 後藤歯科 〒648-0073 （外来環）第56号          平成27年 6月 1日
     橋歯59 橋本市市脇４丁目３－２７ （歯訪診）第212号         平成29年 3月 1日
     0736-32-0547  (0736-32-5945) （歯ＣＡＤ）第110号       平成26年 8月 1日
     （補管）第741号           平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25510,0060,1 小柳歯科クリニック 〒648-0085 （医管）第64号            平成28年 4月 1日
     橋歯60 橋本市岸上５６３－１ （歯訪診）第336号         平成29年 4月 1日
     0736-33-0866  (0736-33-4618) （歯ＣＡＤ）第290号       平成27年 8月 1日
     （補管）第744号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  25610,0061,9 隅田歯科医院 〒648-0018 （外来環）第114号         平成28年 9月 1日
     橋歯61 橋本市隅田町垂井７３番地の１ （医管）第105号           平成28年 9月 1日
     0736-32-0845  (0736-32-0211) （か強診）第38号          平成28年 9月 1日
     （歯援診）第94号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第125号       平成26年 9月 1日
     （補管）第751号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25710,0062,7 ひまわり歯科医院 〒648-0005 （外来環）第166号         平成29年 5月 1日
     橋歯62 橋本市小峰台２丁目１２－４９ （歯訪診）第218号         平成29年 3月 1日
     0736-34-8241  (0736-34-8243) （補管）第758号           平成20年 4月21日
     （酸単）第5937号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25810,0063,5 いわかみ歯科医院 〒648-0016 （歯訪診）第214号         平成29年 3月 1日
     橋歯63 橋本市隅田町下兵庫６２６－３ （歯ＣＡＤ）第14号        平成26年 4月 1日
     0736-32-6640  (0736-32-6640) （補管）第760号           平成20年 5月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25910,0064,3 ひろせ歯科クリニック〒648-0096 （外来環）第46号          平成26年 5月 1日
     橋歯64 橋本市御幸辻１７９番２ （医管）第76号            平成28年 6月 1日
     0736-25-5551  (0736-25-5561) （在歯管）第23号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第205号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第84号        平成26年 6月 1日
     （補管）第766号           平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26010,0065,0 おかだ歯科クリニック〒648-0073 （外来環）第143号         平成29年 1月 1日
     橋歯65 橋本市市脇１丁目４６－３ （医管）第98号            平成28年 9月 1日
     0736-39-7171  (0736-39-7172) （か強診）第44号          平成29年 1月 1日
     （歯援診）第84号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第32号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第94号        平成26年 7月 1日
     （補管）第786号           平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26110,0067,6 はたの歯科クリニック〒648-0043 （歯訪診）第191号         平成29年 2月 1日
     橋歯67 橋本市学文路２２１ （歯ＣＡＤ）第101号       平成26年 7月 1日
     0736-26-7266  (0736-26-7266) （補管）第795号           平成22年 9月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26210,0069,2 川歯科医院 〒649-7203 （歯訪診）第263号         平成29年 4月 1日
     橋歯69 橋本市高野口町名古曽１０１９ （補管）第808号           平成23年 7月 1日
     0736-42-2464  (0736-42-2464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26310,0070,0 本歯科クリニック 〒649-7207 （歯訪診）第193号         平成29年 2月 1日
     橋歯70 橋本市高野口町大野２３５－１ （歯ＣＡＤ）第16号        平成26年 4月 1日
     0736-42-0556  （補管）第820号           平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  26410,0071,8 とよざわ歯科クリニッ〒648-0064 （外来環）第41号          平成25年 9月10日
     橋歯71 ク 橋本市橋本二丁目１－９ （医管）第83号            平成28年 6月 1日
     0736-33-1800  (0736-33-1801) （歯訪診）第243号         平成29年 3月 1日
     （補管）第841号           平成25年 9月10日
     （酸単）第5938号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26510,0072,6 岩上歯科 〒648-0096 （外来環）第138号         平成28年11月 1日
     橋歯72 橋本市御幸辻３０６－３ （か強診）第45号          平成29年 1月 1日
     0736-33-1597  (0736-33-1597) （歯訪診）第158号         平成28年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第413号       平成29年 1月 1日
     （補管）第844号           平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26610,0073,4 ＣＵＲＥ　ｄｅｎｔａ〒648-0019 （歯訪診）第341号         平成29年 4月 1日
     橋歯73 ｌ　ｏｆｆｉｃｅ 橋本市あやの台１丁目４４－３ （歯ＣＡＤ）第380号       平成28年 8月 1日
     0736-37-5599  (0736-37-5599) （補管）第874号           平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26710,0074,2 守内歯科医院 〒649-7205 （歯訪診）第286号         平成29年 4月 1日
     橋歯74 橋本市高野口町名倉６ （歯ＣＡＤ）第370号       平成28年 7月 1日
     0736-42-2214  （歯技工）第113号         平成28年 7月 1日
     （補管）第880号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26810,0075,9 おかもと歯科クリニッ〒648-0005 （歯ＣＡＤ）第437号       平成29年 5月 1日
     橋歯75 ク 橋本市小峰台１丁目３３番１０ （補管）第890号           平成29年 4月11日
     0736-20-1470  (0736-20-1470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26910,0076,7 村上歯科医院 〒648-0072 （外来環）第170号         平成29年 5月25日
     橋歯76 橋本市東家四丁目１４番８号 （歯援診）第123号         平成29年 5月25日
     0736-32-0230  (0736-32-1317) （歯技工）第115号         平成29年 5月25日
     （補管）第897号           平成29年 5月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27010,1002,2 伊都地方休日急患歯科〒648-0072
     橋歯1002 診療所 橋本市東家一丁目３番１号
     0736-33-1905  (0736-33-1905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27111,0024,5 吉村歯科診療所 〒640-1131 （歯訪診）第282号         平成29年 4月 1日
     海歯24 海草郡紀美野町動木８０番地 （う蝕無痛）第53号        平成25年 5月 1日
     073-489-2330  （補管）第514号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27211,0025,2 河野歯科 〒640-1244 （歯訪診）第267号         平成29年 4月 1日
     海歯25 海草郡紀美野町福田１３６ー６ （補管）第260号           平成 8年 4月 1日
     073-495-3288  (073-495-3130) （１７５）第368号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第6097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

[和歌山県]
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)

  27311,0026,0 西田歯科医院 〒640-1121 （歯訪診）第103号         平成28年10月 1日
     海歯26 海草郡紀美野町下佐々１０３５－ （う蝕無痛）第18号        平成20年 4月 1日
     ４ （歯ＣＡＤ）第397号       平成28年10月 1日
     073-489-5350  (073-489-5350) （手術歯根）第10号        平成22年 4月 1日
     （補管）第261号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27413,0036,5 楠井歯科医院 〒649-7161 （歯訪診）第229号         平成29年 3月 1日
     伊歯36 伊都郡かつらぎ町笠田東４５７ （歯ＣＡＤ）第276号       平成27年 7月 1日
     0736-22-1011  (0736-22-5719) （補管）第310号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第394号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27513,0039,9 木村歯科医院 〒649-7122 （外来環）第107号         平成28年 8月 1日
     伊歯39 伊都郡かつらぎ町新田５３－２ （か強診）第25号          平成28年 8月 1日
     0736-22-3137  （歯訪診）第62号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第155号       平成26年11月 1日
     （補管）第313号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27613,0042,3 わしみね歯科医院 〒648-0263 （歯訪診）第290号         平成29年 4月 1日
     伊歯42 伊都郡高野町花坂３２４ （補管）第315号           平成 8年 8月 1日
     0736-56-3570  (0736-56-3580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27713,0045,6 中平歯科医院 〒649-7161 （歯訪診）第175号         平成29年 2月 1日
     伊歯45 伊都郡かつらぎ町笠田東７１番地 （咀嚼機能）第1号         平成28年 4月 1日
     の５ （ＧＴＲ）第39号          平成24年 4月 1日
     0736-22-0311  （補管）第591号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27813,0049,8 ゆあさ歯科医院 〒649-7161 （外来環）第85号          平成28年 6月 1日
     伊歯49 伊都郡かつらぎ町笠田東９８－８ （歯特連）第6号           平成28年 6月 1日
     0736-23-2047  (0736-23-2047) （医管）第87号            平成28年 6月 1日
     （歯援診）第85号          平成28年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第32号          平成20年 8月 1日
     （補管）第519号           平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27913,0051,4 米阪歯科医院 〒648-0211 （補管）第565号           平成11年 4月 1日
     伊歯51 伊都郡高野町高野山７６９ （１７５）第306号         平成14年 4月 1日
     0736-56-2165  (0736-56-2744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28013,0052,2 うちた歯科 〒649-7161 （歯訪診）第188号         平成29年 2月 1日
     伊歯52 伊都郡かつらぎ町笠田東１９６ー （補管）第648号           平成14年 4月 1日
     １
     0736-22-8881  (0736-22-8343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28113,0053,0 松岡歯科医院 〒648-0211 （補管）第685号           平成15年12月 1日
     伊歯53 伊都郡高野町高野山７９５レジデ
     ンス松岡
     0736-56-4182  (0736-56-4182)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  28213,0054,8 恩地歯科医院 〒649-7173 （歯訪診）第180号         平成29年 2月 1日
     伊歯54 伊都郡かつらぎ町大谷１４６ （外後発使）第150号       平成28年11月 1日
     0736-22-0774  (0736-22-5319) （歯ＣＡＤ）第17号        平成26年 4月 1日
     （補管）第772号           平成21年 1月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28313,0056,3 たえなか歯科クリニッ〒649-7113 （外来環）第69号          平成28年 5月 1日
     伊歯56 ク 伊都郡かつらぎ町妙寺畑ノ脇１５ （医管）第121号           平成29年 1月 1日
     １－１ （か強診）第48号          平成29年 1月 1日
     0736-22-4618  (0736-22-4618) （歯援診）第106号         平成28年12月 1日
     （在歯管）第42号          平成29年 1月 1日
     （歯ＣＡＤ）第364号       平成28年 5月 1日
     （補管）第821号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28413,0057,1 阪中歯科 〒649-7113 （外来環）第141号         平成28年12月 1日
     伊歯57 伊都郡かつらぎ町妙寺２７－１ （か強診）第43号          平成28年12月 1日
     0736-22-5522  (0736-22-0022) （歯援診）第86号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第15号          平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第202号       平成27年 4月 1日
     （補管）第858号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28513,0058,9 田村歯科クリニック 〒649-7161 （歯訪診）第221号         平成29年 3月 1日
     伊歯58 伊都郡かつらぎ町笠田東１０３－ （歯ＣＡＤ）第357号       平成28年 4月 1日
     ６ （補管）第876号           平成28年 4月 1日
     0736-22-1671  (0736-22-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28613,0059,7 エミ歯科 〒649-7174 （歯訪診）第199号         平成29年 3月 1日
     伊歯59 伊都郡かつらぎ町大字佐野８８７ （補管）第887号           平成28年12月 1日
     －１
     0736-22-7590  (0736-22-7590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28713,1000,0 医療法人歯優会　中島〒649-7113 （外来環）第161号         平成29年 4月 1日
     伊歯1000 歯科医院 伊都郡かつらぎ町妙寺４６８番地 （歯訪診）第183号         平成29年 2月 1日
     0736-22-0248  (0736-22-0149) （歯ＣＡＤ）第19号        平成26年 4月 1日
     （補管）第317号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28814,0018,1 岡田歯科医院 〒642-0002 （歯訪診）第79号          平成28年 9月 1日
     海南歯18 海南市日方１５００－２２ （歯ＣＡＤ）第389号       平成28年 9月 1日
     073-482-2392  （歯技工）第38号          平成22年 4月 1日
     （補管）第657号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28914,0019,9 重根歯科医院 〒642-0022 （補管）第319号           平成 8年 4月 1日
     海南歯19 海南市大野中４５４－２ （１７５）第82号          平成14年 4月 1日
     073-482-2633  (073-483-2103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29014,0025,6 平田歯科医院 〒642-0011 （補管）第322号           平成 8年 4月 1日
     海南歯25 海南市黒江７２２ （１７５）第80号          平成14年 4月 1日
     073-482-0533  (073-482-0533)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  29114,0029,8 吉川歯科医院 〒642-0002 （補管）第324号           平成 8年 4月 1日
     海南歯29 海南市日方１２７１－２３ （１７５）第51号          平成14年 4月 1日
     073-483-4014  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29214,0031,4 林歯科医院 〒640-1175 （補管）第325号           平成 8年 4月 1日
     海南歯31 海南市沖野々３４９ （１７５）第212号         平成14年 4月 1日
     073-487-0058  (073-487-0058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29314,0032,2 丸山歯科医院 〒642-0002 （補管）第326号           平成 8年 4月 1日
     海南歯32 海南市日方１２７２－５３
     073-483-5544  (073-483-3673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29414,0035,5 寺本歯科 〒642-0023 （外来環）第125号         平成28年10月 1日
     海南歯35 海南市重根１１６９－２ （医管）第123号           平成29年 2月 1日
     073-487-1500  (073-487-3330) （か強診）第50号          平成29年 2月 1日
     （歯援診）第110号         平成29年 2月 1日
     （在歯管）第43号          平成29年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第339号       平成28年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第15号          平成20年 4月 1日
     （補管）第329号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29514,0036,3 山崎歯科医院 〒642-0001 （歯訪診）第349号         平成29年 6月 1日
     海南歯36 海南市船尾２４１番地 （う蝕無痛）第50号        平成24年12月 1日
     073-482-0978  （歯ＣＡＤ）第76号        平成26年 6月 1日
     （補管）第330号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第345号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29614,0037,1 金川歯科医院 〒642-0032 （補管）第331号           平成 8年 4月 1日
     海南歯37 海南市名高７７－１３
     073-482-9880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29714,0038,9 片山歯科医院 〒642-0002 （歯訪診）第310号         平成29年 4月 1日
     海南歯38 海南市日方１５２１番地の８サン （補管）第332号           平成 8年 4月 1日
     エービル　２Ｆ （１７５）第40号          平成14年 4月 1日
     073-482-3538  (073-482-0065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29814,0040,5 ホワイト歯科 〒642-0032 （補管）第334号           平成 8年 4月 1日
     海南歯40 海南市名高２６９－７
     073-483-5571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29914,0041,3 高橋歯科クリニック 〒642-0032 （補管）第335号           平成 8年 4月 1日
     海南歯41 海南市名高５３７－１
     073-482-1228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  30014,0042,1 あっそ歯科クリニック〒642-0015 （外来環）第132号         平成28年10月 1日
     海南歯42 海南市且来１００番地 （医管）第112号           平成28年10月 1日
     073-483-3031  (073-483-3031) （か強診）第40号          平成28年10月 1日
     （歯援診）第98号          平成28年10月 1日
     （在歯管）第40号          平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第330号       平成28年 2月 1日
     （補管）第336号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30114,0043,9 石山歯科医院 〒640-1171 （外来環）第4号           平成20年 4月 1日
     海南歯43 海南市野上中１５６ （歯訪診）第315号         平成29年 4月 1日
     073-487-4455  （う蝕無痛）第19号        平成20年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第16号          平成20年 4月 1日
     （補管）第337号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第46号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30214,0044,7 井内歯科医院 〒640-1175 （外来環）第64号          平成28年 4月 1日
     海南歯44 海南市沖野々３３４－６ （か強診）第3号           平成28年 4月 1日
     073-487-4181  (073-487-4431) （歯援診）第105号         平成28年12月 1日
     （歯訪診）第12号          平成28年 5月 1日
     （歯ＣＡＤ）第250号       平成27年 6月 1日
     （補管）第338号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5952号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30314,0046,2 山本歯科医院 〒642-0001 （歯訪診）第280号         平成29年 4月 1日
     海南歯46 海南市船尾１２２ （歯ＣＡＤ）第331号       平成28年 2月 1日
     073-482-8088  (073-482-9489) （補管）第339号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第85号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30414,0047,0 中山歯科医院 〒642-0011 （外来環）第81号          平成28年 6月 1日
     海南歯47 海南市黒江１２６０ （医管）第99号            平成28年 9月 1日
     073-482-7255  (073-482-0080) （か強診）第28号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第71号          平成28年 9月 1日
     （手顕微加）第7号         平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第45号        平成23年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第332号       平成28年 2月 1日
     （手術歯根）第19号        平成28年 6月 1日
     （歯技工）第17号          平成22年 4月 1日
     （根切顕微）第4号         平成28年 4月 1日
     （補管）第340号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30514,0048,8 児島歯科医院 〒642-0001 （医管）第17号            平成16年 7月 1日
     海南歯48 海南市船尾１９４ （歯訪診）第173号         平成29年 2月 1日
     073-482-0608  （補管）第341号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第5953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

