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    1023,001,7 ＡＣＴデンタルクリニ〒812-0044 092-645-2618医療法人イムズ　理事酒井　秀樹 平24. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ック博多 福岡県福岡市博多区千代１丁目３常　勤:    1長　酒井　秀樹 組織変更 小歯 現存
     ２－５ (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2023,002,5 いりえ歯科口腔外科ク〒812-0013 092-409-8415入江　彰彦 入江　彰彦 平24. 9. 1歯外 歯   診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区博多駅東１－常　勤:    1 新規 現存
     １２－６花村ビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3023,003,3 こまざわ歯科クリニッ〒813-0044 092-410-3986駒澤　誉 駒澤　誉 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市東区千早４丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     番３７号Ｅタクビル３Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4023,004,1 博多駅こころ歯科クリ〒812-0012 092-409-3461医療法人心会　理事長村田　充 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1　吉野　晴美 組織変更 矯歯 現存
     １－１新幹線博多ビル５Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5023,005,8 はらだ歯科医院 〒811-0213 092-606-6761原田　武洋 原田　武洋 平24.10.10歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区和白丘４丁目２常　勤:    2 交代 現存
     ０－２６ (歯       2) 平24.10.10
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6023,006,6 ひかるデンタルオフィ〒813-0013 092-673-2022俣野　岳人 俣野　岳人 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ス 福岡県福岡市東区香椎駅前１－１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １－１フレスタ香椎３Ｆ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7023,007,4 服部歯科醫院 〒810-0801 092-273-1261服部　裕士 服部　裕士 平25. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区中洲５丁目５常　勤:    1 交代 小歯 現存
     番１９号緑川ビル１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8023,009,0 ＴＯＭＯデンタル 〒812-0023 092-282-1048医療法人　音花会　理園田　智之 平25. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区奈良屋町１３常　勤:    2事長　園田　智之 組織変更 現存
     －６－２０３ (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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    9023,011,6 ながの歯科 〒813-0015 092-692-6668医療法人　八八会　理長野　英樹 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区香椎団地１番２常　勤:    3事長　長野　英樹 組織変更 歯外 現存
     ０号香椎フェスティバルガーデン(歯       3) 平25. 5. 1
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10023,012,4 小山歯科医院 〒812-0011 092-411-5372小山　功一 小山　功一 平25. 5. 6歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1 交代 現存
     目２番１号福岡センタービル５階(歯       1) 平25. 5. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11023,013,2 楠田歯科医院 〒812-0858 092-558-3080楠田　詠司 楠田　詠司 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区月隈２丁目３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１１－１０１ (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12023,014,0 北歯科クリニック 〒813-0031 092-692-5179北　昌功 北　昌功 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区八田１丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     －２５ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13023,016,5 あい歯科キャナルシテ〒812-0018 092-283-6650医療法人フクシア　理吉永　敏明 平26. 1. 1歯   矯歯 診療所
     ィ博多 福岡県福岡市博多区住吉一丁目２常　勤:    1事長　吉永　敏明 組織変更 現存
     番２５号 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14023,018,1 さあデンタルクリニッ〒812-0013 092-477-2880医療法人口福会　理事佐々木　敦 平26. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁常　勤:    1長　佐々木　敦 組織変更 現存
     目１１番１５号博多駅東口ビル１(歯       1) 平26. 1. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15023,020,7 ますだ歯科医院 〒812-0027 092-260-9898増田　啓太郎 増田　啓太郎 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区下川端町８－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １８ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16023,022,3 中洲デンタルクリニッ〒812-0026 092-291-2200行弘　憲一郞 行弘　憲一郞 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市博多区上川端町６－常　勤:    1 新規 現存
     １４２ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   17023,023,1 まるやま歯科 〒813-0041 092-674-4618丸山　俊正 丸山　俊正 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区水谷２丁目５０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番１号 (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18023,024,9 あおばデンタルクリニ〒813-0025 092-776-8363岡　正司 岡　正司 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県福岡市東区青葉２－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19023,025,6 みさきデンタルクリニ〒812-0054 092-260-9783陣内　みさき 陣内　みさき 平26. 6. 1歯   診療所
     ック 福岡県福岡市東区馬出１丁目３１常　勤:    1 新規 現存
     －１３エバーライフ吉塚駅前１Ｆ(歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20023,026,4 小河歯科医院 〒812-0026 092-291-5429小河　芳子 小河　芳子 平26. 6.18歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区上川端町１２常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     －３１ (歯       2) 平26. 6.18
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21023,029,8 まこと歯科・矯正歯科〒813-0013 092-692-2963木村　誠 木村　誠 平26.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １２－５４オリジンビル２０１号(歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22023,030,6 林おとな・こども歯科〒812-0895 092-260-8782林　玉枝 林　玉枝 平26.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区竹下４－１６常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23023,031,4 おかだ歯科クリニック〒811-0202 092-606-6065医療法人　佑美会　理岡田　健一 平26.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区和白三丁目２番常　勤:    2事長　岡田　健一 組織変更 歯外 現存
     ３２号クレール和白１０１号室 (歯       2) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24023,033,0 もりさき歯科クリニッ〒812-0893 092-202-4618森崎　陽介 森崎　陽介 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市博多区那珂５丁目３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －５０ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25023,034,8 岡村歯科医院 〒812-0012 092-451-7606医療法人　光梅会岡村岡村　光信 平27. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1歯科医院　理事長　岡 組織変更 現存
     ４番８号ユーコウビル６階 (歯       1)村　光信 平27. 1. 1
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   26023,037,1 すえはら歯科医院 〒813-0062 092-622-6433末原　宏明 末原　宏明 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区松島３丁目２５常　勤:    1 交代 現存
     －１６ (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27023,038,9 医療法人　口福会　森〒813-0013 092-661-8866医療法人　口福会　理森本　太一朗 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     本歯科 福岡県福岡市東区香椎駅前１丁目常　勤:    4事長　森本　啓三 新規 現存
     １８番４５号香椎マーケットビル(歯       4) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28023,039,7 筑紫通り　加納歯科ク〒812-0894 092-575-2210加納　拓 加納　拓 平27. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区諸岡３－６－常　勤:    1 新規 小歯 現存
     １５ＫＳＪビルⅠ　２Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29023,040,5 博多こおり歯科 〒812-0011 092-409-9974郡　英寛 郡　英寛 平27. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 新規 現存
     目２２－１ハットビル２階 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30023,041,3 たにいし歯科クリニッ〒811-0201 092-608-8811医療法人たにいし歯科谷石　勇也 平27. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県福岡市東区三苫５丁目１－常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ２４ (歯       1)谷石　勇也 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31023,043,9 はたの歯科医院 〒812-0014 092-481-2418医療法人　はたの歯科波多野　達朗 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区比恵町５番２常　勤:    1医院　理事長　波多野 組織変更 現存
     号 (歯       1)　達朗 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32023,045,4 医療法人Ｃｒｅ　Ｖｉ〒813-0025 092-674-8866医療法人Ｃｒｅ　Ｖｉ金　剛士（金海剛士）平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ｅ　わかば歯科福岡東福岡県福岡市東区青葉１－１－１常　勤:    1ｅ　理事長　福留　寿 新規 歯外 現存
     １ (歯       1)夫 平27. 7. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33023,046,2 ＭＯＴＯ矯正歯科 〒812-0011 092-432-1717蓮田　基 蓮田　基 平27. 7. 1矯歯 歯   小歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前２－常　勤:    2 新規 現存
     １９－２７九勧博多駅前ビル１Ｆ(歯       2) 平27. 7. 1
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   34023,049,6 よつばの杜歯科クリニ〒813-0035 092-692-6069医療法人ホームケア　桐原　浩輔 平28. 1. 1歯   診療所
     ック 福岡県福岡市東区松崎４丁目４０常　勤:    1理事長　原　祐一 新規 現存
     番１８号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35023,050,4 博多　ひろえ歯科 〒812-0025 092-271-1180医療法人有友会　理事石橋　勇気 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区店屋町５番１常　勤:    2長　中村　司 交代 現存
     ８号 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36023,051,2 口歯科 〒812-0011 092-411-2786医療法人　 口歯科　 口　惣 平28. 1. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前二丁常　勤:    4理事長　 口　惣 組織変更 現存
     目１番１号 (歯       4) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37023,053,8 てりは矯正歯科 〒813-0017 092-410-2190 　恭子 　恭子 平28. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市東区香椎照葉３－４常　勤:    2 新規 現存
     －１０ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38023,054,6 クリスタル歯科 〒813-0044 092-674-4180植木　いづみ 植木　いづみ 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市東区千早４－９３－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39023,055,3 まつうらハート歯科 〒812-0063 092-626-5588医療法人とりごえ会　目代　智子 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区原田三丁目６番常　勤:    1理事長　目代　智子 交代 歯外 現存
     ７号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40023,056,1 つきぐま歯科 〒812-0854 092-558-4188松本　健佑 松本　健佑 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区東月隈四丁目常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ７番３号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41023,057,9 おざさデンタルクリニ〒813-0002 092-663-5252小篠　政之 小篠　政之 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市東区下原１丁目１４常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －３ (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   42023,058,7 千早並木通り　ひろ歯〒813-0044 092-681-6650内田　雄啓 内田　雄啓 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区千早４丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１４号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43023,059,5 みどり歯科クリニック〒812-0017 092-451-5832須井　碧 須井　碧 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区美野島２－３常　勤:    2 交代 現存
     －１３ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44023,060,3 あらかわ歯科・矯正歯〒813-0042 092-682-1818医療法人　あらかわ歯荒川　周幸 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区舞松原一丁目１常　勤:    1科・矯正歯科クリニッ 組織変更 歯外 現存
     ２番２６号 (歯       1)ク　理事長　荒川　周 平28. 4. 1
     幸
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45023,061,1 福岡さくら歯科 〒812-0013 092-415-6011医療法人健歯会　理事西田　弘子 平29. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡市博多区博多駅東１丁目１３常　勤:    2長　毛利　章子 移動 小歯 現存
     －１－７Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46023,063,7 ささき歯科 〒812-0861 092-558-7942医療法人ささき歯科　佐々木　謙 平28.12. 1歯   診療所
     福岡市博多区浦田１丁目５番２１常　勤:    1理事長　佐々木　謙 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47023,064,5 たかの歯科クリニック〒812-0017 092-483-1233医療法人たかの歯科ク髙野　嘉一郎 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市博多区美野島二丁目４番６常　勤:    2リニック　理事長　髙 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       2)野　嘉一郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48023,065,2 医療法人　聖和会　ゲ〒812-0013 092-471-0110医療法人聖和会　理事元　永三 平29. 1. 1歯   矯歯 診療所
     ン歯科クリニック 福岡市博多区博多駅東二丁目２番常　勤:    2長　元　永三 組織変更 現存
     １３号 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49023,066,0 県庁前デンタルクリニ〒812-0044 092-643-4182医療法人社団飛翔会　廉　炅勲 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡市博多区千代四丁目１番２号常　勤:    4理事長　中村　英生 組織変更 現存
     ラクレイス県庁口１階 (歯       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50023,067,8 医療法人オ・ソレイユ〒813-0044 092-681-8241医療法人オ・ソレイユ岡村　敏 平29. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     　ハートフル歯科医院福岡市東区千早５－９－１４ 常　勤:    3　理事長　御筆　 組織変更 小歯 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
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   51023,068,6 イトウ歯科クリニック〒813-0013 092-662-0333医療法人孝徳会　理事伊藤　孝德 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市東区香椎駅前２丁目９番１常　勤:    1長　伊藤　孝德 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52023,069,4 鳥谷歯科医院 〒812-0012 092-432-1008医療法人平和会福岡　鳥谷　浩平 平29. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡市博多区博多駅中央街五丁目常　勤:    5理事長　鳥谷　浩平 組織変更 現存
     １４番福さ屋ビル６階 (歯       5) 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53023,070,2 医療法人アンブル　ア〒813-0042 092-682-1180医療法人アンブル　理長岡　良礼 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ンブル歯科東区サテラ福岡市東区舞松原二丁目１４番地常　勤:    1事長　原　文夫 新規 矯歯 現存
     イト ２２号オリーブ１階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54023,071,0 コウ予防歯科 〒813-0013 092-674-0222楠原　弘照 楠原　弘照 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡市東区香椎駅前１丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ８香椎駅前レジデンス１０１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55023,072,8 ばん歯科医院 〒813-0036 092-674-1177医療法人桜久生会　理塙　茂生 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡市東区若宮二丁目２番４３号常　勤:    2事長　塙　茂生 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56023,073,6 博多矯正歯科　ＫＩＴ〒812-0012 092-435-5454医療法人社団渋谷矯正金本　芳大 平29. 5. 1歯   矯歯 診療所
     ＴＥ博多院 福岡市博多区博多駅中央街９番１常　勤:    1歯科　理事長　東海林 新規 現存
     号地上８階８－２区画 (歯       1)　貴大 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57023,074,4 わかば歯科・小児歯科〒813-0005 092-683-2525医療法人わかば歯科・長谷川　浩三 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市東区御島崎２丁目２番４１常　勤:    2小児歯科　理事長　長 組織変更 現存
     号 (歯       2)谷川　浩三 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58023,075,1 かわみつ歯科クリニッ〒812-0007 092-471-6487川満　絵梨 川満　絵梨 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡市博多区東比恵３丁目２０－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59023,076,9 岡野歯科医院 〒812-0018 092-281-1691 野　弘幸 野　弘幸 平29. 9. 1歯   診療所
     福岡市博多区住吉２－１１－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   60023,077,7 いしまる歯科 〒813-0035 092-672-2010石丸　勝章 石丸　勝章 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市東区松崎２－１４－１４－常　勤:    2 新規 現存
     ２Ｆ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61023,078,5 しばやま歯科 〒812-0851 092-260-7337柴山　宗久 柴山　宗久 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡市博多区青木１丁目１９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62023,079,3 加茂歯科医院 〒812-0016 092-431-7459医療法人冨士生会　理加茂　公平 平30. 1. 4歯   歯外 診療所
     福岡市博多区博多駅南三丁目５番常　勤:    2事長　加茂　公平 組織変更 現存
     １２号 (歯       2) 平30. 1. 4
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63023,080,1 博多歯科医院 〒812-0011 092-413-1818医療法人博多歯科医院藤本　純 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡市博多区博多駅前三丁目３０常　勤:    2　理事長　藤本　純 組織変更 歯外 現存
     番１５号 (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64023,081,9 村田矯正歯科医院 〒812-0011 092-474-6256村田　直久 村田　直久 平30. 1. 1矯歯 歯   診療所
     福岡市博多区博多駅前２－５－８常　勤:    2 交代 現存
     ベルコモンズ博多１０Ｆ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65023,082,7 博多矯正歯科 〒812-0013 092-452-0040医療法人歯生会　理事山田　潤一 平30. 3. 1歯   矯歯 診療所
     福岡市博多区博多駅東二丁目５番常　勤:    1長　石田　一生 交代 現存
     ３７号博多ニッコービル７階４号(歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66023,084,3 青葉イーストコート歯〒813-0025 092-410-7050中村　優介 中村　優介 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科・こども歯科 福岡市東区青葉７丁目６－２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67023,085,0 たかきやすたか歯科ク〒812-0892 092-409-1180医療法人隆光会　理事髙木　康 平30. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     リニック 福岡市博多区東那珂一丁目１５番常　勤:    4長　髙木　康 組織変更 小歯 現存