[和歌山県]
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)

  30614,0049,6 中山たく歯科医院 〒642-0022 （外来環）第70号          平成28年 5月 1日
     海南歯49 海南市大野中６０２－４ （歯訪診）第157号         平成28年11月 1日
     073-482-1373  (073-482-1373) （歯ＣＡＤ）第313号       平成27年11月 1日
     （歯技工）第112号         平成28年 4月 1日
     （補管）第342号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30714,0050,4 溝端歯科診療所 〒642-0032 （歯訪診）第261号         平成29年 4月 1日
     海南歯50 海南市名高４７９－３ （補管）第343号           平成 8年 4月 1日
     073-483-7171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30814,0051,2 田井歯科医院 〒642-0002 （補管）第344号           平成 8年 4月 1日
     海南歯51 海南市日方１０１１番地 （１７５）第268号         平成14年 4月 1日
     073-482-1593  (073-482-4065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30914,0052,0 山田歯科 〒642-0001 （歯訪診）第319号         平成29年 4月 1日
     海南歯52 海南市船尾１８６番地の５６ （補管）第345号           平成 8年 4月 1日
     073-482-0093  (073-482-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31014,0053,8 まとう歯科医院 〒642-0023 （歯訪診）第142号         平成28年11月 1日
     海南歯53 海南市重根４４２－１ （補管）第346号           平成 8年 4月 1日
     073-487-5614  (073-487-5624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31114,0054,6 今西歯科医院 〒640-1172 （歯訪診）第253号         平成29年 4月 1日
     海南歯54 海南市溝ノ口３２３ （歯ＣＡＤ）第432号       平成29年 4月 1日
     073-487-0408  (073-487-0408) （補管）第347号           平成 8年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31214,0056,1 玉置歯科医院 〒642-0002 （歯訪診）第339号         平成29年 4月 1日
     海南歯56 海南市日方１５１９ー２ （歯技工）第45号          平成22年 4月 1日
     073-483-4040  (073-483-4040) （補管）第605号           平成12年 6月 1日
     （１７５）第126号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31314,0058,7 新田歯科医院 〒649-0101 （補管）第259号           平成 8年 4月 1日
     海南歯58 海南市下津町下津７７７－１
     073-492-0268  (073-492-5190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31414,0059,5 池田歯科診療所 〒649-0143 （外来環）第7号           平成20年 4月 1日
     海南歯59 海南市下津町小松原４－４ （医管）第80号            平成28年 6月 1日
     073-492-2160  （か強診）第57号          平成29年 5月 1日
     （歯訪診）第93号          平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第342号       平成28年 3月 1日
     （歯技工）第49号          平成22年 4月 1日
     （補管）第262号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31514,0060,3 荻野歯科医院 〒649-0133 （補管）第263号           平成 8年 4月 1日
     海南歯60 海南市下津町下２７０－１ （１７５）第107号         平成14年 4月 1日
     073-492-2024  (073-492-5237)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  31614,0061,1 沼田歯科医院 〒649-0122 （歯訪診）第285号         平成29年 4月 1日
     海南歯61 海南市下津町黒田５５－５ （歯ＣＡＤ）第211号       平成27年 4月 1日
     073-492-5000  (073-492-5008) （歯技工）第31号          平成22年 4月 1日
     （補管）第264号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31714,0062,9 岡歯科医院 〒649-0101 （歯訪診）第254号         平成29年 4月 1日
     海南歯62 海南市下津町下津３０６６－２ （歯ＣＡＤ）第354号       平成28年 4月 1日
     073-492-0259  （補管）第265号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31814,0063,7 田岡歯科医院 〒642-0002 （歯訪診）第96号          平成28年 9月 1日
     海南歯63 海南市日方１２９０－１６ （う蝕無痛）第44号        平成23年 8月 1日
     073-482-0313  (073-482-7984) （歯ＣＡＤ）第111号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第41号          平成22年 4月 1日
     （補管）第711号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31914,0064,5 ひらた歯科クリニック〒642-0031 （ＧＴＲ）第31号          平成20年 8月18日
     海南歯64 海南市築地１－８０－１－６２ （補管）第762号           平成20年 8月18日
     073-482-1182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32014,0065,2 ふじやま歯科クリニッ〒640-1171 （歯訪診）第241号         平成29年 4月 1日
     海南歯65 ク 海南市野上中３７１－１ （補管）第781号           平成22年 2月 1日
     073-487-3337  (073-487-3379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32114,0068,6 今村歯科医院 〒642-0002 （歯援診）第63号          平成28年 5月 6日
     海南歯68 海南市日方１２５－１ （歯訪診）第284号         平成29年 4月 1日
     073-482-0250  （歯ＣＡＤ）第434号       平成29年 4月 1日
     （補管）第881号           平成28年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32214,1000,8 医療法人清真会　海南〒642-0032 （歯訪診）第297号         平成29年 4月 1日
     海南歯1000 歯科診療所 海南市名高１４５ （歯ＣＡＤ）第371号       平成28年 7月 1日
     073-483-8241  (073-483-8241) （補管）第721号           平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32315,0011,3 宮尾歯科医院 〒649-0304 （歯技工）第56号          平成22年 4月 1日
     有田歯11 有田市箕島町８７０ （補管）第349号           平成 8年 4月 1日
     0737-82-2874  (073-782-2834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32415,0017,0 九鬼歯科医院 〒649-0434 （歯訪診）第113号         平成28年10月 1日
     有田歯17 有田市宮原町新町９８－２ （歯技工）第47号          平成22年 4月 1日
     0737-88-6965  (0737-88-6965) （補管）第351号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第25号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32515,0018,8 嶋田歯科医院 〒649-0311 （歯訪診）第163号         平成28年12月 1日
     有田歯18 有田市辻堂字大芝７０９の２ （歯ＣＡＤ）第148号       平成26年10月 1日
     （補管）第352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

[和歌山県]
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)

  32615,0019,6 辻本歯科医院 〒649-0306 （歯訪診）第57号          平成28年 8月 1日
     有田歯19 有田市初島町浜１２７７ （歯技工）第9号           平成22年 4月 1日
     0737-83-2607  (0737-83-2607) （補管）第353号           平成 8年 6月 1日
     （１７５）第52号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32715,0020,4 大中歯科医院 〒649-0307 （歯ＣＡＤ）第156号       平成26年11月 1日
     有田歯20 有田市初島町里２１０７の１ （歯技工）第25号          平成22年 4月 1日
     0737-83-2553  (0737-83-2773) （補管）第354号           平成 8年 4月 1日
     （矯診）第6号             平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32815,0024,6 富山歯科医院 〒649-0317 （歯訪診）第132号         平成28年10月 1日
     有田歯24 有田市古江見南原４０４－２ （補管）第356号           平成 8年 4月 1日
     0737-82-1888  (0737-82-1888) （１７５）第7号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32915,0025,3 宮井歯科医院 〒649-0434 （補管）第602号           平成12年 6月 1日
     有田歯25 有田市宮原町新町字新町４９～１ （１７５）第404号         平成14年 4月 1日
     ・５０
     0737-88-8071  (0737-88-5911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33015,0026,1 もりもと歯科医院 〒649-0304 （歯訪診）第150号         平成28年10月 1日
     有田歯26 有田市箕島南広瀬６２－４ （歯ＣＡＤ）第98号        平成26年 7月 1日
     0737-83-5377  (0737-82-5199) （補管）第357号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33115,0027,9 大浦歯科医院 〒649-0304 （歯訪診）第235号         平成29年 3月 1日
     有田歯27 有田市箕島５７－４ （歯技工）第4号           平成22年 4月 1日
     0737-83-4368  (0737-82-2231) （補管）第358号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第70号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33215,0028,7 サンタ歯科 〒649-0317 （歯訪診）第250号         平成29年 3月 1日
     有田歯28 有田市古江見１５２ （補管）第359号           平成 8年 4月 1日
     0737-82-0326  (0737-82-0326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33315,0029,5 大谷歯科医院 〒649-0434 （歯援診）第113号         平成29年 4月 1日
     有田歯29 有田市宮原町新町５ （補管）第360号           平成 8年 8月 1日
     0737-88-7064  (0737-88-7064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33415,0031,1 石垣歯科医院 〒649-0305 （外来環）第62号          平成28年 4月 1日
     有田歯31 有田市港町６３ー２ （歯訪診）第144号         平成28年11月 1日
     0737-82-4618  （う蝕無痛）第20号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第361号       平成28年 5月 1日
     （歯技工）第20号          平成22年 4月 1日
     （補管）第654号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33515,0034,5 西島歯科医院 〒649-0306 （歯訪診）第167号         平成29年 1月 1日
     有田歯34 有田市初島町浜１０４７－２ （歯ＣＡＤ）第164号       平成26年11月 1日
     0737-83-4618  (0737-83-4619) （補管）第650号           平成14年 3月 1日
     （１７５）第321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