     ４３号 (歯       4) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68033,123,7 渡辺歯科医院 〒812-0044 092-641-5912渡辺　登 渡辺　登 平13. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区千代３－３－常　勤:    1 移動 現存
     ３２ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   69033,226,8 中野歯科医院 〒813-0044 092-671-1379中野　貞勝 中野　貞勝 昭45. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区千早１丁目６番常　勤:    1 現存
     １８号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70033,243,3 夕田歯科医院 〒812-0053 65-0418 夕田　壽信 夕田　壽信 昭46. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎６丁目１１常　勤:    1 現存
     －６ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71033,255,7 長通歯科医院 〒812-0041 611-0055 長通　三思 長通　三思 平 5.11.24歯   診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚１丁目３常　勤:    1 移動 現存
     ６－１５－１ (歯       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72033,260,7 下川歯科医院 〒812-0023 092-271-1209下川　勇平 下川　勇平 昭47. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区奈良屋町６－常　勤:    1 現存
     ３０ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73033,279,7 上田歯科医院 〒813-0042 092-661-6697上田　克己 上田　克己 昭48. 5.17歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区舞松原２丁目１常　勤:    1 現存
     １番８号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74033,283,9 山崎歯科医院 〒812-0016 092-451-7400山 　惠二 山 　惠二 平23. 6.26歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南１丁常　勤:    1 移動 現存
     目４の４ＦＵＳＨＩビル２０３ (歯       1) 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75033,289,6 古川歯科医院 〒812-0877 古川　成義 古川　成義 昭49. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区元町１丁目１常　勤:    1 現存
     番５号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76033,290,4 吉田歯科医院 〒811-0201 092-606-8115吉田　冨也 吉田　冨也 昭49. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区三苫１丁目５－常　勤:    2 現存
     １１ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77033,295,3 酒井歯科医院 〒812-0879 092-582-1403酒井　健策 酒井　健策 昭49. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町３丁目常　勤:    1 現存
     ４－６ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78033,307,6 井上歯科医院 〒812-0884 092-581-1687井上　洋一 井上　洋一 平17. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区寿町２丁目４常　勤:    2 移動 現存
     －２２ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79033,332,4 堀尾歯科医院 〒813-0013 092-662-1614堀尾　武 堀尾　武 平25. 2.18歯   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1 移動 現存
     １３－１ (歯       1) 平25. 2.18
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   80033,344,9 花岡歯科医院 〒812-0011 441-3693 花岡　正人 花岡　正人 昭52. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 現存
     目２７－２５第二岡部ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81033,345,6 花岡歯科医院 〒812-0053 641-1657 花岡　道子 花岡　道子 昭52. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１丁目３８常　勤:    1 現存
     番４０号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82033,349,8 たまさと歯科医院 〒812-0878 092-571-6266玉里　昭雄 玉里　昭雄 平18. 7.24歯   診療所
     福岡県福岡市博多区竹丘町２丁目常　勤:    1 移動 現存
     ４－１２ウィークリーイン南福岡(歯       1) 平24. 7.24
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83033,351,4 井上歯科医院 〒812-0036 291-4452 井上　正博 井上　正博 昭52. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区上呉服町２－常　勤:    1 現存
     １１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84033,353,0 坂口歯科こども歯科 〒812-0029 092-281-5489坂口　恭敏 坂口　恭敏 平29. 8. 5歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市博多区古門戸町７－５　１常　勤:    3 移動 歯外 現存
     Ｆ (歯       3) 平29. 8. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85033,359,7 福井歯科医院 〒811-0202 092-606-4506福井　純生 福井　純生 昭53. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区和白３丁目２３常　勤:    1 現存
     番２９号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86033,361,3 中河原歯科医院 〒811-0204 7-6351 中河原　哲朗 中河原　哲朗 昭53. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区奈多３丁目６－常　勤:    1 現存
     ４６ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87033,362,1 歯科佐伯医院 〒812-0897 431-3240 佐伯　和雄 佐伯　和雄 昭53. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区半道橋１丁目常　勤:    1 現存
     １０－２８ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88033,367,0 花田歯科医院 〒813-0032 092-691-2486花田　一彦 花田　一彦 昭54. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区土井１丁目２１常　勤:    1 現存
     －６ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89033,368,8 酒井歯科医院 〒812-0044 092-651-0475酒井　康輔 酒井　康輔 昭54. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区千代３丁目３常　勤:    1 現存
     番２６号 (歯       1) 平30. 1. 1
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   90033,369,6 しのざき歯科医院 〒813-0013 092-681-3610篠﨑　英一 篠﨑　英一 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡市東区香椎駅前２丁目１１番常　勤:    1 移動 現存
     ２０ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91033,371,2 岡田歯科医院 〒813-0011 092-671-1000岡田　芳乃 岡田　芳乃 昭54. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区香椎６丁目２－常　勤:    2 現存
     １７ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92033,374,6 石橋歯科医院 〒812-0893 473-6130 石橋　康弘 石橋　康弘 昭54. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区那珂２丁目２常　勤:    1 現存
     １番６号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93033,377,9 西川歯科医院 〒813-0003 092-662-1603西川　研一 西川　研一 昭54. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区香住ケ丘２丁目常　勤:    1 現存
     ２０－２１ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94033,378,7 またの歯科医院 〒812-0861 092-503-2882俣野　哲成 俣野　哲成 昭54.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区浦田１丁目８常　勤:    1 現存
     －２１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95033,379,5 山本歯科医院 〒813-0013 092-662-4674山本　和己 山本　和己 平28.11. 7歯   診療所
     福岡市東区香椎駅前２丁目１３番常　勤:    1 移動 現存
     ２２号１階 (歯       1) 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96033,385,2 杉本歯科医院 〒811-0212 092-607-2886杉本　導治 杉本　導治 昭55. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区美和台３丁目８常　勤:    1 現存
     番７号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97033,390,2 坂本歯科医院 〒812-0063 092-611-0623坂本　文比古 坂本　文比古 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区原田１丁目３－常　勤:    3 移動 現存
     １０ (歯       3) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98033,396,9 原歯科医院 〒812-0894 573-8938 原　博信 原　博信 昭55.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡５丁目１常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99033,397,7 黒木歯科医院 〒811-0214 606-2448 黒木　剛 黒木　剛 昭56. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区和白東２丁目１常　勤:    1 現存
     ３番２６号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  100033,402,5 ごとう歯科医院 〒812-0893 571-2732 後藤　康彦 後藤　康彦 昭56. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区那珂５丁目１常　勤:    1 現存
     ８－５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101033,416,5 大山歯科医院 〒812-0894 092-572-6604大山　博明 大山　博明 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡６－１２常　勤:    3 移動 現存
     －２２ (医       1) 平27.12. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102033,417,3 にしもと小児歯科医院〒812-0013 092-474-0229西本　美恵子 西本　美恵子 昭57.10. 1小歯 歯   矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東２－常　勤:    1 現存
     ４－６博多グローリービル２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103033,418,1 中村歯科医院 〒813-0013 092-662-6812中村　陽一 中村　陽一 昭57.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1 現存
     １５の１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104033,425,6 香野歯科医院 〒812-0877 092-581-0020香野　昌弘 香野　昌弘 昭58. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区元町１－７－常　勤:    1 現存
     １７ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105033,427,2 今里歯科医院 〒812-0012 092-481-2260今里　洋一 今里　洋一 平10. 9. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1 移動 現存
     ２－１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106033,429,8 徳丸歯科医院 〒813-0044 092-672-8686徳丸　弘志 徳丸　弘志 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区千早１丁目４ー常　勤:    1 移動 現存
     ２２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107033,432,2 村田卓歯科医院 〒812-0011 481-2518 村田　卓 村田　卓 昭59. 3. 1歯   診療所
     福岡市博多区博多駅前２－１１－常　勤:    1 現存
     １２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108033,437,1 松尾歯科医院 〒813-0034 092-611-0648松尾　健 松尾　健 昭59. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区多の津３－１－常　勤:    1 現存
     ２４ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109033,438,9 武井歯科医院 〒813-0012 092-662-7132武井　和子 武井　和子 昭59. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅東４丁目常　勤:    4 現存
     ２６－１０ (歯       4) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  110033,439,7 スガ歯科医院 〒812-0894 591-7570 菅　敏雄 菅　敏雄 昭59. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡３丁目１常　勤:    1 現存
     ０－２０平野第２ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111033,443,9 さわくま歯科医院 〒811-0321 092-603-2176澤熊　芳生 澤熊　芳生 昭59.11. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区西戸崎１丁目８常　勤:    1 現存
     －６ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112033,444,7 眞田歯科医院 〒813-0043 681-0028 眞田　龍昌 眞田　龍昌 昭60. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区名島３丁目６－常　勤:    1 現存
     ２７ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113033,452,0 うえむら歯科医院 〒812-0016 472-4343 植村　哲夫 植村　哲夫 昭60.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南１丁常　勤:    1 現存
     目５－１５ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114033,454,6 森歯科医院 〒813-0034 092-611-3310森　幹弘 森　幹弘 昭61. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区多ノ津５－５－常　勤:    2 現存
     １２フジノビル１Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115033,459,5 泉歯科医院 〒812-0893 092-475-2070泉　菊榮 泉　菊榮 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区那珂１丁目２常　勤:    4 現存
     ９－２１ (歯       4) 平30. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116033,460,3 堀歯科医院 〒813-0041 092-672-8255堀　勝利 堀　勝利 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区水谷２丁目１０常　勤:    1 現存
     －２２シンワコーポ１Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117033,463,7 おおやま歯科医院 〒812-0885 092-573-3752大山　茂 大山　茂 昭61.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区相生町２丁目常　勤:    1 現存
     ２番１２号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118033,464,5 日下部歯科医院 〒812-0015 092-473-1737日下部　直幸 日下部　直幸 昭62. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区山王２丁目１常　勤:    2 現存
     ２－２コーポ日下部１Ｆ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119033,467,8 中島歯科 〒812-0016 092-441-3887中島　龍市 中島　龍市 昭62. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南１－常　勤:    1 現存
     ３－６第３博多偕成ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    14 頁

  120033,468,6 川鍋歯科医院 〒812-0054 092-651-6300川鍋　正敏 川鍋　正敏 昭62. 5. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市東区馬出５丁目１３常　勤:    1 現存
     の７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121033,474,4 みなみ歯科医院 〒812-0006 092-411-4329南　栄 南　栄 昭62. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区上牟田３－８常　勤:    2 現存
     －１４ (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122033,475,1 うかわ歯科医院 〒813-0042 092-672-0118鶫川　太一 鶫川　太一 昭62. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区舞松原２丁目７常　勤:    1 現存
     －１１林田ビル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123033,476,9 おおはし歯科医院 〒812-0888 092-573-9700大橋　弘明 大橋　弘明 昭62. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区板付７丁目３常　勤:    1 現存
     －１２ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124033,477,7 まなべ歯科医院 〒813-0036 092-662-0011真鍋　尚武 真鍋　尚武 昭62. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区若宮３丁目１－常　勤:    1 現存
     ３７サンハッコービル１Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125033,478,5 まつうら歯科 〒813-0043 092-661-2000松浦　美智子 松浦　美智子 昭62.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区名島４丁目５４常　勤:    3 現存
     －３８ (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126033,479,3 河原歯科医院 〒813-0025 092-691-2002河原　茂 河原　茂 昭62.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区青葉７丁目２３常　勤:    1 歯外 現存
     －１ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127033,480,1 とみや歯科医院 〒812-0011 09-475-7676 富谷　尚 富谷　尚 昭62.11. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 現存
     目１９－１４ビーエスビル博多４(歯       1) 平29.11. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128033,482,7 武富歯科医院 〒812-0033 092-291-6605武富　澄泰 武富　澄泰 昭63. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区大博町２－２常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平30. 1. 1
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  129033,483,5 まえだ歯科医院 〒813-0001 092-673-2816前田　仁 前田　仁 平14.11.25歯   診療所
     福岡県福岡市東区唐原３丁目１６常　勤:    1 移動 現存
     －３５ (歯       1) 平26.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130033,489,2 佐々木歯科医院 〒812-0053 092-651-3807佐々木　亨 佐々木　亨 昭63. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１－４３－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29.12.12
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131033,491,8 島崎歯科医院 〒812-0046 621-7746 島崎　晴雄 島崎　晴雄 昭63.10. 5歯   診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚本町２－常　勤:    1 現存
     ２８ラピス博多駅東２Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132033,492,6 とりお歯科医院 〒812-0066 092-623-0008鳥尾　紀詔 鳥尾　紀詔 昭63.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区二又瀬１２－２常　勤:    1 現存
     セントラルビル１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133033,493,4 おおき歯科医院 〒812-0035 092-271-0660大木　和彦 大木　和彦 平12.10.19歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市博多区中呉服町１－常　勤:    1 移動 現存
     ２６博多インテリジェントビル３(歯       1) 平24.10.19
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134033,495,9 藤野歯科医院 〒811-0201 092-608-1182藤野　康則 藤野　康則 平元. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区三苫６丁目１３常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135033,496,7 有田歯科医院 〒813-0042 092-662-1167有田　康比古 有田　康比古 平元. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区舞松原２－１－常　勤:    1 歯外 現存
     ８ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136033,498,3 松田歯科医院 〒812-0024 092-271-0413松田　保之 松田　保之 平29. 5.15歯   診療所
     福岡市博多区綱場町１番１７号福常　勤:    1 移動 現存
     岡パーキングビル５階 (歯       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137033,504,8 手嶋歯科医院 〒812-0883 582-2297 手嶋　文史 手嶋　文史 平 2. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区南本町１丁目常　勤:    1 現存
     ３－１０ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138033,505,5 むらおか歯科医院 〒812-0042 092-441-2500村岡　重弘 村岡　重弘 平15. 8.28歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区豊１丁目２－常　勤:    1 移動 現存
     １５ (歯       1) 平27. 8.28
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  139033,507,1 やまもと歯科医院 〒813-0003 092-662-6480山本　光 山本　光 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区香住ケ丘２丁目常　勤:    2 現存
     ８－２　１Ｆ (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140033,508,9 七熊歯科医院 〒813-0042 092-682-0500七熊　勇 七熊　勇 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区舞松原２丁目１常　勤:    1 現存