[和歌山県]
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)

  33615,0035,2 成川歯科医院 〒649-0304 （補管）第672号           平成14年 7月 1日
     有田歯35 有田市箕島８７７
     0737-83-1468  (0737-83-1468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33715,0036,0 ありだ歯科クリニック〒649-0316
     有田歯36 有田市宮崎町４７１番２
     0737-22-3918  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33815,1000,5 医療法人　川島歯科ク〒649-0311 （外来環）第11号          平成20年 6月 1日
     有田歯1000 リニック 有田市辻堂８００番地２ （医管）第100号           平成28年 9月 1日
     0737-85-2717  (0737-85-2718) （か強診）第17号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第72号          平成28年 9月 1日
     （手顕微加）第14号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第137号       平成26年10月 1日
     （ＧＴＲ）第17号          平成20年 4月 1日
     （補管）第712号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33916,0020,2 前田歯科医院 〒643-0152 （歯訪診）第338号         平成29年 4月 1日
     有歯20 有田郡有田川町金屋６３４ （歯技工）第79号          平成22年 4月 1日
     0737-32-2118  (0737-32-4055) （補管）第364号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34016,0026,9 中西歯科医院 〒643-0801 （歯援診）第119号         平成29年 4月 1日
     有歯26 有田郡有田川町徳田１９６番地 （歯技工）第81号          平成22年 4月 1日
     0737-52-3230  (0737-52-3248) （補管）第367号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34116,0028,5 荻野歯科医院 〒643-0021 （歯訪診）第149号         平成28年10月 1日
     有歯28 有田郡有田川町下津野１８５－１ （補管）第369号           平成 8年 4月 1日
     0737-52-2119  (0737-52-5676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34216,0030,1 吉田歯科 〒643-0855 （歯訪診）第233号         平成29年 3月 1日
     有歯30 有田郡有田川町上中島５１３ （歯ＣＡＤ）第22号        平成26年 4月 1日
     0737-52-3400  (05075110021) （補管）第370号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第19号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34316,0031,9 稲垣歯科医院 〒643-0521 （補管）第646号           平成14年 4月 1日
     有歯31 有田郡有田川町清水３５２－１ （１７５）第47号          平成14年 4月 1日
     0737-25-0040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34416,0034,3 太田歯科医院 〒643-0021 （歯訪診）第112号         平成28年10月 1日
     有歯34 有田郡有田川町下津野１２８９－ （う蝕無痛）第21号        平成20年 4月 1日
     １ （歯ＣＡＤ）第132号       平成26年 9月 1日
     0737-52-3291  （手術歯根）第7号         平成22年 4月 1日
     （歯技工）第43号          平成22年 4月 1日
     （補管）第372号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第124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

[和歌山県]
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)

  34516,0037,6 湯田歯科医院 〒643-0032 （歯訪診）第187号         平成29年 2月 1日
     有歯37 有田郡有田川町天満２８－１９ （歯ＣＡＤ）第305号       平成27年11月 1日
     0737-52-4182  （補管）第375号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第382号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34616,0038,4 濱口歯科医院 〒643-0071 （外来環）第78号          平成28年 5月 1日
     有歯38 有田郡広川町広６７２－１ （医管）第63号            平成28年 4月 1日
     0737-62-4650  (0737-62-4650) （在歯管）第16号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第335号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第23号        平成26年 4月 1日
     （歯技工）第57号          平成22年 4月 1日
     （補管）第376号           平成 8年 6月 1日
     （矯診）第10号            平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34716,0039,2 上田歯科 〒643-0004 （歯訪診）第202号         平成29年 3月 1日
     有歯39 有田郡湯浅町湯浅２８３２－３ （補管）第377号           平成 8年 4月 1日
     0737-63-1235  (0737-63-5164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34816,0040,0 滝川歯科医院 〒643-0032 （補管）第378号           平成 8年 4月 1日
     有歯40 有田郡有田川町天満５２２－４
     0737-52-6838  (0737-52-6839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34916,0041,8 大谷歯科 〒643-0004 （補管）第379号           平成 8年 4月 1日
     有歯41 有田郡湯浅町湯浅１２９１－１９ （１７５）第103号         平成14年 4月 1日
     0737-63-5727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35016,0043,4 さかい歯科 〒643-0004 （歯訪診）第145号         平成28年11月 1日
     有歯43 有田郡湯浅町湯浅９６２番地 （歯ＣＡＤ）第159号       平成26年11月 1日
     0737-64-1714  （補管）第381号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35116,0045,9 いながきデンタルクリ〒643-0521 （補管）第569号           平成11年 6月 1日
     有歯45 ニック 有田郡有田川町清水３５２ー１
     0737-25-1044  (0737-25-1044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35216,0046,7 やまだ歯科クリニック〒643-0004 （外来環）第59号          平成27年11月 1日
     有歯46 有田郡湯浅町湯浅２３１８－１ （歯訪診）第146号         平成28年10月 1日
     0737-63-6222  (0737-63-6223) （歯ＣＡＤ）第306号       平成27年11月 1日
     （補管）第664号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35316,0047,5 あさかわ歯科医院 〒643-0032 （歯訪診）第300号         平成29年 4月 1日
     有歯47 有田郡有田川町天満２２１－９ （補管）第668号           平成14年 6月 3日
     0737-52-8148  (0737-52-8347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35416,0049,1 東歯科医院 〒643-0811 （歯ＣＡＤ）第131号       平成26年 9月 1日
     有歯49 有田郡有田川町庄１１－３ （補管）第696号           平成16年 5月 1日
     0737-52-6566  (0737-52-7107)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  35516,0051,7 上西歯科医院 〒643-0521 （歯訪診）第153号         平成28年11月 1日
     有歯51 有田郡有田川町清水２９７－１ （歯ＣＡＤ）第24号        平成26年 4月 1日
     0737-25-0031  (0737-25-0031) （補管）第737号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35616,0052,5 上西歯科粟生分院 〒643-0366 （歯ＣＡＤ）第25号        平成26年 4月 1日
     有歯52 有田郡有田川町粟生４６３－７ （補管）第738号           平成18年 8月 1日
     0737-22-0620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35716,0053,3 大橋歯科・矯正歯科 〒643-0004 （外来環）第104号         平成28年 8月 1日
     有歯53 有田郡湯浅町湯浅１２６７ （か強診）第23号          平成28年 8月 1日
     0737-63-6480  (0737-64-0011) （歯援診）第78号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第58号          平成28年 8月 1日
     （補管）第855号           平成26年 8月 1日
     （酸単）第5969号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35816,1000,3 下出歯科診療所 〒643-0071 （外来環）第13号          平成20年 7月 1日
     有歯1000 有田郡広川町広２９２番地の１ （医管）第72号            平成28年 5月 1日
     0737-63-6482  (0737-63-5160) （か強診）第29号          平成28年 9月 1日
     （歯援診）第87号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第21号          平成28年 5月 1日
     （歯訪診）第73号          平成28年 9月 1日
     （歯技工）第54号          平成22年 4月 1日
     （補管）第383号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35916,1001,1 ウエダ歯科 〒643-0801 （外来環）第2号           平成20年 4月 1日
     有歯1001 有田郡有田川町徳田５６３－６ （医管）第126号           平成29年 3月 1日
     0737-52-6995  (0737-52-6995) （歯訪診）第111号         平成28年10月 1日
     （う蝕無痛）第46号        平成23年 9月 1日
     （補管）第699号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36016,1002,9 医療法人若葉会　なが〒643-0004 （外来環）第86号          平成28年 7月 1日
     有歯1002 たに歯科 有田郡湯浅町湯浅１４５６－８ （歯訪診）第176号         平成29年 2月 1日
     0737-63-4182  (0737-63-4182) （歯ＣＡＤ）第112号       平成26年 8月 1日
     （補管）第729号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36117,0003,6 清瀧歯科医院 〒649-6422 （歯ＣＡＤ）第26号        平成26年 4月 1日
     紀歯3 紀の川市花野１１７－１ （補管）第281号           平成 8年 4月 1日
     0736-77-6161  (0736-77-6161) （酸単）第5979号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36217,0004,4 辻本歯科医院 〒649-6414 （補管）第630号           平成13年 7月 1日
     紀歯4 紀の川市打田１４７８－１
     0736-77-4068  (0736-77-0305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  36317,0005,1 加山歯科医院 〒649-6417 （外来環）第148号         平成29年 2月 1日
     紀歯5 紀の川市西大井９３－２ （医管）第6号             平成16年 4月 1日
     0736-77-5655  (0736-77-7656) （か強診）第51号          平成29年 2月 1日
     （歯援診）第111号         平成29年 2月 1日
     （歯訪診）第39号          平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第325号       平成28年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第19号          平成20年 4月 1日
     （補管）第287号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36417,0006,9 佐野歯科医院 〒649-6445 （歯訪診）第23号          平成28年 7月 1日
     紀歯6 紀の川市豊田８５ （補管）第652号           平成14年 4月 1日
     0736-77-0170  (0736-77-0167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36517,0007,7 中西歯科医院 〒649-6414 （歯訪診）第43号          平成28年 7月 1日
     紀歯7 紀の川市打田１６９ー２ （歯ＣＡＤ）第269号       平成27年 7月 1日
     0736-78-2233  (0736-78-2233) （歯技工）第92号          平成22年 6月 1日
     （補管）第570号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36617,0008,5 あい歯科医院 〒649-6426 （補管）第701号           平成16年12月 1日
     紀歯8 紀の川市下井阪４５５グリンビュ
     ー八王子１０３
     0736-77-6204  (0736-77-6204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36717,0009,3 岡歯科医院 〒649-6531 （補管）第271号           平成 8年 4月 1日
     紀歯9 紀の川市粉河１７８３ （１７５）第125号         平成14年 4月 1日
     0736-73-2249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36817,0010,1 川口デンタルクリニッ〒649-6531 （補管）第636号           平成14年 4月 1日
     紀歯10 ク 紀の川市粉河１９１８ （１７５）第426号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36917,0011,9 神野歯科 〒649-6531 （外来環）第90号          平成28年 7月 1日
     紀歯11 紀の川市粉河１７２４ （医管）第12号            平成16年 4月 1日
     0736-73-2309  (0736-73-6008) （か強診）第19号          平成28年 7月 1日
     （歯援診）第72号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第50号          平成28年 7月 1日
     （補管）第622号           平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37017,0012,7 森歯科医院 〒649-6531 （歯訪診）第29号          平成28年 7月 1日
     紀歯12 紀の川市粉河１１ー１ （歯ＣＡＤ）第404号       平成28年11月 1日
     0736-73-2220  (0736-73-2220) （補管）第629号           平成13年 6月 1日
     （１７５）第28号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37117,0013,5 谷口歯科医院 〒649-6631 （歯訪診）第36号          平成28年 7月 1日
     紀歯13 紀の川市名手市場２５２－３ （補管）第277号           平成 8年 4月 1日
     0736-75-4467  (0736-75-4488) （１７５）第287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