     ４－１０ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141033,511,3 うら歯科医院 〒813-0012 092-662-6406浦　康雄 浦　康雄 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅東４丁目常　勤:    1 現存
     ４７－３２ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142033,512,1 吉田歯科医院 〒813-0016 672-7000 吉田　良治 吉田　良治 平 2.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区香椎浜１丁目３常　勤:    2 現存
     －２３ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143033,513,9 山田歯科クリニック 〒812-0053 092-632-6686山田　啓二 山田　啓二 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区箱崎５丁目１１常　勤:    1 現存
     －１０－１２ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144033,514,7 上野歯科医院 〒812-0882 092-574-8543上野　裕 上野　裕 平 3. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区麦野６丁目１常　勤:    2 現存
     ８－５ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145033,515,4 森田歯科医院 〒812-0026 092-281-5170森田　健一 森田　健一 平 3. 3. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市博多区上川端町１－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146033,516,2 旦部歯科医院 〒812-0044 092-651-1409旦部　昭典 旦部　昭典 平 3. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区千代４丁目４常　勤:    1 現存
     －１４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147033,517,0 やまだ歯科医院 〒811-0321 092-603-0118山田　高志 山田　高志 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区西戸崎５丁目８常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  148033,518,8 今井歯科医院 〒812-0861 092-504-4552今井　英治 今井　英治 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区浦田１丁目１常　勤:    1 現存
     ９－７ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149033,520,4 中家歯科医院 〒812-0014 092-472-4182中家　秀隆 中家　秀隆 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区比恵町１－１常　勤:    1 現存
     ８東カン福岡第２ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150033,521,2 かつまた歯科、小児歯〒813-0041 683-1011 勝俣　辰也 勝俣　辰也 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     科医院 福岡県福岡市東区水谷１丁目６－常　勤:    2 現存
     １５ (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151033,522,0 あべ歯科クリニック 〒811-0204 092-608-5240安部　修武 安部　修武 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区奈多１丁目２－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152033,531,1 草苅歯科医院 〒813-0003 092-683-2100草苅　英男 草苅　英男 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区香住丘６－９－常　勤:    1 現存
     １１ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153033,537,8 福井歯科医院 〒811-0321 603-0014 福井　雅生 福井　雅生 平 5. 1.11歯   診療所
     福岡県福岡市東区西戸崎１丁目７常　勤:    1 現存
     番１６号 (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154033,540,2 吉村歯科医院 〒812-0011 092-441-1666吉村　篤 吉村　篤 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:    1 現存
     目１４－２０ライオンズステーシ(歯       1) 平29. 2. 1
     ョンプラザ博多２０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155033,542,8 吉村歯科医院 〒813-0025 092-691-7744吉村　甚一郎 吉村　甚一郎 平 5. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区青葉２丁目１２常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156033,543,6 野田歯科医院 〒812-0044 092-651-3714野田　 野田　 平 5. 5.21歯   診療所
     福岡県福岡市博多区千代１丁目１常　勤:    2 交代 現存
     ７－１パピヨン２４　２階 (歯       2) 平29. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157033,544,4 えがしら歯科医院 〒813-0025 092-691-1222江頭　毅 江頭　毅 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区青葉１丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  158033,548,5 木下歯科クリニック 〒812-0018 092-452-5858木下　英隆 木下　英隆 平27. 9.18歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区住吉５丁目５常　勤:    1 移動 現存
     番１２号 (歯       1) 平27. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159033,550,1 ふじた歯科医院 〒812-0053 092-651-6643藤田　真 藤田　真 平15. 4.15歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区箱崎２－１０－常　勤:    1 移動 現存
     ８藤野ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160033,552,7 佐藤歯科医院 〒811-0202 092-606-3581佐藤　大作 佐藤　大作 平 6. 1.17歯   診療所
     福岡県福岡市東区和白３丁目９－常　勤:    1 交代 現存
     ２７ (歯       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161033,553,5 歯科ウチダクリニック〒813-0044 092-672-4080内田　雄望 内田　雄望 平14. 1.27歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区千早１丁目１６常　勤:    1 移動 現存
     番２２号 (歯       1) 平26. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162033,555,0 くにひろ歯科医院 〒813-0044 092-662-1131國廣　順之 國廣　順之 平13. 8.31歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区千早５－２１－常　勤:    3 移動 現存
     ２ (歯       3) 平25. 8.31
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163033,556,8 下条歯科医院 〒812-0016 092-414-1282下条　高朗 下条　高朗 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南４丁常　勤:    1 新規 現存
     目９－２３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164033,559,2 有野歯科医院 〒812-0016 092-414-2700有野　友康 有野　友康 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南４丁常　勤:    1 新規 現存
     目１６－２岡本ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165033,560,0 舟越歯科医院 〒813-0035 092-682-0068舟越　純治 舟越　純治 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区松崎２丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166033,563,4 野口歯科医院 〒812-0063 092-623-4656野口　俊明 野口　俊明 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡市東区原田４丁目８－３８協常　勤:    1 新規 現存
     同組合福岡卸センター独身寮１階(歯       1) 平24. 7. 1
     店舗
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  167033,566,7 あずま歯科医院 〒812-0896 092-412-0560東　達郎 東　達郎 平17. 3.28歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区東光寺町２－常　勤:    2 移動 現存
     ９－５１オルゴグラード福岡１Ｆ(歯       2) 平29. 3.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168033,569,1 植田歯科 〒812-0012 092-431-8810植田　和弘 植田　和弘 平28. 8.25歯   歯外 診療所
     福岡市博多区博多駅中央街８番１常　勤:    1 移動 現存
     号ＪＲＪＰ博多ビル６階 (歯       1) 平28. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169033,570,9 中田歯科医院 〒813-0011 092-683-5888中田　宏 中田　宏 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区香椎２－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170033,571,7 りゅう歯科医院 〒811-0202 092-606-0048龍　誠二朗 龍　誠二朗 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区和白６－５－４常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171033,574,1 小児歯科・矯正歯科　〒813-0011 092-673-1022古市　幸秀 古市　幸秀 平 7. 6. 1矯歯 小歯 診療所
     ふるいちクリニック 福岡県福岡市東区香椎１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172033,582,4 泉歯科医院 〒812-0045 092-643-2232泉　正憲 泉　正憲 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区東公園１－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173033,586,5 角田歯科医院 〒813-0042 092-661-1286河合　雅文 河合　雅文 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区舞松原２ー１２常　勤:    1 交代 現存
     ー２５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174033,587,3 たけ歯科医院 〒812-0063 092-623-3386長尾　章博 長尾　章博 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区原田３丁目６番常　勤:    1 移動 現存
     １７号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175033,591,5 いりえ歯科医院 〒812-0011 092-433-4182入江　眞次郎 入江　眞次郎 平26. 4.30歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 移動 現存
     目３０－２６中央博多駅前ビル６(歯       1) 平26. 4.30
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176033,592,3 永田歯科クリニック 〒812-0854 092-503-5118永田　正宣 永田　正宣 平 9. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区東月隈３丁目常　勤:    1 交代 現存
     １７番１８号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  177033,594,9 もとまつ歯科クリニッ〒811-0204 092-605-3118元松　泰徳 元松　泰徳 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市東区奈多３丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178033,597,2 はやし歯科　小児歯科〒812-0041 092-623-1199林　克実 林　克実 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     医院 福岡県福岡市博多区吉塚７丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２番３８号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179033,601,2 竹村歯科小児歯科 〒811-0213 092-608-6039竹村　浩二 竹村　浩二 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区和白丘１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２ー１７蒲池駅前ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180033,604,6 鈴木歯科医院 〒813-0033 092-691-4888鈴木　一郎 鈴木　一郎 平10. 2.20歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区多々良１丁目３常　勤:    2 交代 現存
     ３番１４号 (歯       2) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181033,605,3 たじまデンタルクリニ〒811-0201 092-608-0007田嶋　靖文 田嶋　靖文 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県福岡市東区三苫５丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ４９ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182033,606,1 いわもと歯科医院 〒813-0032 092-691-8500岩本　禎浩 岩本　禎浩 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区土井４丁目５－常　勤:    4 新規 現存
     ３０ (歯       4) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183033,612,9 内田歯科医院 〒813-0044 092-681-0555内田　雄基 内田　雄基 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区千早２－２７－常　勤:    1 移動 現存
     ５ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184033,616,0 北村ゆうじ歯科クリニ〒812-0011 092-434-6255北村　裕治 北村　裕治 平11. 6. 1歯   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 新規 現存
     目１６－１３－１由布ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185033,617,8 平岡歯科医院 〒812-0054 092-651-3838平岡　郁雄 平岡　郁雄 平11. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区馬出１丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号第２岡部ビル２０１号 (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186033,619,4 ごとう歯科 〒813-0012 092-672-6258後藤　かをる 後藤　かをる 平11. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅東３－１常　勤:    2 新規 現存
     ３－１ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  187033,621,0 といだ歯科医院 〒812-0018 092-436-1500問田　望 問田　望 平11.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区住吉４丁目８常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －２４住吉メディカルビル１Ｆ (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188033,627,7 川上歯科クリニック 〒812-0003 092-626-1715川上　義貴 川上　義貴 平28. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡市博多区大字下臼井７７８番常　勤:    1 移動 現存
     地の１福岡空港国内線旅客ターミ(歯       1) 平28. 7. 1
     ナルビル２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189033,628,5 ひろえ歯科医院 〒812-0055 092-643-9511中村　弘江 中村　弘江 平12. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区東浜１丁目１番常　勤:    4 新規 歯外 現存
     １号 (歯       4) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190033,629,3 大坪歯科医院 〒812-0879 092-581-0340大坪　詔令 大坪　詔令 平12. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町１丁目常　勤:    1 交代 現存
     ５番１１号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191033,630,1 ＭＡＴＳＵＯ　ＤＥＮ〒812-0895 092-436-8497松尾　康平 松尾　康平 平21. 6. 8歯   矯歯 小歯診療所
     ＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ福岡県福岡市博多区竹下４－１４常　勤:    1 移動 現存
     －１２ (歯       1) 平27. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192033,634,3 やつだ歯科医院 〒812-0025 092-263-4688八田　雅樹 八田　雅樹 平13. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区店屋町３－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193033,639,2 田代歯科医院 〒812-0041 092-611-5019田代　博明 田代　博明 平13. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚２丁目１常　勤:    2 交代 現存
     ６番１号 (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194033,640,0 雑賀歯科医院 〒812-0061 092-629-2626雑賀　伸一 雑賀　伸一 平13. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区筥松２丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番１４号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195033,644,2 いちろう歯科医院 〒812-0041 092-623-8016福山　一郎 福山　一郎 平29. 3.21歯   小歯 診療所
     福岡市博多区吉塚３丁目５－５５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  196033,645,9 ノナカデンタルクリニ〒810-0801 092-262-7332野中　紀宏 野中　紀宏 平13. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ック 福岡県福岡市博多区中洲５丁目１常　勤:    1 新規 小歯 現存
     －２－４Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197033,646,7 中央歯科医院 〒812-0882 092-593-2210楠元　正一郎 楠元　正一郎 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区麦野４丁目３常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ８番１８号新生ビル１階 (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198033,648,3 たかき歯科医院 〒812-0053 092-642-1855髙木　潤吉 髙木　潤吉 平13.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市東区箱崎２丁目５－常　勤:    1 交代 現存
     ２７はこざき大徳館２階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199033,649,1 吉田しげる歯科 〒812-0011 092-451-2837吉田　茂 吉田　茂 平13.12.30歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    4 交代 現存
     目２番８号住友生命ビル８階 (歯       4) 平25.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200033,652,5 ひろまつ歯科医院 〒812-0888 092-411-7171廣松　辰巳 廣松　辰巳 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区板付２－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201033,653,3 千代県庁口歯科医院 〒812-0044 092-632-0648有吉　祐二 有吉　祐二 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区千代２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     １番１５号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202033,655,8 はしだ歯科医院 〒812-0881 092-588-3030橋田　佳広 橋田　佳広 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区井相田３－５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203033,656,6 かなざわ歯科医院 〒811-0214 092-608-8148金澤　政裕 金澤　政裕 平14. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区和白東１丁目２常　勤:    3 新規 歯外 現存
     ５－９ (歯       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204033,665,7 やまぐちこどもの歯科〒811-0201 092-608-4666山口　昭一 山口　昭一 平21. 3. 1小歯 矯歯 診療所
     クリニック 福岡県福岡市東区三苫６丁目１－常　勤:    2 移動 現存
     ５ (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  205033,668,1 生田歯科医院 〒812-0854 092-504-0966生田　英世 生田　英世 平23. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区東月隈３丁目常　勤:    1 移動 現存
     ６－７ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206033,672,3 筑紫口歯科クリニック〒812-0013 092-431-0118小林　聖司 小林　聖司 平15. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東２－常　勤:    2 交代 歯外 現存
     １－２３サニックス博多ビル２Ｆ(歯       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207033,674,9 呉服町歯科クリニック〒812-0036 092-262-3220和田　卓也 和田　卓也 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区上呉服町１－常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １６－Ｂ１Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208033,676,4 第一歯科博多クリニッ〒812-0013 092-415-1077野村　勇太 野村　勇太 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    2 新規 歯外 現存
     目１７番５号 (歯       2) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209033,680,6 布施歯科クリニック 〒812-0863 092-503-8818布施　敬三 布施　敬三 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区金の隈３丁目常　勤:    2 新規 現存
     １３－８ (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210033,682,2 香椎セピア歯科 〒813-0013 092-663-4618林　晃史 林　晃史 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２－５常　勤:    1 新規 現存
     －１ノイエスビル１階中央室 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211033,689,7 もろおか歯科 〒812-0053 092-641-0204諸岡　隆之 諸岡　隆之 平16. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎３－９－４常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212033,690,5 うえだ歯科クリニック〒812-0036 092-282-7205上田　直弘 上田　直弘 平16. 2. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市博多区上呉服町１０常　勤:    1 新規 現存
     番１０号呉服町ビジネスセンター(歯       1) 平28. 2. 1
     ２０６号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213033,691,3 たなべ保存歯科 〒813-0041 092-663-9100田邊　一成 田邊　一成 平16. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区水谷２丁目１２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －１８ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  214033,696,2 エンゼル歯科 〒812-0068 092-623-6751山口　利浩 山口　利浩 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区社領２－２２－常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ２２ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215033,697,0 オレンジ歯科 〒812-0037 092-281-5945加藤　一彦 加藤　一彦 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区御供所町５番常　勤:    2 交代 現存
     ２９号 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216033,698,8 あゆかわ歯科 〒813-0014 092-682-0321鮎川　仁志 鮎川　仁志 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区香椎台一丁目５常　勤:    1 交代 現存
     －１４ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217033,699,6 もろい歯科 〒813-0003 092-681-1789諸井　裕子 諸井　裕子 平28. 8. 4歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市東区香住ケ丘６丁目３番６常　勤:    1 移動 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218033,710,1 てるや歯科医院 〒813-0034 092-621-1231照屋　有司 照屋　有司 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区多の津４丁目１常　勤:    3 交代 歯外 現存
     ９－１７ (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219033,714,3 土居町歯科医院 〒812-0025 092-281-4165松本　直樹 松本　直樹 平17. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区店屋町６－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220033,715,0 ほほえみ歯科医院 〒811-0203 092-608-8341久松　淳一 久松　淳一 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区塩浜１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221033,717,6 野々下歯科 〒812-0017 092-413-4852野々下　信幸 野々下　信幸 平17.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区美野島１－１常　勤:    1 新規 現存
     ９－１１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222033,718,4 優・井上歯科クリニッ〒812-0013 092-432-8041井上　優 井上　優 平17.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    2 新規 歯外 現存
     目１０－１第１福岡ビルＳ館１Ｆ(歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  223033,719,2 あべなおこ歯科クリニ〒813-0001 092-674-4182安部　直子 安部　直子 平17.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県福岡市東区唐原１－２－１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －２０３ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224033,720,0 橋本歯科医院 〒812-0011 092-411-5178橋本　磨早彦 橋本　磨早彦 平17.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前１丁常　勤:    2 交代 現存
     目９番３号ー３階 (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225033,721,8 升井歯科医院 〒812-0029 092-291-4579升井　二郎 升井　二郎 平17.12.25歯   診療所
     福岡県福岡市博多区古門戸町２－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226033,723,4 河野歯科医院 〒812-0884 092-581-0418河野　聡 河野　聡 平18. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区寿町３－１－常　勤:    1 交代 現存
     １１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227033,726,7 いはら歯科クリニック〒813-0043 092-672-7175猪原　修 猪原　修 平18. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区名島３丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228033,731,7 古澤歯科医院 〒812-0053 092-632-8020古澤　博久 古澤　博久 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ６　シェ－ネブルグ１Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229033,733,3 松本歯科医院 〒812-0044 092-641-8141松本　研志 松本　研志 平18. 7. 1歯   小   矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区千代４－３１常　勤:    1 交代 現存
     －７　九県前ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230033,734,1 パンダ小児歯科医院 〒813-0001 092-673-1180劉　中憲 劉　中憲 平18. 9. 1小歯 歯   診療所
     福岡県福岡市東区唐原７丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231033,737,4 生田歯科医院 〒812-0896 092-431-1971生田　啓志 生田　啓志 平18.10. 6歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市博多区東光寺町１丁常　勤:    1 交代 現存
     目２３－２４ (歯       1) 平24.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232033,738,2 よしかわ歯科医院 〒813-0044 092-683-2101吉川　努 吉川　努 平18.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区千早５－４－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５－１０１ (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  233033,742,4 あおたに歯科クリニッ〒812-0879 092-405-3200青谷　和彦 青谷　和彦 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市博多区銀天町３丁目常　勤:    2 新規 現存
     ６－１８ (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234033,743,2 ゆうデンタルクリニッ〒812-0008 092-477-7773花田　道正 花田　道正 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市博多区東光２丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ６－２９エイルマンション博多駅(歯       1) 平25. 4. 1
     東コンフォート１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235033,744,0 トパーズ歯科クリニッ〒812-0053 092-641-8000吉武　紳一 吉武　紳一 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市東区箱崎４丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ５５ＢＯＸＴＯＷＮ箱崎２Ｆ　 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236033,746,5 安藤歯科医院 〒813-0013 092-681-1320安藤　彰 安藤　彰 平22.11.25歯   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1 移動 現存
     １９番１２号 (歯       1) 平28.11.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237033,747,3 アイランドシティデン〒813-0017 092-662-4618髙山　義之 髙山　義之 平19.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     タルクリニック 福岡県福岡市東区香椎照葉３丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２－５－２Ｆ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238033,748,1 リーフデンタルクリニ〒813-0036 092-401-0207古川　弘貴 古川　弘貴 平20. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市東区若宮５丁目１６常　勤:    2 新規 現存
     －３４ (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239033,749,9 花田歯科医院 〒812-0054 092-641-2610花田　圭顕 花田　圭顕 平20. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区馬出２丁目４の常　勤:    4 交代 矯歯 現存
     ２２ (歯       4) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240033,752,3 こがデンタルクリニッ〒812-0061 092-622-1203古賀　康雅 古賀　康雅 平29.11.30歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡市東区筥松３丁目４－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241033,754,9 川端歯科医院 〒812-0026 092-263-3400南條　亨 南條　亨 平21. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区上川端町６－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １４２ (歯       1) 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242033,756,4 志賀島歯科医院 〒811-0323 092-603-0194野見山　宗徳 野見山　宗徳 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区志賀島６６１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  243033,757,2 医療法人優駿　ホワイ〒812-0011 092-474-7311医療法人優駿　理事長長友　周一 平21. 3. 1歯   矯歯 診療所
     トエッセンスゆうなデ福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    2　長友　周一 新規 現存
     ンタルクリニック 目５番５号 (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244033,758,0 医療法人優駿　ながと〒812-0061 092-611-2767医療法人優駿　理事長立岩　朗 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     も歯科医院 福岡県福岡市東区筥松２丁目２４常　勤:    2　長友　周一 組織変更 現存
     番３５号 (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245033,760,6 吉田歯科医院 〒812-0054 092-641-0402吉田　哲也 吉田　哲也 平21. 2.18歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市東区馬出２丁目２－常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平27. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246033,763,0 巧歯科クリニック 〒812-0025 092-282-4182中村　昇次 中村　昇次 平21. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区店屋町６－１常　勤:    1 移動 現存
     ８ランダムスクウェア６Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247033,769,7 ヒロ歯科クリニック 〒812-0013 090-73959556阿南　大作 阿南　大作 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東二丁常　勤:    1 新規 現存
     目１７番５号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248033,770,5 あなん歯科医院 〒813-0043 092-674-1101阿南　信一郎 阿南　信一郎 平22. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区名島２丁目２番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249033,773,9 松本歯科医院 〒812-0043 092-483-1232松本　征之 松本　征之 平22.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区堅粕４丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －９ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250033,775,4 ゆうあいデンタルクリ〒812-0894 092-502-5330友田　秀明 友田　秀明 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区諸岡３丁目１常　勤:    3 交代 矯歯 現存
     ０番１８号 (歯       3) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251033,777,0 デンタルチームジャパ〒812-0011 092-483-4618医療法人天空会　理事古賀　秀俊 平22.12.27歯   歯外 矯歯診療所
     ン 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    8長　中本　朝子 組織変更 小歯 現存
     目３０番１５号 (歯       8) 平28.12.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  252033,778,8 吉塚ステーション歯科〒812-0046 092-624-5577医療法人　有友会　理力久　治 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚本町１３常　勤:    2事長　中村　司 交代 矯歯 現存
     番２２号 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253033,779,6 吉塚ＳＥＴ歯科 〒812-0046 092-632-6480医療法人　有友会　理中村　司 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚本町１３常　勤:    2事長　中村　司 新規 矯歯 現存
     番地３０ (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254033,780,4 千秋こどもおとな歯科〒813-0016 092-661-5111泉　千秋 泉　千秋 平23. 2. 1小歯 歯   矯歯診療所
     クリニック 福岡県福岡市東区香椎浜２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番１１号後川ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255033,781,2 てつデンタルクリニッ〒812-0896 092-409-5776長嶋　哲郎 長嶋　哲郎 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市博多区東光寺町１－常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ３－５ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256033,783,8 本田淳也デンタルデザ〒812-0024 092-262-4180本田　淳也 本田　淳也 平23. 4. 1矯歯 歯   診療所
     インクリニック 福岡県福岡市博多区綱場町６－２常　勤:    1 新規 現存
     －１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257033,786,1 小川歯科医院 〒812-0025 092-281-0213小川　恭志 小川　恭志 平23. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区店屋町７－２常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258033,787,9 箱崎ふ頭歯科 〒812-0051 092-651-6088医療法人　孝明会　理林　孝明 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区箱崎ふ頭一丁目常　勤:    3事長　林　孝明 組織変更 現存
     ４番６１号サンセットタワー２階(歯       3) 平29. 7. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259033,788,7 三 歯科医院 〒812-0011 092-411-4892三 　俊弘 三 　俊弘 平23. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    2 交代 現存
     目１－１福岡朝日ビル７階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260033,789,5 うちだ歯科医院 〒813-0036 092-671-3232内田　雄章 内田　雄章 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区若宮３丁目１－常　勤:    2 交代 現存
     ２６ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  261033,790,3 阿部歯科医院 〒812-0011 092-431-0571阿部　光正 阿部　光正 平23. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:    2 交代 現存
     目９－２８エヌケイビル１Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262033,791,1 原田ファミリー歯科 〒812-0882 092-581-8798原田　実佳 原田　実佳 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区麦野４丁目３常　勤:    2 交代 現存
     ８番５号 (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263033,792,9 Ｃ．Ａデンタルクリニ〒812-0012 092-292-6830川上　伸大 川上　伸大 平23.10. 1歯   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1 新規 現存
     ５－１５－２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264033,793,7 福岡歯科大学口腔医療〒812-0011 092-409-1050学校法人　福岡学園　佐藤　博信 平23.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     センター 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:   12理事長　水田　祥代 新規 小歯 現存
     目２番１号 (歯      12) 平29.12. 1
     非常勤:   10
     (医       2)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265033,795,2 あおき歯科クリニック〒813-0016 092-672-8110青木　隆宜 青木　隆宜 平24. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区香椎浜３－２－常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ７ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266033,796,0 三善歯科医院 〒812-0027 092-262-2670医療法人　康歯会　三三善　康宏 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区下川端町１６常　勤:    1善歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ８番地 (歯       1)三善　康宏 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267033,803,4 千鳥橋病院附属歯科診〒812-0054 092-631-2500公益社団法人　福岡医香月　俊彦 昭56. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     療所 福岡県福岡市東区馬出４丁目８番常　勤:    4療団　代表理事　舟越 現存
     ２１号樋口産業ビル内 (歯       4)　光彦 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268033,804,2 医療法人社団　秀朋会〒812-0895 092-431-3589医療法人社団　秀朋会柳本　秀仁 昭59. 1. 1歯   診療所
     　歯科柳本医院 福岡県福岡市博多区竹下４丁目１常　勤:    1　理事長　柳本　秀仁 現存
     ４番７号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  269033,806,7 医療法人　瑞穂会　岩〒812-0061 092-631-2200医療法人　瑞穂会　岩岩崎　寛 平13. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     崎歯科医院 福岡県福岡市東区筥松２丁目１４常　勤:    1崎歯科医院　理事長　 移動 歯外 現存
     －１０ル・ロシャンテール１Ｆ (歯       1)岩崎　寛 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270033,808,3 樋口歯科医院 〒813-0044 662-8830 医療法人　樋口デンタ樋口　重信 平元. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市東区千早６丁目６－常　勤:    2ルクリニック　理事長 現存
     ２０ (歯       2)　樋口　重信 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271033,809,1 医療法人　光仁会　白〒811-0204 092-607-7554医療法人　光仁会　白白本　光七 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     本歯科医院 福岡県福岡市東区奈多３丁目３－常　勤:   10本歯科医院　理事長　 現存
     ３７ (歯      10)白本　光七 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272033,810,9 医療法人二三会　小川〒811-0213 092-606-8148医療法人二三会小川歯小川　允知 平29. 8.17歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 福岡市東区和白丘３丁目２４番２常　勤:    2科医院　理事長　小川 移動 歯外 現存
     １号 (歯       2)　允知 平29. 8.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273033,812,5 医療法人　塚本歯科診〒812-0011 092-431-0543医療法人　塚本歯科診塚本　恒久 平元. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     療所 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁常　勤:    2療所　理事長　塚本　 現存
     目３－２２ (歯       2)恒久 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274033,814,1 医療法人社団　かさい〒812-0882 092-581-0796医療法人社団かさい歯葛西　秀夫 平元.12. 1歯   診療所
     歯科医院 福岡県福岡市博多区麦野１丁目２常　勤:    2科医院　理事長　葛西 現存
     ９－８ (歯       2)　秀夫 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275033,815,8 医療法人　長谷歯科医〒812-0878 591-1166 医療法人　長谷歯科医長谷　大介 平 2. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県福岡市博多区竹丘町１丁目常　勤:    2院　理事長　長谷　大 現存
     ２－２ (歯       2)介 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  276033,818,2 医療法人　発達歯科会〒812-0013 092-472-2885医療法人　発達歯科会石倉　行男 平 6. 6. 1小歯 歯   矯歯診療所
     　おがた小児歯科医院福岡県福岡市博多区博多駅東１丁常　勤:    2　理事長　石倉　行男 移動 現存
     目１３－１７松岡ビル３階 (歯       2) 平30. 6. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277033,821,6 医療法人　ゆうだ矯正〒813-0044 092-682-1901医療法人　ゆうだ矯正夕田　勉 平23.12.17歯   矯歯 診療所
     歯科医院 福岡県福岡市東区千早４丁目２２常　勤:    1歯科医院　理事長　夕 移動 現存
     番１１号 (歯       1)田　勉 平29.12.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278033,823,2 医療法人　花田歯科医〒813-0013 092-681-2636医療法人　花田歯科医花田　勝正 平 5. 1. 1歯   歯外 診療所
     院 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1院　理事長　花田　勝 現存
     ９－２１ (歯       1)正 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279033,825,7 博多歯科クリニック 〒812-0013 092-414-6480医療法人社団芳香会　郡家　浩人 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東１－常　勤:   17理事長　田中　路子 交代 歯外 現存
     １２ (歯      17) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280033,826,5 医療法人　帆鷲歯科医〒812-0013 092-472-7728医療法人　帆鷲歯科医帆鷲　郷一 平 5. 8. 1歯   診療所