[和歌山県]
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)

  37217,0014,3 安村歯科医院 〒649-6631 （医管）第15号            平成16年 7月 1日
     紀歯14 紀の川市名手市場１６１－２ （歯訪診）第22号          平成28年 7月 1日
     0736-75-2202  (0736-75-4757) （歯ＣＡＤ）第270号       平成27年 7月 1日
     （補管）第279号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37317,0017,6 正司歯科クリニック 〒649-6124 （歯援診）第68号          平成28年 6月 1日
     紀歯17 紀の川市桃山町市場７１－３ （補管）第280号           平成 8年 4月 1日
     0736-66-2011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37417,0019,2 矢田歯科クリニック 〒640-0412 （歯訪診）第27号          平成28年 7月 1日
     紀歯19 紀の川市貴志川町上野山３５２番 （補管）第283号           平成 8年 4月 1日
     地
     0736-64-6608  (0736-64-6607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37517,0020,0 中西歯科医院 〒640-0416 （外来環）第80号          平成28年 6月 1日
     紀歯20 紀の川市貴志川町長山２７７番地 （医管）第88号            平成28年 7月 1日
     １７６ （歯訪診）第47号          平成28年 7月 1日
     0736-64-7234  (0736-64-7234) （歯ＣＡＤ）第257号       平成27年 6月 1日
     （補管）第291号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第387号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37617,0021,8 山本歯科矯正 〒640-0402 （歯援診）第51号          平成28年 4月 1日
     紀歯21 紀の川市貴志川町北山３７９ （歯ＣＡＤ）第271号       平成27年 7月 1日
     0736-64-3014  (0736-64-7514) （歯技工）第2号           平成22年 4月 1日
     （補管）第296号           平成 8年 4月 1日
     （矯診）第5号             平成22年 4月 1日
     （顎診）第407号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37717,0022,6 崎山歯科医院 〒640-0401 （医管）第113号           平成28年11月 1日
     紀歯22 紀の川市貴志川町丸栖３４－７ （歯援診）第99号          平成28年11月 1日
     0736-64-8727  （歯訪診）第35号          平成28年 7月 1日
     （補管）第640号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37817,0023,4 はぎはら歯科 〒640-0415 （歯訪診）第34号          平成28年 7月 1日
     紀歯23 紀の川市貴志川町長原１０２ （補管）第297号           平成 8年 4月 1日
     0736-64-8850  (0736-64-8851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37917,0024,2 田原歯科 〒640-0411 （外来環）第3号           平成20年 4月 1日
     紀歯24 紀の川市貴志川町前田８６－７ （医管）第8号             平成16年 4月 1日
     0736-64-1080  (0736-64-1090) （歯訪診）第21号          平成28年 7月 1日
     （手顕微加）第15号        平成29年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第296号       平成27年 9月 1日
     （ＧＴＲ）第20号          平成20年 4月 1日
     （根切顕微）第11号        平成29年 6月 1日
     （補管）第299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

[和歌山県]
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)

  38017,0025,9 吉村歯科医院 〒640-0415 （外来環）第9号           平成20年 4月 1日
     紀歯25 紀の川市貴志川町長原２４８－８ （医管）第9号             平成16年 4月 1日
     0736-64-8111  (0736-64-1107) （歯訪診）第37号          平成28年 7月 1日
     （咀嚼機能）第2号         平成28年 4月 1日
     （歯技工）第67号          平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第21号          平成20年 4月 1日
     （補管）第300号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38117,0026,7 岡本歯科医院 〒649-6631 （歯訪診）第26号          平成28年 7月 1日
     紀歯26 紀の川市名手市場１２５ （歯ＣＡＤ）第27号        平成26年 4月 1日
     0736-75-2047  (0736-75-2047) （補管）第736号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38217,0027,5 北村歯科医院 〒640-0421 （歯訪診）第24号          平成28年 7月 1日
     紀歯27 紀の川市貴志川町北８１０ （補管）第739号           平成18年11月 1日
     0736-64-2194  (0736-64-8905) （１７５）第491号         平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38317,0029,1 松本歯科医院 〒649-6112 （歯訪診）第44号          平成28年 7月 1日
     紀歯29 紀の川市桃山町調月１６１ （補管）第791号           平成22年 6月20日
     0736-66-0206  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38417,0030,9 藤田歯科医院 〒649-6434 （歯訪診）第31号          平成28年 7月 1日
     紀歯30 紀の川市中三谷１７－２０ （補管）第799号           平成22年11月 7日
     0736-77-6060  (0736-77-3898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38517,0031,7 磯野歯科医院 〒649-6631 （歯訪診）第32号          平成28年 7月 1日
     紀歯31 紀の川市名手市場８２番１５ （歯ＣＡＤ）第307号       平成27年11月 1日
     0736-75-2063  (0736-75-2063) （補管）第811号           平成23年10月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38617,0033,3 オリーブ歯科 〒649-6531 （外来環）第118号         平成28年 9月 1日
     紀歯33 紀の川市粉河８３７－２ （か強診）第39号          平成28年 9月 1日
     0736-73-6369  (0736-73-7056) （歯訪診）第42号          平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第185号       平成27年 2月 1日
     （補管）第857号           平成26年12月 1日
     （酸単）第5981号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38717,1001,9 岡本歯科医院 〒649-6531 （外来環）第153号         平成29年 3月 1日
     紀歯1001 紀の川市粉河３８９の７ （医管）第128号           平成29年 3月 1日
     0736-73-4970  (0736-73-2923) （か強診）第53号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第30号          平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第157号       平成26年11月 1日
     （補管）第302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

[和歌山県]
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)

  38817,1003,5 医療法人　山中歯科医〒640-0413 （外来環）第109号         平成28年 8月 1日
     紀歯1003 院 紀の川市貴志川町神戸７８４番地 （医管）第101号           平成28年 8月 1日
     0736-64-2379  (0736-64-5993) （か強診）第30号          平成28年 8月 1日
     （歯援診）第88号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第33号          平成28年 8月 1日
     （補管）第303号           平成 8年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38918,0001,8 西川歯科医院 〒649-6234 （補管）第273号           平成 8年 4月 1日
     岩歯1 岩出市高瀬９９－２ （１７５）第64号          平成14年 4月 1日
     0736-62-4385  (0736-62-0155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39018,0002,6 小谷歯科第一診療所 〒649-6223 （補管）第278号           平成 8年 4月 1日
     岩歯2 岩出市高塚１４４ （１７５）第373号         平成14年 4月 1日
     0736-62-7545  (0736-62-7545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39118,0003,4 水崎歯科医院 〒649-6226 （歯訪診）第46号          平成28年 7月 1日
     岩歯3 岩出市宮６７番地の４ （補管）第282号           平成 8年 6月 1日
     0736-62-9898  (0736-62-2343) （１７５）第309号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39218,0004,2 山中歯科医院 〒649-6227 （補管）第284号           平成 8年 4月 1日
     岩歯4 岩出市清水３６３－１ （１７５）第27号          平成14年 4月 1日
     0736-62-2503  (0736-62-2503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39318,0005,9 滝川歯科 〒649-6205 （歯訪診）第25号          平成28年 7月 1日
     岩歯5 岩出市森２７３ （補管）第285号           平成 8年 4月 1日
     0736-63-0655  (0736-63-0655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39418,0006,7 林歯科医院 〒649-6256 （歯援診）第121号         平成29年 4月 1日
     岩歯6 岩出市金池４０１番地８号 （補管）第288号           平成 8年 4月 1日
     0736-62-6012  (0736-63-3603) （１７５）第101号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39518,0007,5 西野歯科医院 〒649-6219 （補管）第289号           平成 8年 4月 1日
     岩歯7 岩出市北大池７８－７ （１７５）第36号          平成14年 4月 1日
     0736-62-4556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39618,0008,3 岩崎歯科 〒649-6231 （歯訪診）第33号          平成28年 7月 1日
     岩歯8 岩出市川尻５６－３ （歯ＣＡＤ）第254号       平成27年 6月 1日
     0736-62-9888  (0736-62-9662) （歯技工）第93号          平成22年 6月 1日
     （補管）第638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

[和歌山県]
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)

  39718,0009,1 たかぎ歯科医院 〒649-6214 （外来環）第108号         平成28年 8月 1日
     岩歯9 岩出市水栖１１－１０ （医管）第7号             平成16年 4月 1日
     0736-63-0416  (0736-63-1967) （歯援診）第73号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第2号           平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第52号          平成28年 8月 1日
     （う蝕無痛）第22号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第29号        平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第5号         平成22年 4月 1日
     （補管）第295号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39818,0011,7 中前歯科医院 〒649-6256 （歯訪診）第59号          平成28年 8月 1日
     岩歯11 岩出市金池４４２－４ （補管）第607号           平成12年 6月 1日
     0736-63-1771  (0736-63-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39918,0012,5 えのき歯科 〒649-6213 （歯訪診）第19号          平成28年 7月 1日
     岩歯12 岩出市西国分５２９－４ （う蝕無痛）第39号        平成21年 1月 1日
     0736-63-3763  (0736-63-3763) （歯ＣＡＤ）第258号       平成27年 6月 1日
     （補管）第526号           平成 9年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40018,0013,3 青木歯科医院 〒649-6246 （歯訪診）第38号          平成28年 7月 1日
     岩歯13 岩出市吉田２５７－１ （補管）第533号           平成 9年 7月 1日
     0736-61-0889  (0736-61-0736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40118,0014,1 もりもと歯科 〒649-6217 （歯訪診）第18号          平成28年 7月 1日
     岩歯14 岩出市山田４ー７ （歯ＣＡＤ）第114号       平成26年 8月 1日
     0736-69-2688  （補管）第566号           平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40218,0015,8 みやもと歯科医院 〒649-6231 （歯訪診）第41号          平成28年 7月 1日
     岩歯15 岩出市川尻２２９ー３リベルテ順 （補管）第577号           平成11年11月 1日
     １Ｆ
     0736-69-3993  (0736-69-3995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40318,0017,4 中嶋歯科医院 〒649-6223 （外来環）第17号          平成20年 9月 1日
     岩歯17 岩出市高塚２２５ （補管）第633号           平成13年11月13日
     0736-63-1020  (0736-63-1177) （１７５）第102号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40418,0018,2 はたなか歯科クリニッ〒649-6227 （外来環）第30号          平成24年 8月 1日
     岩歯18 ク 岩出市清水３５４－１ （医管）第125号           平成29年 3月 1日
     0736-69-5511  (0736-69-5522) （か強診）第52号          平成29年 3月 1日
     （歯訪診）第20号          平成28年 7月 1日
     （手顕微加）第5号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第224号       平成27年 4月 1日
     （根切顕微）第3号         平成28年 4月 1日
     （補管）第723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

[和歌山県]
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)