     院 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁常　勤:    3院　理事長　帆鷲　郷 組織変更 現存
     目３－１６－２０１ (歯       3)一 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281033,828,1 医療法人　下村歯科医〒811-0215 092-607-1151医療法人　下村歯科医金光　信幸 平 6. 1. 1歯   診療所
     院 福岡県福岡市東区高美台２丁目３常　勤:    3院　理事長　金光　信 組織変更 現存
     －１５ (歯       3)幸 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282033,830,7 医療法人　健進会　牛〒812-0011 092-431-1783医療法人　健進会　理牛島　進 平 6. 7. 1歯   診療所
     島歯科医院 福岡県福岡市博多区博多駅前１－常　勤:    2事長　牛島　進 組織変更 現存
     １－１博多新三井ビル３０６－１(歯       2) 平24. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283033,832,3 医療法人宏至会　野見〒812-0858 092-504-2901医療法人宏至会　理事野見山　宏地 平16. 8.31歯   矯歯 小歯診療所
     山歯科医院 福岡県福岡市博多区月隈二丁目１常　勤:    2長　野見山　宏地 移動 現存
     １番１号 (歯       2) 平28. 8.31
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  284033,833,1 塩塚歯科医院 〒812-0037 092-282-0117塩塚　隆宏 塩塚　隆宏 平 8. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区御供所町４番常　勤:    1 新規 現存
     １７号博多桶屋町ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285033,836,4 さかもと歯科医院 〒812-0053 092-651-0126坂本　晃一 坂本　晃一 平 9. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１ー１７ー常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286033,837,2 医療法人　善　新開歯〒812-0024 092-291-3225医療法人善　理事長　新開　健司 平28. 6.13歯   小歯 診療所
     科医院 福岡県福岡市博多区綱場町４番１常　勤:    4新開　健司 移動 現存
     １号パシフィックコート博多２階(歯       4) 平28. 6.13
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287033,838,0 本多歯科医院 〒813-0043 092-671-4608医療法人　拓進会　理本多　拓也 平 9. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市東区名島１丁目１番常　勤:    2事長　本多　拓也 組織変更 現存
     ３３号 (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288033,839,8 医療法人福和会　別府〒813-0044 092-663-1118医療法人福和会　理事別府　謙次 平19. 4.20歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 福岡県福岡市東区千早４丁目２７常　勤:   14長　別府　和泉 移動 歯外 現存
     －１ (歯      14) 平25. 4.20
     非常勤:   26
     (歯      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289033,840,6 医療法人社団　桜香　〒813-0016 092-662-2530医療法人社団　桜香　案西　浩平 平10.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     あんざい歯科クリニッ福岡県福岡市東区香椎浜４丁目１常　勤:    3理事長　案西　浩平 組織変更 歯外 現存
     ク 番８－１０３号 (歯       3) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290033,843,0 医療法人　仁慈会　西〒812-0054 092-632-8888医療法人　仁慈会　理西原　正治 平16.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     原歯科 福岡県福岡市東区馬出１丁目１０常　勤:    5事長　西原　正治 移動 小歯 現存
     番２号 (歯       5) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  291033,844,8 医療法人研新会　なか〒812-0053 092-651-8280医療法人　研新会　理中富　元也 平11.12.11歯   歯外 診療所
     とみ歯科医院 福岡県福岡市東区箱崎３丁目３６常　勤:    4事長　中富　元也 交代 現存
     番１０９号 (歯       4) 平29.12.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292033,845,5 医療法人積心会　深江〒812-0011 092-411-4554医療法人積心会　理事深江　正彦 平11.12. 1歯   歯外 診療所
     歯科クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    4長　深江　正彦 組織変更 現存
     目３番７号サンエフビル２階 (歯       4) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293033,846,3 医療法人　たけだ歯科〒812-0894 092-581-0039医療法人　たけだ歯科武田　晴之 平17. 2. 9歯   小歯 矯歯診療所
     医院 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目２常　勤:    4医院　理事長　武田　 移動 歯外 現存
     ２番１号 (歯       4)晴之 平29. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294033,849,7 スマイル歯科 〒813-0035 092-673-1282医療法人彩生会　スマ山田　宰史 平15. 1. 4歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区松崎２丁目１番常　勤:    2イル歯科　理事長　山 移動 歯外 現存
     ２７号 (歯       2)田　宰史 平27. 1. 4
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295033,852,1 医療法人社団博文会　〒813-0044 092-674-7604医療法人社団　博文会荒木　大典 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     香椎スポーツガーデン福岡県福岡市東区千早３丁目１番常　勤:    2　理事長　平野　博文 新規 歯外 現存
     歯科医院 ５７号 (歯       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296033,855,4 サンデンタルクリニッ〒812-0883 092-573-0234医療法人拓医会　理事門野内　聡 平14. 4.19歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市博多区南本町２－１常　勤:    3長　本田　拓也 組織変更 現存
     －９柊ビル１Ｆ (歯       3) 平26. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297033,857,0 医療法人社団博文会　〒812-0041 092-623-6409医療法人社団博文会　花田　裕紀 平14. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     空港口歯科医院 福岡県福岡市博多区吉塚４丁目１常　勤:   10理事長　平野　博文 新規 歯外 現存
     ０番２８号 (歯      10) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298033,862,0 医療法人海　くじら歯〒812-0039 092-262-7468医療法人海　くじら歯上野　恭祐 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 福岡県福岡市博多区冷泉町１番８常　勤:    2科　理事長　上野　恭 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       2)祐 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  299033,865,3 医療法人渡辺歯科口腔〒812-0013 092-481-0511医療法人渡辺歯科口腔渡邉　哲章 平16. 3. 1歯   歯外 診療所
     外科 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁常　勤:    4外科　理事長　渡邉　 組織変更 現存
     目１３－３１駅東サンシティビル(歯       4)哲章 平28. 3. 1
     ４Ｆ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300033,866,1 医療法人社団博文会第〒812-0066 092-623-4658医療法人社団博文会　金　由実（八重岡由実平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ２空港口歯科医院 福岡県福岡市東区二又瀬１４－７常　勤:    1理事長　平野　博文 ） 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301033,867,9 医療法人恵祐会　和白〒811-0213 092-605-8311医療法人恵祐会　理事池田　英弘 平16. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     歯科クリニック 福岡県福岡市東区和白丘２丁目２常　勤:    4長　中島　祐子 交代 小歯 現存
     番３５号 (歯       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302033,869,5 医療法人　拓進会　グ〒812-0016 092-432-1848医療法人拓進会　理事山田　研治 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リーンデンタルクリニ福岡県福岡市博多区博多駅南６丁常　勤:    5長　本多　拓也 新規 現存
     ック 目９番７号 (歯       5) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303033,871,1 新宮歯科医院 〒811-0213 092-605-1818医療法人　有友会　理樋口　崇 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市東区和白丘１－２２常　勤:    1事長　中村　司 交代 歯外 現存
     －２７ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304033,872,9 スカイデンタルクリニ〒812-0002 092-621-8680医療法人　光貴会　理田代　昭一 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市博多区空港前二丁目常　勤:    2事長　田代　昭一 交代 歯外 現存
     ２番２６号シャトレ空港前ビル２(歯       2) 平29. 7. 1
     階 非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305033,877,8 ワンデイスマイルイン〒812-0013 092-411-8800医療法人メディカル・新谷　浩成 平17.12. 1歯   診療所
     プラントクリニック 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁常　勤:    4ライフクオリティ　理 組織変更 現存
     目１３－１７松岡ビル４階 (歯       4)事長　春岡　龍男 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306033,878,6 森歯科 〒812-0873 092-502-8143森　泰暁 森　泰暁 平18. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区西春町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番４７－１ (歯       1) 平30. 2. 1
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  307033,879,4 坂本歯科クリニック 〒812-0002 092-611-5131坂本　晃一 坂本　晃一 平18. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市博多区空港前４丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番２６号みのはらビル２階２０(歯       1) 平30. 2. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308033,880,2 スカイデンタルクリニ〒812-0017 092-412-6630医療法人　拓医会　理大西　礼名 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県福岡市博多区美野島４丁目常　勤:    3事長　本田　拓也 交代 現存
     １番１０号 (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309033,881,0 のぞみ歯科 〒813-0016 092-673-6395医療法人　博真会　理牧野　友祐 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１常　勤:    6事長　木村　真紀子 組織変更 歯外 現存
     ２番１号イオン香椎浜ショッピン(歯       6) 平30. 5. 1
     グセンター２Ｆ 非常勤:   24
     (歯      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310033,884,4 メリー歯科医院 〒812-0879 092-582-8866片島　賢太郎 片島　賢太郎 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町２丁目常　勤:    1 交代 現存
     １－２６ライオンズマンション南(歯       1) 平25. 1. 1
     福岡中央２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311033,886,9 こんどう歯科クリニッ〒812-0053 092-632-3553近藤　崇 近藤　崇 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市東区箱崎７丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     ８パルク箱崎２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312033,888,5 やまだホワイトクリニ〒812-0029 092-282-4617医療法人　友知会　理山田　友康 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック歯科 福岡県福岡市博多区古門戸町１０常　勤:    5事長　山田　友康 組織変更 矯歯 現存
     －２３ (歯       5) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313033,890,1 住吉歯科医院 〒812-0882 092-589-3589住吉　圭太 住吉　圭太 平19. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市博多区麦野１－２１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314033,892,7 医療法人　ＣｒｅＶｉ〒812-0017 092-473-5119医療法人　ＣｒｅＶｉ金子　宗嗣 平19.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ｅ　わかば歯科クリニ福岡県福岡市博多区美野島１丁目常　勤:    2ｅ　理事長　福留　寿 組織変更 矯歯 現存
     ック ２３－２０ (歯       2)夫 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315033,894,3 ちえデンタルクリニッ〒812-0892 092-400-4455末次　千恵 末次　千恵 平22. 9.21歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市博多区東那珂１－１常　勤:    1 移動 現存
     ４－４６ (歯       1) 平28. 9.21
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  316033,895,0 つのだデンタルケアク〒812-0016 092-400-0080角田　智之 角田　智之 平27. 5.18歯   小歯 歯外診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区博多駅南４丁常　勤:    1 移動 現存
     目２番１０号南近代ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317033,899,2 新セントラル歯科クリ〒813-0032 092-215-0555医療法人　燦光会　理村上　泰敏 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 福岡県福岡市東区土井１－８－１常　勤:    1事長　村上　泰敏 新規 歯外 現存
     ７　土井ビル１Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318043,068,2 福沢歯科医院 〒811-2317 092-938-2113福沢　厚志 福沢　厚志 昭52. 1. 6歯   診療所
     糟屋郡粕屋町長者原東１丁目１０常　勤:    1 現存
     －４５ (歯       1) 平28.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319043,069,0 木村歯科医院 〒811-2114 092-933-0330木村　賢治 木村　賢治 平28. 3.27歯   診療所
     福岡県粕屋郡須恵町上須恵７９７常　勤:    1 移動 現存
     －２ (歯       1) 平28. 3.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320043,071,6 吉川歯科医院 〒811-2113 092-933-0158吉川　容 吉川　容 昭52.10. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡須恵町須恵３７７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321043,075,7 堤歯科医院 〒811-2202 092-935-0663堤　博幸 堤　博幸 昭54. 1.20歯   診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免１丁目２常　勤:    1 現存
     ２番１５号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322043,076,5 石松歯科医院 〒811-2205 092-936-2930石松　義隆 石松　義隆 昭54. 4. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡志免町別府５２６－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323043,081,5 蔵本歯科医院 〒811-2413 092-947-2444藏本　達矢 藏本　達矢 平19. 2.22歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６４－１常　勤:    2 移動 現存
     ３ (歯       2) 平25. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324043,087,2 高田歯科医院 〒811-2301 092-939-0008高田　昌計 高田　昌計 昭59. 5. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈字常　勤:    1 現存
     北隈３９５－５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  325043,088,0 服部歯科医院 〒811-2125 092-933-3136服部　政彦 服部　政彦 昭59. 7. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美東２丁目常　勤:    1 現存
     １２番１号 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326043,091,4 波多江歯科医院 〒811-2131 092-933-3850波多江　正樹 波多江　正樹 昭60. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡宇美町貴船１－４－常　勤:    8 現存
     １８ (歯       8) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327043,094,8 南里歯科医院 〒811-2207 092-936-1111南里　嶽仁 南里　嶽仁 昭60.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町南里４丁目１常　勤:    2 歯外 現存
     １番１８号 (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328043,095,5 辻歯科医院 〒811-2112 092-935-4611辻　勇雄 辻　勇雄 昭61. 2. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字植木字式常　勤:    1 現存
     手５７１－１ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329043,099,7 梶原歯科医院 〒811-2109 092-933-5922梶原　健 梶原　健 昭61.11. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町桜原２丁目８常　勤:    1 現存
     －９ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330043,109,4 増田歯科医院 〒811-2317 092-939-2092増田　光雄 増田　光雄 昭63. 6. 1歯   診療所
     糟屋郡粕屋町長者原東２丁目１０常　勤:    1 現存
     －３３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331043,110,2 豊原歯科医院 〒811-2314 092-939-1611豊原　達也 豊原　達也 昭63. 6. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町若宮一丁目１常　勤:    1 現存
     １番１１号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332043,112,8 吉木歯科医院 〒811-2308 092-939-2060吉木　陽一 吉木　陽一 平23. 3.22歯   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町内橋２７７－常　勤:    2 移動 現存
     １ (歯       2) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333043,114,4 福井歯科医院 〒811-2201 092-936-6429福井　邦彦 福井　邦彦 平元. 3. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡志免町桜ケ丘２丁目常　勤:    1 現存
     １１－１３ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  334043,116,9 井上歯科医院 〒811-2243 092-936-3630井上　慎之助 井上　慎之助 平元. 7. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免東３丁目常　勤:    1 現存
     ９番１９号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335043,118,5 住吉歯科医院 〒811-2207 092-936-2877住吉　輝雄 住吉　輝雄 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡志免町南里２丁目１常　勤:    2 現存
     ５番１１号 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336043,119,3 ひらた歯科医院 〒811-2502 092-976-2524平田　逸人 平田　逸人 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡久山町大字山田１７常　勤:    1 現存
     ３２－２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337043,120,1 七熊歯科医院 〒811-2501 092-976-2300七熊　幸紀 七熊　幸紀 平 2. 6.19歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糟屋郡久山町久原２６１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338043,124,3 ながえ歯科医院 〒811-2106 092-932-8000長江　一樹 長江　一樹 平 3. 4. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘２常　勤:    1 現存
     －３－１９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339043,132,6 木下歯科医院 〒811-2111 092-934-2022木下　一郎 木下　一郎 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字新原４２常　勤:    1 現存
     ４－４ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340043,133,4 田口歯科医院 〒811-2405 092-948-1182田口　恵 田口　恵 平 4. 8. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８常　勤:    2 現存
     ８７－８ (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341043,134,2 つつみ歯科医院 〒811-2113 092-933-5952堤　春比古 堤　春比古 平 4. 7.27歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字須恵字サ常　勤:    7 現存
     ル田１０５７－１ (歯       7) 平28. 7.27
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342043,139,1 きど歯科医院 〒811-2202 092-935-3618城戸　雅章 城戸　雅章 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免１６６５常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  343043,141,7 武末歯科医院 〒811-2405 092-947-0153武末　和邦 武末　和邦 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４７常　勤:    2 移動 現存
     ８４ (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344043,143,3 はやし小児歯科医院 〒811-2317 092-939-4080林　亮子 林　亮子 平 5.11. 1小歯 診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁常　勤:    1 新規 現存
     目１５番１２号ツインリービル１(歯       1) 平29.11. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345043,145,8 國廣歯科医院 〒811-2221 092-935-0419國廣　新一 國廣　新一 平 6. 1. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字旅石６８常　勤:    2 交代 現存
     －２２４ (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346043,147,4 こくぶ歯科医院 〒811-2401 092-947-0552國分　靖頼 國分　靖頼 平20. 7. 7歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字高田字流常　勤:    1 移動 現存
     田６５９－３ (歯       1) 平26. 7. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347043,150,8 むらやま歯科医院 〒811-2101 092-933-3256村山　宏治 村山　宏治 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美４丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348043,154,0 しげみ歯科医院 〒811-2101 092-933-4111繁實　和英 繁實　和英 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美中央１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１２番２０号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349043,159,9 こはら歯科医院 〒811-2131 092-934-0707小原　秀夫 小原　秀夫 平 7. 8. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町貴船１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ４番２０号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350043,160,7 大町歯科医院 〒811-2307 092-939-4397大町　浩二 大町　浩二 平 7.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町原町３丁目４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番１０号 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
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  351043,161,5 ほりえ歯科医院 〒811-2302 092-938-5002堀江　純司 堀江　純司 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１０常　勤:    1 新規 現存
     ８ー７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352043,162,3 ひじや歯科医院 〒811-2305 092-612-8111泥谷　高博 泥谷　高博 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１１常　勤:    2 新規 現存
     ４ー１フォレスト柚須駅前１Ｆ (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353043,163,1 原歯科クリニック 〒811-2244 092-936-6800原　宏之 原　宏之 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁常　勤:    1 新規 現存
     目１２番５号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354043,165,6 かとう歯科クリニック〒811-2207 092-931-2200加藤　明彦 加藤　明彦 平 9. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡志免町南里７丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番２６号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355043,167,2 しげおか歯科医院 〒811-0124 092-963-4222重岡　利幸 重岡　利幸 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     糟屋郡新宮町新宮東５丁目７－３常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356043,168,0 ささぐり駅前歯科 〒811-2413 092-931-5200小池　和明 小池　和明 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲３８常　勤:    1 新規 現存
     －２１三宅ビル２Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357043,173,0 あおぞら歯科医院 〒811-2113 092-933-4600谷川　浩一 谷川　浩一 平10. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７０常　勤:    2 新規 現存
     ５－４ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358043,177,1 ハロー歯科医院 〒811-2202 092-931-2281牛嶋　英人 牛嶋　英人 平11. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免４丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２番１１号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359043,178,9 うえむら歯科医院 〒811-2413 092-947-6990植村　森 植村　森 平11. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４２常　勤:    1 交代 現存
     ５－１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360043,182,1 いずみ歯科小児歯科医〒811-2101 092-957-9770泉水　朝二朗 泉水　朝二朗 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県糟屋郡宇美町宇美５－１０常　勤:    1 移動 現存
     －１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  361043,184,7 桜ヶ丘歯科クリニック〒811-2201 092-957-8303友利　津代子 友利　津代子 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡志免町桜丘１丁目６常　勤:    1 新規 現存
     －６ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362043,186,2 グリーン歯科クリニッ〒811-2233 092-623-6444堀田　淳 堀田　淳 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目常　勤:    2 新規 現存
     １４番１号イオン福岡東２Ｆ (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363043,187,0 フジトデンタルクリニ〒811-2502 092-976-1234藤戸　孝章 藤戸　孝章 平22. 6.24歯   小歯 診療所
     ック 福岡県糟屋郡久山町大字山田１０常　勤:    1 移動 現存
     ３８ (歯       1) 平28. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364043,189,6 福井歯科医院 〒811-2101 092-932-0234福井　正彦 福井　正彦 平13.10. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美４丁目１常　勤:    3 交代 現存
     番１号 (歯       3) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365043,192,0 かとう歯科医院 〒811-2303 092-939-5757加藤　幸典 加藤　幸典 平15. 4. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字丸常　勤:    1 新規 現存
     内８１２番１ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366043,194,6 さくら歯科 〒811-0112 092-963-0765五島　泰信 五島　泰信 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡新宮町下府１－２－常　勤:    2 移動 現存
     １ (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367043,195,3 梶谷歯科医院 〒811-2205 092-935-7874梶谷　彰 梶谷　彰 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町別府一丁目９常　勤:    1 組織変更 現存
     番８号 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368043,196,1 西村歯科医院 〒811-2315 092-938-5580西村　年哲 西村　年哲 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原三丁目常　勤:    3 組織変更 現存
     ６番１号 (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369043,199,5 きむら歯科医院 〒811-2308 092-939-0111木村　周一 木村　周一 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町内橋５６１－常　勤:    2 新規 現存
     １アネックス内橋Ａ棟 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370043,201,9 くすのき歯科医院 〒811-0110 092-963-3355伊山　愼二 伊山　愼二 平17. 3.21歯   診療所
     福岡県糟屋郡新宮町夜臼４丁目３常　勤:    2 交代 現存
     番１４号 (歯       2) 平29. 3.21
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  371043,203,5 うみ歯科医院 〒811-2101 092-934-3010加藤　宏 加藤　宏 平17. 8. 1歯   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３　丸和メディカルビル３Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372043,212,6 おおえ歯科医院 〒811-2204 092-937-0003大江　健史 大江　健史 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町田富１６１－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ５ (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373043,213,4 セントラル歯科医院 〒811-2244 092-936-2112継　洋介 継　洋介 平20. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免中央２丁常　勤:    2 交代 歯外 現存
     目４番６号 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374043,216,7 みやくに歯科医院 〒811-2207 092-692-9939宮國　寿一 宮國　寿一 平21. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町南里７－７－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375043,220,9 医療法人ブリエ　えが〒811-2101 092-933-6484医療法人ブリエ　理事江川　哲治 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     わ歯科医院 福岡県糟屋郡宇美町宇美３丁目７常　勤:    1長　江川　哲治 組織変更 矯歯 現存
     －２３ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376043,222,5 うえだ歯科クリニック〒811-2108 092-933-6480上田　芳宏 上田　芳宏 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘１－常　勤:    1 新規 現存
     ４－６ (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377043,223,3 増田崇信歯科クリニッ〒811-2204 092-936-6601増田　崇信 増田　崇信 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県糟屋郡志免町田富４－２－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １ (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378043,224,1 新宮中央歯科クリニッ〒811-0100 092-940-5656長　信充 長　信充 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁常　勤:    1 新規 歯外 現存
     目１番１号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379043,225,8 ハートフルデンタルク〒811-2303 092-939-7106坂ノ上　修 坂ノ上　修 平22. 2.19歯   診療所
     リニック 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿１９常　勤:    1 交代 現存
     ２－１－２Ｆ (歯       1) 平28. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  380043,226,6 わたなべ歯科クリニッ〒811-2413 092-947-1889渡部　勤 渡部　勤 平22. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５８３－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381043,229,0 安河内歯科医院 〒811-0112 092-962-0540安河内　康史 安河内　康史 平23. 3.16歯   小歯 歯外診療所
     福岡県糟屋郡新宮町下府５丁目１常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     １番３号 (歯       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382043,230,8 たかはし歯科クリニッ〒811-2101 092-932-0218髙 　眞一 髙 　眞一 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県糟屋郡宇美町宇美５－９－常　勤:    2 交代 現存
     ５ (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383043,231,6 ＴＯＭＯデンタルクリ〒811-0117 092-410-5088友成　博樹 友成　博樹 平23.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１丁常　勤:    1 新規 現存
     目５番１号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384043,232,4 しのざき歯科クリニッ〒811-2101 092-410-5903篠﨑　剛 篠﨑　剛 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県糟屋郡宇美町宇美６－１－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385043,233,2 青山歯科クリニック 〒811-0119 092-962-6480青山　大祐 青山　大祐 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１－４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386043,234,0 医療法人　永真会　な〒811-2123 092-957-0577医療法人　永真会　理永嶋　直道 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かよし歯科 福岡県糟屋郡宇美町光正寺二丁目常　勤:    2事長　永嶋　直道 組織変更 歯外 現存
     ６番５ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387043,236,5 スミレ歯科 〒811-2304 092-292-7734医療法人　蒼青会　理原田　雅和 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９常　勤:    3事長　原田　雅和 組織変更 歯外 現存
     １１番地１ (歯       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388043,237,3 牧歯科医院 〒811-2501 092-976-0030牧　敬子 牧　敬子 平25. 1.30歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡久山町久原２７０９常　勤:    2 交代 現存
     －５２ (歯       2) 平25. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  389043,238,1 杜の宮かなだ歯科医院〒811-0122 092-410-1455金田　武大 金田　武大 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡新宮町杜の宮４丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５－１１ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390043,239,9 しらしげ歯科医院 〒811-2202 092-936-0068医療法人楽歯会　理事白重　豊英 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免三丁目１常　勤:    4長　白重　豊英 組織変更 現存
     番８号 (歯       4) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391043,240,7 ユニバ通り　むらせ歯〒811-2232 092-936-6661村瀬　雅典 村瀬　雅典 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 福岡県糟屋郡志免町別府西３丁目常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １３－７ (歯       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392043,241,5 医療法人英歯会新宮ス〒811-0119 092-410-2288医療法人英歯会　理事小川　直子 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     マイル歯科小児歯科医福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目常　勤:    1長　渡 　紘章 組織変更 歯外 現存
     院 １７番２２号 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393043,242,3 なわた歯科クリニック〒811-2316 092-957-1581縄田　竜哉 縄田　竜哉 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町長者原西３－常　勤:    2 新規 現存
     ７－２９ (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394043,243,1 おがわ歯科 〒811-0111 092-963-5418小川　忠宏 小川　忠宏 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糟屋郡新宮町大字三代８３常　勤:    1 新規 現存
     １－４ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395043,244,9 デンタルオフィス　ケ〒811-2207 092-936-5885李（木山）　洋 李（木山）　洋 平28. 2.18歯   矯歯 歯外診療所
     イ 福岡県糟屋郡志免町南里３－１－常　勤:    1 移動 現存
     ３０ (歯       1) 平28. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396043,246,4 かえで歯科クリニック〒811-2316 092-957-1118合原　順子 合原　順子 平28. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     糟屋郡粕屋町長者原西４丁目１１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     －５ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397043,247,2 おがたファミリー歯科〒811-2304 092-627-1182緒方　隆人 緒方　隆人 平28.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     糟屋郡粕屋町仲原２７１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  398043,248,0 ふたば歯科こども歯科〒811-2301 092-931-7766山下　高明 山下　高明 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     糟屋郡粕屋町上大隈６７１－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399043,249,8 はかたの森歯科こども〒811-2207 092-982-7100医療法人美咲会　理事長　繁生 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 糟屋郡志免町南里２－１－１８ 常　勤:    2長　長　繁生 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400043,250,6 はる歯科クリニック 〒811-2244 092-957-7300梯　智陽 梯　智陽 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     糟屋郡志免町志免中央３丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401043,251,4 新宮湊歯科クリニック〒811-0112 092-962-3139砥上　真二 砥上　真二 平30. 5. 1歯   診療所
     糟屋郡新宮町下府５丁目１１－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402043,804,0 医療法人社団　プラタ〒811-2413 092-947-8080医療法人社団　プラタ身吉　範隆 平元. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ナス会　おなか歯科医福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４５常　勤:    2ナス会　理事長　岩本 現存
     院 ３－２ (歯       2)　憲明 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403043,806,5 医療法人　金子歯科医〒811-2241 092-935-0531医療法人　金子歯科医金子　元 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県糟屋郡志免町東公園台１－常　勤:    1院　理事長　金子　元 現存
     ５－２７ (歯       1) 平28. 5. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404043,807,3 原町歯科小児歯科医院〒811-2314 092-939-0713医療法人野澤会　理事安永　夕起 平 2. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町若宮一丁目１常　勤:    5長　田村　喜見子 歯外 現存
     １番１号 (歯       5) 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405043,809,9 たかはしけいじ歯科医〒811-2103 092-932-5648医療法人社団　敬悠会髙橋　敬二 平 7. 1. 1歯   診療所
     院 福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１丁常　勤:    3　理事長　髙橋　敬二 組織変更 現存
     目２９番１０号 (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  406043,811,5 医療法人　中庸会　井〒811-2317 092-939-0438医療法人　中庸会　井井上　智晶 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     上歯科医院 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東三丁常　勤:    3上歯科医院　理事長　 移動 現存
     目３番４１号 (歯       3)井上　智晶 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407043,812,3 医療法人　蒼生会　梶〒811-0101 092-963-3737医療法人　蒼生会　理梶原　浩 平 9. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     原歯科医院 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１５常　勤:    4事長　梶原　浩 組織変更 小歯 現存
     ７９番地３ (歯       4) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408043,814,9 医療法人　蓮優会　は〒811-2316 092-938-8958医療法人　蓮優会　は蓮田　淳介 平11. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     すだ歯科医院 糟屋郡粕屋町長者原西一丁目７番常　勤:    2すだ歯科医院　理事長 組織変更 現存
     ８号 (歯       2)　蓮田　淳介 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409043,819,8 はせがわ歯科医院　ア〒811-2233 092-611-8500医療法人　つくしの会長谷川　靖史 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ネシス診療所 福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目常　勤:    1　理事長　長谷川　靖 組織変更 歯外 現存
     ２番２号 (歯       1)史 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410043,820,6 医療法人　まつしま歯〒811-0113 092-962-5218医療法人　まつしま歯松嶋　典彦 平13.12. 3歯   歯外 矯歯診療所
     科医院 福岡県糟屋郡新宮町桜山手１丁目常　勤:    1科医院　理事長　松嶋 組織変更 現存
     ２番１号 (歯       1)　典彦 平25.12. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411043,822,2 折田歯科医院 〒811-0112 092-963-5688医療法人折田歯科医院折田　秀一 平29.12.10歯   小歯 歯外診療所
     糟屋郡新宮町下府三丁目３番３６常　勤:    1　理事長　折田　秀一 移動 現存
     号 (歯       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412043,824,8 のぞみ歯科空港東 〒811-2205 092-937-5900医療法人　博真会　理曽我　文吾 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糟屋郡志免町別府三丁目５常　勤:    5事長　木村　真紀子 組織変更 歯外 現存
     番１１号 (歯       5) 平25. 3. 1
     非常勤:   17
     (歯      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413053,046,5 阿部歯科医院 〒811-3305 0940-52-3355阿部　通夫 阿部　通夫 昭53.12. 1歯   診療所
     福岡県福津市宮司五丁目１４番１常　勤:    1 現存