  40518,0019,0 和歯科クリニック 〒649-6202 （外来環）第154号         平成29年 4月 1日
     岩歯19 岩出市根来９３７－１ （歯訪診）第49号          平成28年 7月 1日
     0736-69-0118  (0736-69-0418) （歯ＣＡＤ）第97号        平成26年 7月 1日
     （補管）第745号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40618,0020,8 吉田歯科クリニック 〒649-6202 （外来環）第162号         平成29年 4月 1日
     岩歯20 岩出市根来１６０－１ （医管）第132号           平成29年 4月 1日
     0736-69-1182  (0736-69-1184) （か強診）第56号          平成29年 4月 1日
     （歯訪診）第344号         平成29年 4月 1日
     （手顕微加）第4号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第54号        平成26年 4月 1日
     （根切顕微）第9号         平成28年 9月 1日
     （補管）第761号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40718,1002,5 西歯科医院 〒649-6244 （外来環）第58号          平成27年 9月 1日
     岩歯1002 岩出市畑毛２７４番地９ （医管）第11号            平成16年 4月 1日
     0736-63-5553  (0736-63-2368) （か強診）第6号           平成28年 5月 1日
     （歯援診）第69号          平成28年 7月 1日
     （在歯管）第1号           平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第272号       平成27年 7月 1日
     （補管）第628号           平成13年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40818,1003,3 井関歯科医院 〒649-6227 （歯訪診）第40号          平成28年 7月 1日
     岩歯1003 岩出市清水３２６番地の４ （補管）第704号           平成17年 4月 1日
     0736-62-2223  (0736-62-4116) （１７５）第473号         平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40918,1004,1 医療法人米永会やま歯〒649-6258 （歯訪診）第17号          平成28年 7月 1日
     岩歯1004 科診療所 岩出市山５９４番２号シャルマン （補管）第818号           平成24年 4月 1日
     Ｆ１階
     0736-61-4118  (0736-61-4118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41018,1005,8 医療法人越智会　おち〒649-6245 （歯訪診）第273号         平成29年 4月 1日
     岩歯1005 歯科 岩出市中島６０１－４ （歯ＣＡＤ）第321号       平成28年 1月 1日
     0736-61-7322  (0736-61-7323) （補管）第872号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41118,1006,6 ｏｋａ　ｄｅｎｔａｌ〒649-6216 （外来環）第105号         平成28年 8月 1日
     岩歯1006 　ｃｌｉｎｉｃ 岩出市野上野字沼ノ上２４２番地 （医管）第96号            平成28年 8月 1日
     １１ （か強診）第24号          平成28年 8月 1日
     0736-63-6480  (0736-79-3880) （歯訪診）第48号          平成28年 7月 1日
     （歯ＣＡＤ）第359号       平成28年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第43号          平成28年 4月 1日
     （補管）第877号           平成28年 4月 1日
     （酸単）第6003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

[和歌山県]
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)

  41218,1007,4 ふじはら矯正歯科・小〒649-6248 （外来環）第156号         平成29年 3月 1日
     岩歯1007 児歯科医院 岩出市中黒５３４番地の８ （歯訪診）第295号         平成29年 3月 1日
     0736-60-4812  (0736-60-4812) （歯ＣＡＤ）第428号       平成29年 3月 1日
     （補管）第889号           平成29年 3月 1日
     （矯診）第15号            平成29年 3月 1日
     （顎診）第409号           平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41320,0015,4 瀬見歯科医院 〒644-0002 （歯訪診）第328号         平成29年 4月 1日
     御歯15 御坊市薗５３１ （補管）第385号           平成 8年 4月 1日
     0738-22-0814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41420,0018,8 竹内歯科医院 〒644-0003
     御歯18 御坊市島１７４の１
     0738-22-2508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41520,0020,4 宮本歯科医院 〒644-0001 （歯ＣＡＤ）第193号       平成27年 3月 1日
     御歯20 御坊市御坊２５４ （補管）第386号           平成 8年 4月 1日
     0738-22-2432  (0738-24-0362) （１７５）第207号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41620,0026,1 笹野歯科医院 〒644-0002 （補管）第388号           平成 8年 4月 1日
     御歯26 御坊市薗字大町２８９－１ （１７５）第39号          平成14年 4月 1日
     0738-22-0508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41720,0029,5 五木田歯科医院 〒644-0003 （歯訪診）第249号         平成29年 3月 1日
     御歯29 御坊市島１６７－２ （歯ＣＡＤ）第228号       平成27年 4月 1日
     0738-22-0502  （補管）第390号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41820,0030,3 松洋会　御坊歯科 〒644-0012 （歯訪診）第320号         平成29年 4月 1日
     御歯30 御坊市湯川町小松原５３３－４ （歯ＣＡＤ）第391号       平成28年 9月 1日
     0738-23-3590  (0738-23-3590) （補管）第391号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41920,0032,9 谷田歯科医院 〒644-0012 （補管）第393号           平成 8年 4月 1日
     御歯32 御坊市湯川町小松原５４８番地の
     １
     0738-22-1566  (0738-22-1004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42020,0035,2 玉置歯科医院 〒644-0005 （補管）第396号           平成 8年 4月 1日
     御歯35 御坊市名屋町三丁目２番地の１６
     0738-24-0658  (0738-24-0786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42120,0037,8 藤田歯科診療所 〒644-0011 （歯ＣＡＤ）第139号       平成26年10月 1日
     御歯37 御坊市湯川町財部８３５－４ （ＧＴＲ）第23号          平成20年 4月 1日
     0738-24-3948  (0738-24-3948) （補管）第398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

[和歌山県]
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)

  42220,0038,6 よしだ歯科クリニック〒649-1342 （外来環）第77号          平成28年 5月 1日
     御歯38 御坊市藤田町吉田９４９－６ （か強診）第9号           平成28年 5月 1日
     0738-23-4567  （歯訪診）第269号         平成29年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第362号       平成28年 5月 1日
     （補管）第549号           平成10年 6月 1日
     （酸単）第6047号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42320,0039,4 薗歯科クリニック 〒644-0011 （外来環）第110号         平成28年 8月 1日
     御歯39 御坊市湯川町財部９３１番５ （歯ＣＡＤ）第280号       平成27年 7月 1日
     0738-22-9077  (0738-22-1737) （補管）第713号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42420,0040,2 ふぁみりあ歯科 〒649-1341 （医管）第48号            平成22年 6月17日
     御歯40 御坊市藤田町藤井２１９７ （歯ＣＡＤ）第121号       平成26年 8月 1日
     0738-23-3118  (0738-22-7970) （補管）第788号           平成22年 6月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42520,0041,0 西馬歯科診療所 〒644-0012 （外来環）第43号          平成26年 3月 1日
     御歯41 御坊市湯川町小松原３７４－４ （医管）第85号            平成28年 6月 1日
     0738-22-8201  (0738-23-5268) （か強診）第15号          平成28年 6月 1日
     （歯援診）第75号          平成28年 8月 1日
     （う蝕無痛）第48号        平成24年 4月 1日
     （手術歯根）第18号        平成28年 2月 1日
     （歯技工）第111号         平成27年12月 1日
     （ＧＴＲ）第38号          平成24年 4月 1日
     （補管）第817号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42620,0042,8 さかがみ歯科口腔外科〒644-0012 （外来環）第39号          平成25年 4月 1日
     御歯42 御坊市湯川町小松原３６５番７ （歯訪診）第224号         平成29年 3月 1日
     0738-52-7585  （歯リハ２）第8号         平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第8号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第384号       平成28年 9月 1日
     （根切顕微）第6号         平成28年 4月 1日
     （補管）第834号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42720,0043,6 シバデンタルクリニッ〒644-0012 （外来環）第155号         平成29年 4月 1日
     御歯43 ク 御坊市湯川町小松原２４８－１０ （歯訪診）第294号         平成29年 4月 1日
     0738-32-7050  (0738-32-7050) （歯ＣＡＤ）第141号       平成26年10月 1日
     （補管）第856号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42820,1001,3 野尻歯科 〒644-0002 （外来環）第145号         平成29年 1月 1日
     御歯1001 御坊市薗字松原田３５０番地の４ （医管）第120号           平成29年 1月 1日
     0738-22-2013  (0738-22-2013) （か強診）第47号          平成29年 1月 1日
     （歯援診）第108号         平成29年 1月 1日
     （在歯管）第41号          平成29年 1月 1日
     （歯訪診）第169号         平成29年 1月 1日
     （歯技工）第63号          平成22年 4月 1日
     （補管）第399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

[和歌山県]
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)

  42920,1002,1 くりもと歯科医院 〒644-0011 （外来環）第47号          平成26年 7月 1日
     御歯1002 御坊市湯川町財部６４１－２４ （医管）第16号            平成16年 7月 1日
     0738-23-5735  （歯訪診）第246号         平成29年 3月 1日
     （咀嚼機能）第4号         平成28年 6月 1日
     （歯技工）第88号          平成22年 4月 1日
     （補管）第689号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43020,1003,9 木村歯科医院 〒644-0002 （外来環）第147号         平成29年 2月 1日
     御歯1003 御坊市薗５０８ （歯技工）第82号          平成22年 4月 1日
     0738-23-5111  (0738-23-5111) （補管）第703号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43121,0034,3 小池歯科診療所 〒649-1527 （医管）第18号            平成16年 7月 1日
     日歯34 日高郡印南町島田９８９ （う蝕無痛）第24号        平成20年 4月 1日
     0738-43-0026  (0738-43-0236) （補管）第401号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43221,0036,8 芝歯科医院 〒649-1534 （歯訪診）第195号         平成29年 2月 1日
     日歯36 日高郡印南町印南１７３９ （歯ＣＡＤ）第163号       平成26年11月 1日
     0738-42-1225  (0738-42-1225) （補管）第402号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第99号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43321,0037,6 上野山歯科医院 〒649-1213 （歯訪診）第255号         平成29年 4月 1日
     日歯37 日高郡日高町高家７６８－５ （歯ＣＡＤ）第301号       平成27年10月 1日
     0738-63-3622  (0738-63-3622) （補管）第403号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第263号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43421,0041,8 柏木歯科医院 〒649-1323 （歯訪診）第81号          平成28年 9月 1日
     日歯41 日高郡日高川町小熊２５１２－４ （歯技工）第94号          平成22年 6月 1日
     0738-23-5428  (0738-24-0335) （補管）第405号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43521,0042,6 田井歯科医院 〒649-1104 （補管）第406号           平成 8年 4月 1日
     日歯42 日高郡由良町江ノ駒３８８－１ （１７５）第377号         平成14年 4月 1日
     0738-65-2098  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43621,0044,2 岩崎歯科クリニック 〒645-0002 （歯訪診）第245号         平成29年 3月 1日
     日歯44 日高郡みなべ町芝４４１－９ （歯技工）第65号          平成22年 4月 1日
     0739-72-4371  （補管）第408号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43721,0045,9 堅田歯科医院 〒645-0002 （外来環）第5号           平成20年 4月 1日
     日歯45 日高郡みなべ町芝５０６－５ （医管）第66号            平成28年 4月 1日
     0739-72-3001  （歯援診）第54号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第18号          平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第6号           平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第25号        平成20年 4月 1日
     （手術歯根）第9号         平成22年 4月 1日
     （歯技工）第24号          平成22年 4月 1日
     （補管）第409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

[和歌山県]
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)

  43821,0046,7 ひらさ歯科医院 〒649-1111 （外来環）第140号         平成28年12月 1日
     日歯46 日高郡由良町里４０７－２ （か強診）第46号          平成29年 1月 1日
     0738-65-1171  （歯訪診）第248号         平成29年 3月 1日
     （補管）第410号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43921,0047,5 ヒロセ歯科医院 〒645-0011 （歯訪診）第74号          平成28年 9月 1日
     日歯47 日高郡みなべ町気佐藤３９５－６ （歯ＣＡＤ）第176号       平成27年 1月 1日
     0739-72-5858  （歯技工）第50号          平成22年 4月 1日
     （補管）第411号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第6063号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44021,0048,3 南歯科医院 〒645-0002 （医管）第26号            平成16年12月 1日
     日歯48 日高郡みなべ町芝４４６ （歯訪診）第340号         平成29年 4月 1日
     0739-72-2379  (0739-72-5279) （補管）第412号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44121,0051,7 岡本歯科医院 〒649-1213 （外来環）第71号          平成28年 5月 1日
     日歯51 日高郡日高町高家６４２－３ （医管）第79号            平成28年 6月 1日
     0738-63-3883  (0738-63-3883) （か強診）第14号          平成28年 6月 1日
     （歯訪診）第53号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第93号        平成26年 7月 1日
     （補管）第413号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44221,0053,3 平林歯科医院 〒649-1111 （歯訪診）第247号         平成29年 3月 1日
     日歯53 日高郡由良町里２２２－１ （補管）第585号           平成12年 3月 1日
     0738-65-1439  (0738-65-1439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44321,0057,4 ひだか歯科 〒649-1212 （歯訪診）第264号         平成29年 4月 1日
     日歯57 日高郡日高町小中４９３－１ （補管）第748号           平成19年 4月 3日
     0738-63-1188  (0738-63-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44421,0058,2 五木田美浜町歯科医院〒644-0043 （歯訪診）第308号         平成29年 4月 1日
     日歯58 日高郡美浜町吉原８９０番地 （補管）第764号           平成20年10月 1日
     0738-24-0221  (0738-24-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44521,0060,8 なかの歯科医院 〒649-1534 （外来環）第134号         平成28年11月 1日
     日歯60 日高郡印南町印南２２７２－１ （歯訪診）第152号         平成28年11月 1日
     0738-42-0132  (0738-42-0132) （歯ＣＡＤ）第116号       平成26年 8月 1日
     （補管）第805号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44622,0040,8 眞砂歯科医院 〒646-0025 （歯訪診）第131号         平成28年10月 1日
     田歯40 田辺市神子浜１丁目２２－１７ （補管）第586号           平成12年 3月 1日
     0739-24-8257  (0739-24-8257)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44722,0041,6 須川歯科医院 〒646-0031 （補管）第419号           平成 8年 4月 1日
     田歯41 田辺市湊２番８号 （１７５）第322号         平成14年 4月 1日
     0739-22-2143  (0739-25-1660)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  44822,0043,2 田中歯科医院 〒646-0031 （補管）第420号           平成 8年 4月 1日
     田歯43 田辺市湊３４番２３号
     0739-25-0118  (0739-25-0440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44922,0048,1 竹原歯科医院 〒646-0022 （歯訪診）第130号         平成28年10月 1日
     田歯48 田辺市東山１丁目１８番１０号 （歯ＣＡＤ）第398号       平成28年10月 1日
     0739-25-4851  (0739-25-4852) （補管）第644号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45022,0050,7 山根歯科医院 〒646-0022 （歯訪診）第129号         平成28年10月 1日
     田歯50 田辺市東山１丁目１６－３ （補管）第423号           平成 8年 4月 1日
     0739-25-5125  (0739-25-5125) （１７５）第148号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45122,0053,1 谷本歯科クリニック 〒646-0031 （医管）第27号            平成16年12月 1日
     田歯53 田辺市湊１４番１３号 （補管）第424号           平成 8年 4月 1日
     0739-22-6480  (0739-22-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45222,0062,2 山路矯正歯科クリニッ〒646-0032 （矯診）第9号             平成22年 4月 1日
     田歯62 ク 田辺市下屋敷町３０－１Ｔ．Ｋ． （顎診）第404号           平成19年 9月 1日
     Ｃ．ビル２Ｆ
     0739-23-1187  (0739-26-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45322,0064,8 田辺歯科 〒646-0033 （歯訪診）第128号         平成28年10月 1日
     田歯64 田辺市新屋敷町６２－２ （補管）第596号           平成12年 5月 1日
     0739-26-1151  (0739-26-1151) （１７５）第251号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45422,0065,5 岩上歯科医院 〒646-0021 （外来環）第19号          平成20年12月 1日
     田歯65 田辺市あけぼの４４－１７ （歯特連）第4号           平成22年12月 1日
     0739-25-2418  (0739-25-4839) （医管）第62号            平成28年 4月 1日
     （か強診）第2号           平成28年 4月 1日
     （歯援診）第57号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第7号           平成22年12月 1日
     （手顕微加）第3号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第319号       平成28年 1月 1日
     （ＧＴＲ）第37号          平成22年12月 1日
     （根切顕微）第10号        平成28年 9月 1日
     （補管）第427号           平成 8年 7月 1日
     （酸単）第6141号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45522,0066,3 安田歯科医院 〒646-0061 （歯訪診）第127号         平成28年10月 1日
     田歯66 田辺市上の山２丁目１９－７ （補管）第428号           平成 8年 4月 1日
     0739-24-1375  (0739-25-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45622,0067,1 横田歯科医院 〒646-0011 （歯訪診）第126号         平成28年10月 1日
     田歯67 田辺市新庄町４５２－１ （補管）第429号           平成 8年 4月 1日
     0739-26-3381  (0739-26-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  45722,0070,5 西出歯科医院 〒646-0027 （歯援診）第4号           平成20年 4月 1日
     田歯70 田辺市朝日ケ丘１６－１２ （歯訪診）第125号         平成28年10月 1日
     0739-26-0881  (0739-26-0858) （補管）第431号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第113号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45822,0073,9 なにわ歯科医院 〒646-0005 （歯訪診）第104号         平成28年10月 1日
     田歯73 田辺市秋津町西八丁１７９の３ （歯ＣＡＤ）第273号       平成27年 7月 1日
     0739-24-3150  （補管）第433号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45922,0074,7 住吉歯科医院 〒646-0012 （外来環）第45号          平成26年 4月 1日
     田歯74 田辺市神島台１３－１５ （医管）第28号            平成16年12月 1日
     0739-25-6090  (0739-25-6090) （歯援診）第96号          平成28年10月 1日
     （在推進）第6号           平成26年 6月 1日
     （咀嚼機能）第5号         平成29年 4月 1日
     （歯リハ２）第12号        平成26年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第436号       平成29年 4月 1日
     （補管）第434号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46022,0075,4 山本歯科医院 〒646-0002 （歯訪診）第143号         平成28年11月 1日
     田歯75 田辺市上万呂２４０ （う蝕無痛）第52号        平成25年 2月 1日
     0739-24-4182  (0739-24-0418) （補管）第435号           平成 8年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46122,0076,2 おか歯科医院 〒646-0003 （外来環）第94号          平成28年 8月 1日
     田歯76 田辺市中万呂９１－１ （医管）第91号            平成28年 8月 1日
     0739-26-5566  (0739-26-5566) （在歯管）第29号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第54号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第451号       平成29年 6月 1日
     （補管）第518号           平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46222,0079,6 真砂歯科診療所 〒646-0031 （補管）第593号           平成12年 3月 1日
     田歯79 田辺市湊３１－５
     0739-22-4102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46322,0080,4 ひまわり歯科 〒646-0028 （歯訪診）第124号         平成28年10月 1日
     田歯80 田辺市高雄三丁目１１番５号 （歯ＣＡＤ）第401号       平成28年10月 1日
     0739-26-0418  (0739-26-8418) （補管）第642号           平成14年 3月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46422,0081,2 龍神村歯科診療所 〒645-0416 （補管）第407号           平成 8年 4月 1日
     田歯81 田辺市龍神村安井２７４
     0739-78-0867  (0739-78-0867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  46522,0082,0 田中歯科医院 〒646-1421 （外来環）第15号          平成20年 8月 1日
     田歯82 田辺市中辺路町栗栖川１４２－５ （医管）第89号            平成28年 7月 1日
     0739-64-0040  (0739-64-0047) （か強診）第20号          平成28年 7月 1日
     （歯援診）第80号          平成28年 8月 1日
     （在歯管）第27号          平成28年 7月 1日
     （歯訪診）第51号          平成28年 7月 1日
     （歯リハ２）第21号        平成28年 7月 1日
     （う蝕無痛）第55号        平成26年11月 1日
     （歯ＣＡＤ）第158号       平成26年11月 1日
     （歯技工）第109号         平成26年11月 1日
     （補管）第695号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46622,0085,3 玉置歯科医院 〒647-1743 （補管）第493号           平成 8年 4月 1日
     田歯85 田辺市本宮町伏拝９６７－６
     0735-43-0664  (0735-43-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46722,0086,1 ゆかり歯科 〒646-0038 （外来環）第126号         平成28年10月 1日
     田歯86 田辺市末広町１３番１０号 （歯訪診）第75号          平成28年 9月 1日
     0739-25-4618  (0739-25-4618) （歯ＣＡＤ）第388号       平成28年 9月 1日
     （補管）第734号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46822,0087,9 保富歯科医院 〒646-1101 （歯訪診）第105号         平成28年10月 1日
     田歯87 田辺市鮎川５８３－５ （補管）第742号           平成19年 1月 5日
     0739-48-0253  (0739-48-1085) （１７５）第492号         平成19年 1月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46922,0088,7 まさご歯科口腔外科ク〒646-0042 （歯訪診）第123号         平成28年10月 1日
     田歯88 リニック 田辺市南新町２１５ （補管）第749号           平成19年 4月 3日
     0739-22-0829  (0739-22-0839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47022,0089,5 榎阪歯科医院 〒645-0411 （補管）第757号           平成20年 3月 1日
     田歯89 田辺市龍神村宮代６５５－１
     0739-78-2252  (0739-78-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47122,0101,8 巴歯科医院 〒646-0033 （歯訪診）第76号          平成28年 9月 1日
     田歯101 田辺市新屋敷町３５－９ （補管）第769号           平成21年 1月 5日
     0739-22-9273  (0739-24-6394) （１７５）第497号         平成21年 1月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47222,0102,6 ほとみ歯科 〒646-0001 （歯訪診）第165号         平成28年12月 1日
     田歯102 田辺市上秋津２０５６－３ （補管）第823号           平成24年 7月 1日
     0739-35-1140  (0739-35-0511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47322,0103,4 坂本歯科医院 〒646-0035 （歯援診）第103号         平成28年11月 1日
     田歯103 田辺市中屋敷町２４－１１ （歯ＣＡＤ）第409号       平成28年11月 1日
     0739-24-8888  (0739-22-0947) （歯技工）第106号         平成26年 1月 1日
     （補管）第845号           平成26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

[和歌山県]
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)