     ３号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  414053,051,5 古賀歯科医院 〒811-3217 0940-42-0270古賀　清和 古賀　清和 昭57.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福津市中央６丁目２０番１常　勤:    2 現存
     ８号 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415053,052,3 江藤歯科医院 〒811-3215 江藤　博文 江藤　博文 昭58. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福津市花見の里３丁目９－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416053,053,1 六人部歯科医院 〒811-3223 0940-42-5681六人部　崇一 六人部　崇一 昭59. 5. 1歯   診療所
     福岡県福津市光陽台１丁目１－８常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417053,055,6 野田歯科医院 〒811-3515 0940-62-3020野田　孝則 野田　孝則 昭60.11. 1歯   診療所
     福岡県宗像市池田３２６６－２１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418053,056,4 吉田歯科医院 〒811-3305 0940-52-4456吉田　祐司 吉田　祐司 昭61. 5. 1歯   診療所
     福岡県福津市宮司二丁目１番１０常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419053,057,2 よしむら小児歯科医院〒811-3217 0940-43-5565吉村　薫 吉村　薫 平 7.12. 1小歯 診療所
     福岡県福津市中央６丁目１１－４常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420053,060,6 わきもと歯科医院 〒811-3223 0940-43-1322脇元　洋子 脇元　洋子 平元. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福津市光陽台４－１－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421053,064,8 うえむら歯科医院 〒811-3225 0940-43-5511上村　達也 上村　達也 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福津市東福間１丁目２－４常　勤:    1 現存
     －１０２ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422053,066,3 ふじき歯科医院 〒811-3312 0940-52-5537藤木　稔生 藤木　稔生 平 7. 4. 1歯   診療所
     福岡県福津市宮司ヶ丘１番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423053,067,1 福間歯科医院 〒811-3304 0940-52-0765福間　浩之 福間　浩之 平 7. 9. 1歯   診療所
     福岡県福津市津屋崎６丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424053,069,7 髙山歯科医院 〒811-3217 0940-42-0504髙山　哲志 髙山　哲志 平14. 7.19歯   小歯 診療所
     福岡県福津市中央６－１２－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 7.19
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  425053,070,5 かわしま歯科医院 〒811-3304 0940-52-5590河島　誠二 河島　誠二 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福津市津屋崎一丁目４番１常　勤:    2 移動 歯外 現存
     号 (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426053,071,3 はなだ歯科医院 〒811-3217 0940-42-0418花田　貴史 花田　貴史 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福津市中央５－１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427053,072,1 中島歯科医院 〒811-3304 0940-52-0165中島　究 中島　究 平28. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福津市津屋崎３丁目１１－常　勤:    1 移動 現存
     ２２ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428053,073,9 あかま歯科医院 〒811-3304 0940-52-0155赤間　伸 赤間　伸 平11. 3.18歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福津市津屋崎二丁目６番２常　勤:    1 交代 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 3.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429053,074,7 コモン歯科クリニック〒811-3516 0940-62-3177井手　修 井手　修 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市公園通り１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430053,076,2 林歯科医院 〒811-3221 0940-43-5885林　英明 林　英明 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福津市若木台１丁目１９－常　勤:    1 組織変更 現存
     ５ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431053,077,0 花見ヶ丘歯科 〒811-3214 0940-42-6480萩原　秀幸 萩原　秀幸 平21. 1. 1歯   診療所
     福岡県福津市花見が丘２丁目１５常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432053,078,8 なつやま歯科クリニッ〒811-3217 0940-42-6177夏山　貴道 夏山　貴道 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福津市中央３丁目１番１号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     福間駅ビル１０６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433053,079,6 菊池歯科医院 〒811-3209 0940-42-2280菊池　直樹 菊池　直樹 平23.10. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福津市日蒔野１丁目１番地常　勤:    1 新規 現存
     の１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434053,080,4 須ノ内歯科医院 〒811-3216 0940-42-0621須ノ内　一広 須ノ内　一広 平23. 9.16歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福津市花見が浜１－１－１常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  435053,082,0 むとべデンタルオフィ〒811-3213 0940-42-2045六人部　宏基 六人部　宏基 平24. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ス 福岡県福津市日蒔野１丁目４番地常　勤:    1 新規 小歯 現存
     の１０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436053,083,8 たくみ歯科 〒811-3208 0940-72-1801医療法人　巨匠会　理赤間　圭 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福津市７９３番地福間駅東常　勤:    2事長　赤間　圭 組織変更 歯外 現存
     地区１００街区１画地　イオンモ(歯       2) 平25. 1. 1
     ール福津１階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437053,084,6 はまだ歯科・小児歯科〒811-3221 0940-39-3460濱田　哲 濱田　哲 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 福岡県福津市若木台１丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438053,085,3 ひとみ歯科クリニック〒811-3217 0940-42-7188河島　仁美 河島　仁美 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福津市中央１丁目７－１８常　勤:    1 新規 現存
     －１階Ａ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439053,086,1 ふくつ歯科医院 〒811-3208 0940-39-3441江藤　慶 江藤　慶 平25. 7. 1歯   診療所
     福岡県福津市福間駅東２－２－２常　勤:    1 新規 現存
     ０　１Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440053,087,9 あすはな歯科医院 〒811-3208 0940-39-3982中野　真紀 中野　真紀 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福津市日蒔野６丁目１２－常　勤:    2 新規 現存
     ９ (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441053,089,5 ひきた歯科医院 〒811-3205 0940-43-5574疋田　実 疋田　実 平26. 5. 1歯   診療所
     福岡県福津市内殿１０１６－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442053,091,1 郡歯科クリニック 〒811-3209 0940-62-6888郡　勝明 郡　勝明 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福津市日蒔野５丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443053,092,9 岡本歯科医院 〒811-3212 0940-43-8136岡本　高太郎 岡本　高太郎 平26. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福津市福間南１丁目１１５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ０－３ (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444053,093,7 けやき歯科クリニック〒811-3212 0940-42-5118西山　重和 西山　重和 平27. 9. 1歯   診療所
     福岡県福津市福間南１－１－１９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
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  445053,094,5 やましろ歯科口腔外科〒811-3218 0940-34-3080山城　崇裕 山城　崇裕 平28. 6. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福津市手光南１－９－１０常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446053,095,2 みやた歯科こども歯科〒811-3209 0940-38-5511宮田　弘毅 宮田　弘毅 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 福岡県福津市日蒔野５－３－７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447053,096,0 しまだ歯科医院 〒811-3227 0940-42-3542嶋田　由紀子 嶋田　由紀子 平29. 9.27歯   小歯 診療所
     福津市高平１１－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9.27
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448053,803,9 医療法人　有吉歯科医〒811-3217 0940-35-8330医療法人　有吉歯科医有吉　亮 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県福津市中央５丁目２１番１常　勤:    2院　理事長　有吉　亮 移動 現存
     ５号 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449053,804,7 医療法人　水上歯科ク〒811-3217 0940-43-7366医療法人　水上歯科ク水上　哲也 平19. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 福岡県福津市中央５丁目１番２号常　勤:    2リニック　理事長　水 移動 矯歯 現存
     (歯       2)上　哲也 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450063,009,1 和田歯科医院 〒811-4163 0940-33-1455和田　俊樹 和田　俊樹 昭49. 8. 1歯   診療所
     福岡県宗像市自由ケ丘３丁目１６常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平27.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451063,016,6 力丸歯科医院 〒811-3425 09403-7-2400力丸　昭二 力丸　昭二 昭56.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市日の里１丁目３番５常　勤:    1 現存
     号日の里ビル２Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452063,018,2 こうの歯科医院 〒811-4163 0940-33-5558河野　泰孝 河野　泰孝 昭59.12. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県宗像市自由ケ丘１１丁目１常　勤:    2 現存
     ３－５ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453063,020,8 つるた歯科医院 〒811-3425 0940-37-0062鶴田　勝久 鶴田　勝久 平29.10.18歯   小歯 矯歯診療所
     宗像市日の里５丁目５番１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  454063,022,4 江藤歯科医院 〒811-4146 0940-32-5101江藤　友善 江藤　友善 昭61. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県宗像市赤間四丁目１０番１常　勤:    1 現存
     １号 (歯       1) 平30. 3.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455063,023,2 マセダ歯科医院 〒811-4173 0940-32-2800間世田　勇作 間世田　勇作 昭63. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市栄町１－４ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456063,025,7 大賀歯科医院 〒811-4183 0940-32-8855大賀　信之 大賀　信之 平 2.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市土穴１丁目１５番３常　勤:    2 現存
     号 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457063,026,5 かばた歯科医院 〒811-3415 0940-33-8041椛田　克明 椛田　克明 平 3. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市朝野１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458063,030,7 たかはし歯科医院 〒811-4164 0940-35-3834高橋　久仁夫 高橋　久仁夫 平 5. 1. 1歯   診療所
     福岡県宗像市徳重１丁目１１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459063,031,5 鴨川歯科医院 〒811-4143 0940-35-4036鴨川　克也 鴨川　克也 平 5. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県宗像市三郎丸二丁目２番８常　勤:    2 現存
     号 (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460063,035,6 出光歯科クリニック 〒811-4146 0940-35-6565出光　裕紀 出光　裕紀 平 6. 4. 1歯   診療所
     福岡県宗像市赤間五丁目１番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461063,036,4 かわまえ歯科医院 〒811-3436 0940-36-8160川前　武朗 川前　武朗 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県宗像市東郷５丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462063,037,2 出光歯科医院 〒811-4183 0940-32-3134出光　正裕 出光　正裕 平 6. 9. 1歯   診療所
     福岡県宗像市土穴１丁目２番１２常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463063,038,0 たなか歯科医院 〒811-3425 0940-36-3777田中　啓太 田中　啓太 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市日の里８－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  464063,039,8 三井歯科医院 〒811-3425 0940-36-6200三井　隆文 三井　隆文 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市日の里８－４－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465063,043,0 歯科　林田勇歩医院 〒811-4184 0940-35-3255林田　勇歩 林田　勇歩 平26.12.24歯   診療所
     福岡県宗像市くりえいと１－５－常　勤:    1 移動 現存
     ２２ (歯       1) 平26.12.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466063,045,5 えがしら歯科医院 〒811-4145 0940-35-4618江頭　宏治 江頭　宏治 平10. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県宗像市陵厳寺４－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467063,046,3 村田歯科医院 〒811-3436 0940-37-1302村田　智博 村田　智博 平11. 4. 1歯   診療所
     福岡県宗像市東郷四丁目１番２２常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468063,048,9 さこ歯科クリニック 〒811-4173 0940-35-4182迫　雅裕 迫　雅裕 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市栄町１６－１クレー常　勤:    1 新規 現存
     ル桜　１階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469063,049,7 やの歯科医院 〒811-3405 0940-39-8008矢野　裕子 矢野　裕子 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市須恵４丁目８番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470063,052,1 みずほ歯科クリニック〒811-3416 0940-35-5152横畠　毅彦 横畠　毅彦 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市宮田１－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471063,053,9 ひろわたり歯科医院 〒811-3404 0940-33-1810 渡　初美 渡　初美 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市城西ケ丘６－３－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472063,054,7 はなおか矯正歯科クリ〒811-4173 0940-38-8770花岡　健太郎 花岡　健太郎 平17. 5. 1矯歯 診療所
     ニック 福岡県宗像市栄町３－１さくらマ常　勤:    1 新規 現存
     ンション１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473063,056,2 大島歯科診療所 〒811-3701 0940-39-0028小川　智也 小川　智也 平17. 8. 1歯   診療所
     福岡県宗像市大島１８１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  474063,058,8 いりえ歯科クリニック〒811-3402 0940-32-2428入江　祐彰 入江　祐彰 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市河東１１２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475063,059,6 山本歯科医院 〒811-4173 0940-32-5537山本　浩一 山本　浩一 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市栄町１５－６ 非常勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476063,060,4 コマツ歯科クリニック〒811-3416 0940-32-3055小松　伸介 小松　伸介 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市宮田２－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477063,062,0 たまい歯科医院 〒811-3406 0940-38-8955玉井　郷一 玉井　郷一 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市稲元３丁目１番２０常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478063,063,8 アクア歯科クリニック〒811-4185 0940-35-0555佐々木　研 佐々木　研 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県宗像市赤間駅前１丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479063,064,6 いながき歯科 〒811-3405 0940-33-3833稲垣　智浩 稲垣　智浩 平25. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県宗像市須恵一丁目１番２１常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480063,066,1 みさき歯科医院 〒811-3436 0940-37-1367浅田　早苗 浅田　早苗 平27. 3. 3歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宗像市東郷２丁目１番１７常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平27. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481063,068,7 たろう歯科クリニック〒811-3431 0940-36-7171河村　太郎 河村　太郎 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宗像市田熊３丁目７－２０常　勤:    3 交代 現存
     －１０１号 (歯       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482063,069,5 あおき歯科クリニック〒811-3416 0940-35-7770青木　寛典 青木　寛典 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県宗像市宮田２丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483063,070,3 くりえいと歯科おおか〒811-4184 0940-39-8020大川内　秀幸 大川内　秀幸 平27.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     わちクリニック 福岡県宗像市くりえいと３丁目３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     番１号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  484063,071,1 にしぐち歯科クリニッ〒811-4156 0940-39-7600西口　真人 西口　真人 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 宗像市自由ケ丘南二丁目２番７号常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485063,072,9 ふかい歯科クリニック〒811-3436 0940-62-5760深井　康弘 深井　康弘 平29. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     宗像市東郷１７２－１０ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486063,800,3 医療法人　安増歯科医〒811-3425 0940-36-5775医療法人安増歯科医院安増　一志 平 2.12. 1歯   診療所
     院 福岡県宗像市日の里１丁目１０－常　勤:    2　理事長　安増　一志 現存
     １０２－１０８ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487063,802,9 医療法人社団　瓜生歯〒811-4183 0940-33-1212医療法人社団瓜生歯科瓜生　隆一 平 7. 5.30歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県宗像市土穴３丁目２番３７常　勤:    2医院　理事長　瓜生　 移動 現存
     号 (歯       2)隆一 平28. 5.30
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488063,803,7 大林歯科小児歯科医院〒811-3425 0940-36-1182医療法人きしぼ心和会大林　京子 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宗像市日の里６丁目４番地常　勤:    3　理事長　大林　京子 移動 歯外 現存
     ５ (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489063,804,5 医療法人きたむら歯科〒811-3431 0940-37-2828医療法人きたむら歯科北村　哲朗 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 福岡県宗像市田熊四丁目１番１５常　勤:    1医院　理事長　北村　 移動 現存
     号 (歯       1)哲朗 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490063,805,2 医療法人　皓歯会　新〒811-4163 0940-33-3811医療法人　皓歯会　新新原　秀俊 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     原歯科医院 福岡県宗像市自由ヶ丘２丁目５番常　勤:    1原歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     １ (歯       1)新原　秀俊 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491063,806,0 医療法人康和会アイ歯〒811-3424 0940-38-3553医療法人康和会　理事角西　稔 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     科宗像 福岡県宗像市大字原町字六助２７常　勤:    3長　柴田　美恵子 新規 現存