  47422,0104,2 にしの歯科クリニック〒646-0051 （歯訪診）第291号         平成29年 4月 1日
     田歯104 田辺市稲成町字新江原３２４６番 （歯ＣＡＤ）第291号       平成27年 8月 1日
     地 （補管）第859号           平成27年 4月13日
     0739-34-2626  (0739-34-2626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47522,0105,9 すがわ歯科 〒646-0005 （歯ＣＡＤ）第443号       平成29年 6月 1日
     田歯105 田辺市秋津町７４２ （補管）第893号           平成29年 5月 1日
     0739-20-8700  (0739-20-8700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47622,1001,9 初山歯科医院 〒646-0014 （外来環）第18号          平成20年 9月 1日
     田歯1001 田辺市新万２０番６号 （医管）第29号            平成16年12月 1日
     0739-24-0767  (0739-24-0767) （歯援診）第92号          平成28年 9月 1日
     （在歯管）第5号           平成22年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第117号       平成26年 8月 1日
     （歯技工）第26号          平成22年 4月 1日
     （補管）第436号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47722,1002,7 丸山歯科医院 〒646-0036 （歯訪診）第122号         平成28年10月 1日
     田歯1002 田辺市上屋敷三丁目１２番６号 （歯ＣＡＤ）第122号       平成26年 8月 1日
     0739-23-0505  (0739-23-0505) （補管）第437号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47822,1003,5 月森歯科医院 〒646-0062 （医管）第31号            平成16年12月 1日
     田歯1003 田辺市明洋二丁目２１－５ （歯訪診）第121号         平成28年10月 1日
     0739-24-0007  (0739-24-0007) （う蝕無痛）第26号        平成20年 4月 1日
     （補管）第438号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47922,1004,3 堀歯科クリニック 〒646-0022 （医管）第32号            平成16年12月 1日
     田歯1004 田辺市東山１丁目４番３号 （歯訪診）第89号          平成28年 9月 1日
     0739-26-6336  (0739-24-9399) （歯ＣＡＤ）第390号       平成28年 9月 1日
     （補管）第439号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48022,1006,8 矢田歯科医院 〒646-0028 （医管）第33号            平成16年12月 1日
     田歯1006 田辺市高雄三丁目９番１６号 （歯訪診）第120号         平成28年10月 1日
     0739-24-8815  (0739-25-2230) （歯技工）第11号          平成22年 4月 1日
     （補管）第516号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48122,1007,6 稲成歯科医院 〒646-0051 （外来環）第72号          平成28年 5月 1日
     田歯1007 田辺市稲成町２８５６ー３ （歯訪診）第119号         平成28年10月 1日
     0739-26-3841  (0739-26-3883) （歯ＣＡＤ）第415号       平成29年 1月 1日
     （補管）第440号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48222,1008,4 村歯科医院 〒646-0028 （外来環）第128号         平成28年10月 1日
     田歯1008 田辺市高雄１丁目５番３８号 （歯訪診）第118号         平成28年10月 1日
     0739-22-8038  (0739-22-8066) （う蝕無痛）第27号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第387号       平成28年 9月 1日
     （補管）第555号           平成10年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  48322,1010,0 榎本デンタルクリニッ〒646-0005 （歯訪診）第60号          平成28年 8月 1日
     田歯1010 ク 田辺市秋津町２１５－８ （う蝕無痛）第28号        平成20年 4月 1日
     0739-24-8148  (0739-24-8148) （補管）第611号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48422,1011,8 湯川歯科診療所 〒646-0032 （歯訪診）第117号         平成28年10月 1日
     田歯1011 田辺市下屋敷町２－２ （補管）第563号           平成11年 2月 1日
     0739-22-1697  (0739-22-1697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48522,1012,6 わだ歯科クリニック 〒646-0023 （外来環）第95号          平成28年 8月 1日
     田歯1012 田辺市文里２丁目３２－３ （医管）第92号            平成28年 8月 1日
     0739-81-1188  (0739-81-1180) （在歯管）第30号          平成28年 8月 1日
     （歯訪診）第55号          平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第394号       平成28年 9月 1日
     （補管）第746号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48622,1013,4 まどかデンタルクリニ〒646-0015 （外来環）第44号          平成26年 4月 1日
     田歯1013 ック 田辺市たきない町１０番３４号 （歯訪診）第116号         平成28年10月 1日
     0739-81-8211  (0739-81-8211) （う蝕無痛）第42号        平成23年 2月 1日
     （歯ＣＡＤ）第56号        平成26年 4月 1日
     （補管）第801号           平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48722,1014,2 Ｓｍｉｌｅ　Ｄｅｎｔ〒647-1703 （歯訪診）第302号         平成29年 4月 1日
     田歯1014 ａｌ　Ｃａｒｅ　小渕田辺市本宮町請川２５５番地の３ （歯ＣＡＤ）第89号        平成26年 6月 1日
     歯科医院 0735-42-0123  (0735-42-0127) （補管）第802号           平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48823,0005,9 大西歯科医院 〒647-0015 （補管）第441号           平成 8年 6月 1日
     新歯5 新宮市千穂２－４－１４ （１７５）第106号         平成14年 4月 1日
     0735-22-3494  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48923,0030,7 小倉歯科診療所 〒647-0011 （歯技工）第97号          平成22年 7月 1日
     新歯30 新宮市下本町２の４の２ （補管）第444号           平成 8年 4月 1日
     0735-21-2377  (0735-23-2644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49023,0047,1 西村歯科医院 〒647-0044 （歯訪診）第330号         平成29年 4月 1日
     新歯47 新宮市神倉２丁目７番２６号 （歯ＣＡＤ）第373号       平成28年 7月 1日
     0735-22-6480  （補管）第449号           平成 8年 6月 1日
     （１７５）第288号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49123,0049,7 花尻歯科医院 〒647-0003 （補管）第451号           平成 8年 4月 1日
     新歯49 新宮市上本町２丁目２番地の２ （１７５）第224号         平成14年 4月 1日
     0735-21-3021  (0735-22-3119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49223,0050,5 大石歯科医院 〒647-0023 （歯訪診）第147号         平成28年10月 1日
     新歯50 新宮市蓬莱２丁目１番１６号 （う蝕無痛）第36号        平成20年 6月 1日
     0735-22-3117  (0735-21-6085) （補管）第452号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  49323,0051,3 船戸歯科医院 〒647-0011 （歯訪診）第321号         平成29年 4月 1日
     新歯51 新宮市下本町８００３番地 （歯ＣＡＤ）第252号       平成27年 6月 1日
     0735-22-4474  (0735-22-4474) （補管）第453号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第98号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49423,0052,1 宮本歯科 〒647-0071 （補管）第454号           平成 8年 7月 1日
     新歯52 新宮市佐野１丁目５－２８ （１７５）第393号         平成14年 4月 1日
     0735-31-5888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49523,0054,7 浜口歯科医院 〒647-0034 （歯訪診）第283号         平成29年 4月 1日
     新歯54 新宮市丸山４５９６－４ （歯ＣＡＤ）第57号        平成26年 4月 1日
     0735-22-9335  (0735-22-9335) （補管）第455号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49623,0055,4 川島歯科医院 〒647-0044 （１７５）第48号          平成14年 4月 1日
     新歯55 新宮市神倉３丁目１－３７号
     0735-23-0080  (0735-21-5000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49723,0057,0 小林歯科室 〒647-0042 （歯訪診）第77号          平成28年 9月 1日
     新歯57 新宮市下田１丁目４番地７号 （歯ＣＡＤ）第194号       平成27年 3月 1日
     0735-21-0418  (0735-21-7377) （補管）第456号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49823,0058,8 向井歯科医院 〒647-0061 （歯援診）第114号         平成29年 4月 1日
     新歯58 新宮市三輪崎三丁目７番地１号 （補管）第457号           平成 8年 4月 1日
     0735-31-7807  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49923,0059,6 岡本歯科 〒647-0043 （歯訪診）第208号         平成29年 3月 1日
     新歯59 新宮市緑ケ丘１－８－１６ （歯ＣＡＤ）第426号       平成29年 3月 1日
     0735-21-4182  (0735-21-4300) （補管）第458号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50023,0061,2 いけじ歯科医院 〒647-0044 （歯ＣＡＤ）第199号       平成27年 3月 1日
     新歯61 新宮市神倉一丁目７番１２号 （補管）第459号           平成 8年 4月 1日
     0735-22-7460  （１７５）第35号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50123,0062,0 すがわ歯科医院 〒647-0031 （う蝕無痛）第29号        平成20年 4月 1日
     新歯62 新宮市田鶴原町一丁目２番２２ （補管）第460号           平成 8年 4月 1日
     0735-22-6487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50223,0063,8 福辻歯科医院 〒647-0020 （歯援診）第60号          平成28年 5月 1日
     新歯63 新宮市徐福一丁目１番１２号 （補管）第581号           平成12年 3月 1日
     0735-22-2472  (0735-22-2580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50323,0067,9 飯田歯科医院 〒647-0061 （歯訪診）第303号         平成29年 4月 1日
     新歯67 新宮市三輪崎１１２９－３ （補管）第463号           平成 8年 4月 1日
     0735-31-8241  (0735-31-8567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  50423,0068,7 山本歯科医院 〒647-0061 （歯ＣＡＤ）第213号       平成27年 4月 1日
     新歯68 新宮市三輪崎３丁目２番４号 （補管）第464号           平成 8年 4月 1日
     0735-31-7423  (0735-31-9423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50523,0069,5 下出歯科医院 〒647-0043 （外来環）第163号         平成29年 4月 1日
     新歯69 新宮市緑ケ丘２丁目３－５ （歯訪診）第323号         平成29年 4月 1日
     0735-22-4554  (0735-22-4554) （歯ＣＡＤ）第214号       平成27年 4月 1日
     （補管）第534号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50623,0070,3 亀屋ビル歯科 〒647-0016 （外来環）第130号         平成28年10月 1日
     新歯70 新宮市谷王子町４５６－１亀屋ビ （医管）第111号           平成28年10月 1日
     ル２Ｆ （歯訪診）第114号         平成28年10月 1日
     0735-28-2525  (0735-28-2525) （歯ＣＡＤ）第200号       平成27年 3月 1日
     （ＧＴＲ）第24号          平成20年 4月 1日
     （補管）第562号           平成11年 2月 1日
     （酸単）第6115号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50723,0071,1 ウエムラ歯科クリニッ〒647-0081 （補管）第567号           平成11年 5月 1日
     新歯71 ク 新宮市新宮３９０ー１　すみだビ
     ル３階
     0735-21-6430  (0735-21-6430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50823,0072,9 しんぐう歯科 〒647-0015 （歯ＣＡＤ）第184号       平成27年 2月 1日
     新歯72 新宮市千穂２－３－１７ （補管）第678号           平成15年 5月20日
     0735-22-2959  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50923,0073,7 さかぐち歯科医院 〒647-0061 （外来環）第168号         平成29年 6月 1日
     新歯73 新宮市三輪崎１２３６－６ （医管）第135号           平成29年 6月 1日
     0735-31-2081  (0735-31-2082) （歯訪診）第288号         平成29年 4月 1日
     （補管）第681号           平成15年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51023,0075,2 大川歯科医院 〒647-0023 （歯訪診）第156号         平成28年11月 1日
     新歯75 新宮市蓬莱２－２－７ （補管）第735号           平成18年 7月 1日
     0735-22-2307  (0735-22-6785)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51123,0076,0 谷地歯科クリニック 〒647-0081 （歯ＣＡＤ）第59号        平成26年 5月 1日
     新歯76 新宮市新宮字馬町５５４番１大橋 （補管）第752号           平成19年 6月11日
     通りＴビル２Ｆ
     0735-28-1818  (0735-28-1819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51223,0078,6 ささや歯科医院 〒647-0052 （歯訪診）第216号         平成29年 3月 1日
     新歯78 新宮市橋本２－１－６ （補管）第755号           平成19年 9月 1日
     0735-22-6710  (0735-22-6710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  51323,0079,4 東歯科医院 〒647-0021 （歯訪診）第222号         平成29年 3月 1日
     新歯79 新宮市池田３丁目１番１６号 （歯ＣＡＤ）第215号       平成27年 4月 1日
     0735-21-1218  (0735-21-2773) （補管）第794号           平成22年 9月 1日
     （１７５）第501号         平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51423,0081,0 味八木歯科医院 〒647-0044 （外来環）第149号         平成29年 3月 1日
     新歯81 新宮市神倉４丁目６－４０ （歯訪診）第236号         平成29年 3月 1日
     0735-29-7728  (0735-29-7729) （手顕微加）第9号         平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第365号       平成28年 6月 1日
     （補管）第882号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51523,0082,8 西嶋歯科クリニック 〒647-0015 （歯訪診）第171号         平成29年 1月16日
     新歯82 新宮市千穂１丁目１番４８号 （歯ＣＡＤ）第419号       平成29年 1月16日
     0735-29-7720  (0735-29-7745) （ＧＴＲ）第45号          平成29年 1月16日
     （補管）第888号           平成29年 1月16日
     （酸単）第6116号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51623,1001,7 新宮デンタルクリニッ〒647-0052 （歯訪診）第234号         平成29年 3月 1日
     新歯1001 ク 新宮市橋本２丁目３９７１－１イ （歯ＣＡＤ）第37号        平成26年 4月 1日
     オン新宮店 （補管）第806号           平成23年 4月 1日
     0735-28-0551  (0735-28-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51723,1002,5 新宮小渕歯科・矯正歯〒647-0044 （外来環）第159号         平成29年 4月 1日
     新歯1002 科 新宮市神倉四丁目６番４６号 （歯訪診）第281号         平成29年 4月 1日
     0735-23-9811  （歯ＣＡＤ）第88号        平成26年 6月 1日
     （補管）第824号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51824,0049,5 堅田歯科医院 〒649-2201 （歯訪診）第115号         平成28年10月 1日
     西歯49 西牟婁郡白浜町堅田２０５１－１ （補管）第587号           平成12年 3月 1日
     0739-43-0811  (0739-43-0811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51924,0051,1 愛須歯科医院 〒649-2511 （外来環）第119号         平成28年 9月 1日
     西歯51 西牟婁郡白浜町日置２０５８－９ （歯訪診）第141号         平成28年10月 1日
     0739-52-3811  (0739-52-2772) （補管）第477号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52024,0053,7 上野歯科医院 〒649-2201 （歯訪診）第140号         平成28年10月 1日
     西歯53 西牟婁郡白浜町堅田２０１９－５ （歯ＣＡＤ）第366号       平成28年 6月 1日
     0739-43-1027  （補管）第478号           平成 8年 4月 1日
     （１７５）第324号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52124,0055,2 大江歯科 〒649-2105 （歯訪診）第139号         平成28年10月 1日
     西歯55 西牟婁郡上富田町朝来１３６４－ （歯ＣＡＤ）第229号       平成27年 4月 1日
     ８ （補管）第479号           平成 8年 4月 1日
     0739-47-4530  (0739-47-4539) （１７５）第348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

[和歌山県]
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)

  52224,0057,8 朝枝歯科医院 〒649-2211 （歯訪診）第138号         平成28年10月 1日
     西歯57 西牟婁郡白浜町１３３５－５３ （う蝕無痛）第31号        平成20年 4月 1日
     0739-42-3552  （補管）第481号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52324,0058,6 南歯科医院 〒649-2105 （外来環）第32号          平成24年 9月 1日
     西歯58 西牟婁郡上富田町朝来字坊垣内１ （医管）第36号            平成16年12月 1日
     ３７－５ （歯訪診）第137号         平成28年10月 1日
     0739-47-3343  (0739-47-3877) （歯ＣＡＤ）第386号       平成28年 9月 1日
     （補管）第482号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52424,0059,4 江住歯科診療所 〒649-3142 （補管）第483号           平成 8年 4月 1日
     西歯59 西牟婁郡すさみ町江住９４１－８ （１７５）第286号         平成14年 4月 1日
     0739-58-0731  (0739-55-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52524,0062,8 小田歯科医院 〒649-2211 （歯訪診）第317号         平成29年 4月 1日
     西歯62 西牟婁郡白浜町１３５３－２ （う蝕無痛）第32号        平成20年 4月 1日
     0739-42-3339  (0739-42-3339) （補管）第665号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52624,0063,6 和田歯科医院 〒649-2105 （歯訪診）第136号         平成28年10月 1日
     西歯63 西牟婁郡上富田町朝来１３４８ー （補管）第582号           平成12年 3月 1日
     １ （１７５）第409号         平成14年 4月 1日
     0739-47-0028  (0739-47-0028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52724,0064,4 武田歯科診療所 〒649-2102 （外来環）第88号          平成28年 7月 1日
     西歯64 西牟婁郡上富田町岩田１６４８ （医管）第37号            平成16年12月 1日
     0739-47-2007  (0739-47-4136) （歯訪診）第135号         平成28年10月 1日
     （う蝕無痛）第33号        平成20年 4月 1日
     （補管）第631号           平成13年 6月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52824,0067,7 中井歯科医院 〒649-2105 （外来環）第127号         平成28年 9月 1日
     西歯67 西牟婁郡上富田町朝来下内代１１ （医管）第110号           平成28年 9月 1日
     ０４ （歯訪診）第106号         平成28年 9月 1日
     0739-47-1444  (0739-47-4866) （歯ＣＡＤ）第399号       平成28年 9月 1日
     （補管）第687号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52924,0068,5 いとう歯科医院 〒649-2211 （外来環）第24号          平成24年 6月 1日
     西歯68 西牟婁郡白浜町１４２０－３ （医管）第52号            平成24年 6月 1日
     0739-82-1850  (0739-82-1860) （歯援診）第120号         平成29年 4月 1日
     （在歯管）第10号          平成24年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第317号       平成28年 1月 1日
     （補管）第690号           平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  53024,0072,7 尾﨑歯科医院 〒649-2621 （外来環）第111号         平成28年 9月 1日
     西歯72 西牟婁郡すさみ町周参見４０２６ （医管）第45号            平成22年 1月 1日
     －８ （か強診）第31号          平成28年 9月 1日
     0739-55-2357  (0739-55-3838) （在歯管）第34号          平成28年 9月 1日
     （歯訪診）第78号          平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第9号         平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第34号        平成26年 4月 1日
     （補管）第782号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53124,0073,5 むらかみ歯科 〒649-2333 （歯援診）第53号          平成28年 4月 1日
     西歯73 西牟婁郡白浜町中１７００－１１ （補管）第840号           平成25年 7月 1日
     ８
     0739-45-0100  (0739-45-0180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53224,0074,3 ヒルデンタルクリニッ〒649-2105 （歯訪診）第61号          平成28年 8月 1日
     西歯74 ク 西牟婁郡上富田町朝来２５８５ （歯ＣＡＤ）第383号       平成28年 8月 1日
     0739-83-2518  (0739-83-2519) （補管）第871号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53324,1001,5 伊谷歯科医院 〒649-2334 （医管）第39号            平成16年12月 1日
     西歯1001 西牟婁郡白浜町才野３８０－１ （歯訪診）第134号         平成28年10月 1日
     0739-45-1110  (0739-45-1333) （う蝕無痛）第34号        平成20年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第385号       平成28年 9月 1日
     （歯技工）第53号          平成22年 4月 1日
     （補管）第486号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53425,0028,6 間所歯科医院 〒649-5142 （歯訪診）第242号         平成29年 4月 1日
     東歯28 東牟婁郡那智勝浦町下里２９０３ （補管）第489号           平成 8年 4月 1日
     －２
     0735-58-1335  (0735-58-1335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53525,0033,6 さとう歯科 〒649-5335 （歯訪診）第232号         平成29年 3月 1日
     東歯33 東牟婁郡那智勝浦町築地四丁目４ （歯ＣＡＤ）第344号       平成28年 3月 1日
     番８号 （補管）第492号           平成 8年 4月 1日
     0735-52-5667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53625,0037,7 森岡歯科医院 〒649-5312 （歯訪診）第192号         平成29年 2月 1日
     東歯37 東牟婁郡那智勝浦町宇久井１０７ （補管）第494号           平成 8年 4月 1日
     ５番地
     0735-54-0615  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53725,0039,3 もみの木歯科医院 〒649-5331 （外来環）第96号          平成28年 8月 1日
     東歯39 東牟婁郡那智勝浦町天満刑部庄１ （歯訪診）第215号         平成29年 3月 1日
     ７３０－４３ （歯ＣＡＤ）第293号       平成27年 9月 1日
     0735-52-3311  （補管）第495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

[和歌山県]
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)

  53825,0040,1 岸歯科医院 〒649-5332 （歯援診）第50号          平成28年 4月 1日
     東歯40 東牟婁郡那智勝浦町朝日二丁目１ （歯ＣＡＤ）第334号       平成28年 2月 1日
     ２９ （補管）第496号           平成 8年 6月 1日
     0735-52-5881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53925,0043,5 松葉歯科医院 〒649-5331 （歯訪診）第318号         平成29年 4月 1日
     東歯43 東牟婁郡那智勝浦町天満一丁目４ （補管）第498号           平成 8年 8月 1日
     ４
     0735-52-1040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54025,0046,8 岸歯科医院 〒649-5333 （歯技工）第14号          平成22年 4月 1日
     東歯46 東牟婁郡那智勝浦町北浜１－８ （補管）第501号           平成 8年 6月 1日
     0735-52-0432  （１７５）第42号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54125,0048,4 玉置歯科医院 〒649-5332 （補管）第502号           平成 8年 4月 1日
     東歯48 東牟婁郡那智勝浦町朝日４丁目８
     ６
     0735-52-6623  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54225,0050,0 日高歯科医院 〒649-4122 （外来環）第117号         平成28年 9月 1日
     東歯50 東牟婁郡串本町西向２３８－２ （医管）第124号           平成29年 3月 1日
     0735-72-0358  (0735-72-0358) （歯訪診）第203号         平成29年 3月 1日
     （歯ＣＡＤ）第225号       平成27年 4月 1日
     （補管）第524号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54325,0051,8 奥根歯科医院 〒649-4104 （外来環）第167号         平成29年 6月 1日
     東歯51 東牟婁郡古座川町高池６３－４ （歯訪診）第299号         平成29年 4月 1日
     0735-72-1418  (0735-65-2118) （補管）第503号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54425,0052,6 岩井歯科医院 〒649-4116 （補管）第504号           平成 8年 6月 1日
     東歯52 東牟婁郡串本町中湊４５１ （１７５）第305号         平成14年 4月 1日
     0735-72-0623  (0735-72-0623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54525,0053,4 なち歯科 〒649-5314 （歯訪診）第56号          平成28年 8月 1日
     東歯53 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮７－１ （補管）第517号           平成 8年11月 1日
     0735-52-6265  (0735-52-0990) （１７５）第396号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54625,0054,2 浦川歯科医院 〒649-5331 （医管）第24号            平成16年 9月 1日
     東歯54 東牟婁郡那智勝浦町天満４４４－ （ＧＴＲ）第26号          平成20年 4月 1日
     ２ （補管）第539号           平成10年 1月 1日
     0735-52-1020  (0735-52-1020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54725,0056,7 和中歯科医院 〒649-5332 （補管）第553号           平成10年 7月 1日
     東歯56 東牟婁郡那智勝浦町朝日３－１７ （１７５）第255号         平成14年 4月 1日
     ６
     0735-52-0426  (0735-52-0426)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[和歌山県]
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)

  54825,0058,3 中松歯科医院 〒649-3503 （補管）第643号           平成14年 4月 1日
     東歯58 東牟婁郡串本町串本１７５５ （１７５）第12号          平成14年 4月 1日
     0735-62-4934  (0735-62-6063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54925,0059,1 小山歯科医院 〒649-3503 （歯ＣＡＤ）第195号       平成27年 3月 1日
     東歯59 東牟婁郡串本町串本４０－４６ （補管）第475号           平成 8年 4月 1日
     0735-62-0363  (0735-62-0899) （１７５）第445号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55025,0062,5 小森歯科医院 〒649-3503 （歯訪診）第133号         平成28年10月 1日
     東歯62 東牟婁郡串本町串本１７３５－１ （歯ＣＡＤ）第320号       平成28年 1月 1日
     ５ （補管）第484号           平成 8年 4月 1日
     0735-62-0707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55125,0063,3 富澤歯科医院 〒649-3503 （補管）第710号           平成17年 6月 1日
     東歯63 東牟婁郡串本町串本１８４４
     0735-62-0478  (0735-62-2044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55225,0064,1 和田歯科医院 〒649-5332 （歯ＣＡＤ）第328号       平成28年 2月 1日
     東歯64 東牟婁郡那智勝浦町朝日２丁目３ （補管）第724号           平成17年12月28日
     －３ （１７５）第483号         平成17年12月28日
     0735-52-1678  (0735-52-5321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55325,0067,4 川端歯科医院 〒649-3503 （歯訪診）第227号         平成29年 3月 1日
     東歯67 東牟婁郡串本町串本１７３４－７ （歯ＣＡＤ）第275号       平成27年 7月 1日
     0735-62-0065  (0735-62-6445) （補管）第779号           平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55425,0068,2 太地歯科 〒649-5171 （歯ＣＡＤ）第186号       平成27年 2月 1日
     東歯68 東牟婁郡太地町太地３２８０ （補管）第803号           平成23年 4月 1日
     0735-59-6480  (0735-59-6480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55525,0070,8 サンゴ台デンタルセン〒649-3510 （歯ＣＡＤ）第302号       平成27年10月 1日
     東歯70 ター　いわたに 東牟婁郡串本町サンゴ台１０６０ （補管）第839号           平成25年 7月 3日
     番地２５２ （酸単）第6180号          平成29年 4月 1日
     0735-67-7835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55625,0071,6 ちあき歯科 〒649-5331 （外来環）第79号          平成28年 6月 1日
     東歯71 東牟婁郡那智勝浦町天満１５９５ （う蝕無痛）第56号        平成27年 8月 3日
     －１５ （歯ＣＡＤ）第300号       平成27年10月 1日
     0735-52-3939  (0735-52-3938) （補管）第868号           平成27年 8月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55725,1001,2 医療法人　真供会　和〒649-5171 （歯訪診）第329号         平成29年 4月 1日
     東歯1001 穂歯科医院 東牟婁郡太地町太地４２０３－９ （う蝕無痛）第35号        平成20年 4月 1日
     0735-59-3331  (0735-59-3303) （歯ＣＡＤ）第82号        平成26年 6月 1日
     （手術歯根）第8号         平成22年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第27号          平成20年 4月 1日
     （補管）第683号           平成15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

[和歌山県]
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)

  55880,1003,3 新宮市熊野川歯科診療〒647-1294 （歯援診）第70号          平成28年 7月 1日
     新歯1003 所 新宮市熊野川町日足３２４番地熊 （歯ＣＡＤ）第40号        平成26年 4月 1日
     野川行政局４階 （補管）第827号           平成24年10月 1日
     0735-44-0804  (0735-44-0804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