     ４番地 (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492063,807,8 医療法人　フィロソフ〒811-4185 0940-35-3700医療法人　フィロソフ徳永　哲彦 平24. 9.24歯   矯歯 小歯診療所
     ィア　徳永歯科クリニ福岡県宗像市赤間駅前１丁目２番常　勤:    4ィア　理事長　徳永　 移動 歯外 現存
     ック １号－１０１号 (歯       4)哲彦 平24. 9.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  493063,808,6 医療法人天幸会　小児〒811-4173 0940-35-2852医療法人天幸会　理事椿山　園美 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科つばき 福岡県宗像市栄町３－４　 常　勤:    2長　椿山　園美 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494063,809,4 宗像こころ歯科 〒811-4184 0940-39-8880医療法人心会　理事長河口　洋一郎 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宗像市くりえいと１－５－常　勤:    3　吉野　晴美 交代 現存
     １サンリブくりえいと宗像店２階(歯       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495063,810,2 ひろ歯科医院 〒811-4175 0940-35-0550医療法人　博恵会　理村田　博志 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宗像市田久３丁目３番７号常　勤:    3事長　村田　博志 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496063,812,8 宗像地区歯科休日急患〒811-3431 0940-34-8080一般社団法人宗像歯科間世田　勇作 平21. 4. 1 診療所
     センター 福岡県宗像市田熊５丁目５－２ 常　勤:    2医師会　会長　間世田 新規 現存
     (歯       2)　勇作 平27. 4. 1
     非常勤:   78
     (歯      78)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497073,003,2 津田歯科医院 〒811-3101 092-942-2024津田　武明 津田　武明 昭48.10.20歯   診療所
     福岡県古賀市天神１－９－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498073,004,0 加藤歯科医院 〒811-3101 092-942-2401加藤　正博 加藤　正博 昭51. 5.23歯   診療所
     福岡県古賀市天神１－８－１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499073,005,7 山鹿歯科診療所 〒811-3113 092-943-5242山鹿　茂彦 山鹿　茂彦 昭59. 3. 1歯   診療所
     福岡県古賀市千鳥２丁目１－１７常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500073,006,5 小浜歯科医院 〒811-3103 092-944-0888小濱　久幸 小濱　久幸 昭60. 7. 1歯   診療所
     福岡県古賀市中央１丁目２－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  501073,007,3 福岡歯科医院 〒811-3133 092-942-5181福岡　綱二郎 福岡　綱二郎 昭61. 7. 1歯   診療所
     福岡県古賀市大字青柳町１１２４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502073,008,1 吉川歯科医院 〒811-3111 092-942-3688吉川　友國 吉川　友國 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県古賀市花見南２丁目２３番常　勤:    4 現存
     １号 (歯       4) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503073,010,7 日高歯科 〒811-3101 092-944-4156日高　英治 日高　英治 平元. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県古賀市天神５－３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504073,011,5 まさよし歯科医院 〒811-3118 092-943-6464清本　真功 清本　真功 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県古賀市新久保一丁目１番３常　勤:    2 現存
     ２号 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505073,012,3 たかはら歯科医院 〒811-3104 092-943-0393高原　徹 高原　徹 平 3. 7. 1歯   診療所
     福岡県古賀市花鶴丘１丁目８－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506073,014,9 武市歯科医院 〒811-3114 092-943-1010武市　卓也 武市　卓也 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県古賀市舞の里３丁目８－１常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507073,016,4 おおかわち歯科医院 〒811-3104 092-943-6827大川内　修 大川内　修 平 5.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県古賀市花鶴丘２丁目１番１常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508073,017,2 小田歯科医院 〒811-3103 092-943-3897小田　克己 小田　克己 平 7. 1. 1歯   診療所
     福岡県古賀市中央５－８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509073,022,2 たけした歯科医院 〒811-3114 092-943-1151竹下　文 竹下　文 平10. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県古賀市舞の里４丁目１３－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １５ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  510073,028,9 もりた歯科　歯科口腔〒811-3103 092-940-7108森田　正浩 森田　正浩 平14. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     外科医院 福岡県古賀市中央３丁目１１番１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511073,030,5 坂井歯科医院 〒811-3111 092-943-0699坂井　充 坂井　充 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県古賀市花見南２丁目２８－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512073,034,7 きららデンタルクリニ〒811-3114 092-942-0898渡辺　善久 渡辺　善久 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県古賀市舞の里三丁目１５番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２０号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513073,035,4 くぼやまひろこ小児歯〒811-3112 092-940-2111久保山　博子 久保山　博子 平17.12. 1小歯 歯   矯歯診療所
     科 福岡県古賀市花見東５丁目１７－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514073,036,2 いのうえ歯科医院 〒811-3101 092-942-7455井上　英樹 井上　英樹 平18. 1. 1歯   診療所
     福岡県古賀市天神５丁目１番１号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515073,037,0 うえたに歯科クリニッ〒811-3113 092-940-2626上谷　憲一 上谷　憲一 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県古賀市千鳥５丁目１８７０ 新規 現存
     －２２ 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516073,038,8 ふじつ歯科医院 〒811-3123 092-405-8000藤津　裕信 藤津　裕信 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県古賀市米多比字原田１５２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １－６ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517073,039,6 のぞえ歯科クリニック〒811-3107 092-405-6748野添　浩司 野添　浩司 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県古賀市美明１丁目１２－２常　勤:    3 新規 現存
     １ (歯       3) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518073,042,0 なかの歯科クリニック〒811-3106 092-944-4182中野　宏昭 中野　宏昭 平21. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県古賀市日吉２丁目１５－５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519073,044,6 わたり歯科クリニック〒811-3114 092-985-2047渡　達哉 渡　達哉 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県古賀市舞の里２丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平25. 3. 1
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  520073,045,3 古賀天神歯科クリニッ〒811-3101 092-942-7000医療法人　ＯＣＥＡＮ江上　将司 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク　えがおこども歯科福岡県古賀市天神一丁目３番１号常　勤:    2　理事長　江上　将司 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521073,046,1 華歯科 〒811-3112 092-942-0026竹村　真也 竹村　真也 平27. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県古賀市花見東１丁目１０－常　勤:    1 交代 現存
     １５ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522073,047,9 ゆう歯科・こども歯科〒811-3112 092-609-9982髙橋　優介 髙橋　優介 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県古賀市花見東７丁目１４－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５７カサデピナール１階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523073,048,7 イトウデンタルクリニ〒811-3102 092-942-1103医療法人孝徳会　理事尾﨑　佳奈 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県古賀市駅東二丁目１番１３常　勤:    1長　伊藤　孝德 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524073,049,5 古賀セントラル歯科 〒811-3103 092-940-2121医療法人優美会　理事布施野　優 平28.10.21歯   診療所
     古賀市中央二丁目８番３４号 常　勤:    1長　布施野　優 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525073,050,3 上田歯科医院 〒811-3125 092-944-2233上田　雅子 上田　雅子 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     古賀市谷山１０４８－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526073,800,1 医療法人社団　池浦歯〒811-3101 092-942-3202医療法人社団　池浦歯池浦　政裕 昭62. 9. 1歯   小歯 診療所
     科診療所 福岡県古賀市天神５－６－１１ 常　勤:    3科診療所　理事長　池 現存
     (歯       3)浦　政裕 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527073,805,0 医療法人　宝歯会　古〒811-3112 092-941-4618医療法人　宝歯会　か福田　匡輔 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     賀スマイル歯科医院 福岡県古賀市花見東４－１３－２常　勤:    5じわら歯科医院　理事 新規 歯外 現存
     ７ (歯       5)長　梶原　浩喜 平28.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  528073,806,8 古賀こころ歯科 〒811-3101 092-940-0231医療法人　心会　理事池田　友哉 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県古賀市天神２丁目５－１サ常　勤:    4長　吉野　晴美 交代 現存
     ンリブ古賀店２階 (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529073,807,6 医療法人すえざき歯科〒811-3101 092-942-7701医療法人すえざき歯科末崎　義朗 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 福岡県古賀市天神１丁目１９番８常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 矯歯 現存
     号 (歯       1)末崎　義朗 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530073,808,4 かねがえ歯科クリニッ〒811-3114 092-943-6100医療法人　かねがえ歯鐘ケ江　勝 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県古賀市舞の里３丁目４－６常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     －２Ｆ (歯       2)　鐘ケ江　勝 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531073,809,2 隆さぎしろ歯科医院 〒811-3121 092-943-4050植田　隆司 植田　隆司 平21. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県古賀市筵内１４９６－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532073,812,6 医療法人惠昌会　うり〒811-3103 092-941-6480医療法人惠昌会　理事瓜生　正 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     ゅう歯科医院 福岡県古賀市中央五丁目１－７ 常　勤:    1長　瓜生　正 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533103,001,0 医療法人　笠原歯科医〒810-0028 092-522-7117医療法人　笠原歯科医笠原　雅好 平 4.12. 1歯   診療所
     院 福岡県福岡市中央区浄水通１番８常　勤:    2院　理事長　笠原　雅 現存
     号 (歯       2)好 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534103,002,8 讃井歯科医院 〒814-0002 092-821-3092讃井　義寛 讃井　義寛 平 4.12. 5歯   診療所
     福岡県福岡市早良区西新４－９－常　勤:    1 現存
     ３７ (歯       1) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535103,003,6 アラキデンタルクリニ〒810-0041 092-724-6480荒木　正弘 荒木　正弘 平27. 3.23歯   歯外 診療所
     ック 福岡県福岡市中央区大名２丁目４常　勤:    1 移動 現存
     －１９ (歯       1) 平27. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536103,004,4 歯科浦医院 〒810-0002 092-711-8700浦　一 浦　一 平 5. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区西中洲１１－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  537103,005,1 医療法人　矯英会　サ〒810-0004 092-731-0649医療法人　矯英会　理安永　敦 平 5. 2. 1矯歯 診療所
     トウ・ヤスナガ矯正歯福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目常　勤:    2事長　安永　敦 現存
     科 １４－１０サトウビル３Ｆ (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538103,006,9 ひぐち歯科医院 〒811-1102 092-803-0880樋口　貴昭 樋口　貴昭 平 5. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区東入部２丁目常　勤:    1 現存
     １４番１５号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539103,008,5 いのうえ歯科医院 〒819-0043 092-811-1533井上　清 井上　清 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区野方１丁目１７常　勤:    1 現存
     －１８ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540103,009,3 いわさきイルカ歯科 〒810-0001 092-725-8086岩崎　洋 岩崎　洋 平 5. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神３丁目１常　勤:    1 現存
     －１６橋口ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541103,011,9 脇本歯科医院 〒810-0041 092-733-0185脇本　貢 脇本　貢 平 5. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２丁目１常　勤:    1 現存
     ０－１シャンボール大名Ａ－５０(歯       1) 平29. 3. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542103,013,5 こもと歯科医院 〒814-0033 092-864-0774古本　孝博 古本　孝博 平 5. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区有田４丁目１常　勤:    1 現存
     －３７有田Ｓビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543103,017,6 西田歯科クリニック 〒810-0044 092-752-8818西田　圭一 西田　圭一 平 5. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区六本松２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３－２１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544103,019,2 平川歯科医院 〒810-0012 092-531-2651平川　誓生 平川　誓生 平17. 2.10歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区白金１丁目１常　勤:    1 移動 現存
     －２６宝来ビル２階２０１号 (歯       1) 平29. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545103,021,8 医療法人　岸歯科医院〒814-0133 092-801-0880医療法人　岸歯科医院岸　克好 平 5. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区七隈８丁目１常　勤:    1　理事長　岸　克好 組織変更 小歯 現存
     ４－２１ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  546103,023,4 いずみ歯科クリニック〒814-0002 092-843-1777出水　雅典 出水　雅典 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ４－４０－１Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547103,024,2 しばた歯科医院 〒819-0005 092-885-2525柴田　周作 柴田　周作 平 5.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区内浜１－３－４常　勤:    1 新規 現存
     ３サンヴィレッジハイツ１０２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548103,025,9 うらかわ歯科医院 〒814-0002 092-851-6314浦川　剛 浦川　剛 平 5.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区西新６丁目１常　勤:    4 新規 現存
     ０－５８ (歯       4) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549103,027,5 清本歯科医院 〒819-0013 092-885-0077清本　和義 清本　和義 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区愛宕浜１丁目１常　勤:    3 新規 現存
     ３－８ (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550103,030,9 すえなが歯科医院 〒819-0005 092-891-5505末永　初広 末永　初広 平23.12. 9歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市西区内浜１丁目１６常　勤:    2 移動 歯外 現存
     －２１ウエストビレッジ姪浜１Ｆ(歯       2) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551103,031,7 うちだ歯科医院 〒814-0122 092-712-1165内田　善久 内田　善久 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区友泉亭１－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552103,033,3 医療法人　五洋会　前〒810-0044 092-771-3774医療法人　五洋会　理前田　洋 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     田歯科クリニック 福岡県福岡市中央区六本松４丁目常　勤:    3事長　前田　洋 組織変更 現存
     ９－１２下川ビル２階 (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553103,034,1 あおき歯科小児歯科医〒814-0131 092-865-7700青木　謙二 青木　謙二 平 6. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県福岡市城南区松山２丁目１常　勤:    2 新規 現存
     －１８ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554103,036,6 ＤＥＮＴＡＬ　ＴＡＮ〒814-0011 092-841-2171田中　秀高 田中　秀高 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ＡＫＡ 福岡県福岡市早良区高取２丁目１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ８－６ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555103,044,0 原田猛歯科医院 〒810-0014 092-523-3633原田　猛 原田　猛 平15. 4. 4歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区平尾５丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ９－７ (歯       1) 平27. 4. 4
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  556103,045,7 ひらはた歯科医院 〒819-0044 092-812-6487平畑　克敏 平畑　克敏 平 6. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区生松台１－１－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557103,046,5 デンタルクリニック別〒810-0004 092-724-8988別府　和紀 別府　和紀 平 6.10. 1歯   診療所
     府 福岡県福岡市中央区渡辺通り１－常　勤:    2 新規 現存
     ８－６ (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558103,049,9 医療法人社団朝菊会　〒819-0379 092-807-6912医療法人社団朝菊会　木南　意澄 平28. 6. 4歯   小歯 矯歯診療所
     昭和歯科医院 福岡県福岡市西区北原１－５５ 常　勤:    2理事長　坂本　道男 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559103,050,7 おかべ歯科医院 〒814-0033 092-844-7117岡部　知剛 岡部　知剛 平 7. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区有田１－２８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560103,052,3 医療法人　徳心会　永〒810-0041 092-731-8811医療法人　徳心会　理永嶌　勝馬 平 7. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     嶌歯科クリニック 福岡県福岡市中央区大名２－６－常　勤:    5事長　永嶌　勝馬 組織変更 矯歯 現存
     ３９ (歯       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561103,053,1 橘髙歯科医院 〒810-0001 092-751-2312橘髙　寿和 橘髙　寿和 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区天神３－１１常　勤:    1 交代 現存
     －２０天神エフビル４Ｆ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562103,057,2 天神歯科クリニック 〒810-0001 092-715-5314李（古岡）　雅則 李（古岡）　雅則 平 7. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市中央区天神２－７－常　勤:    2 新規 現存
     ６　ＤＡＤＡビル７階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563103,059,8 医療法人　ひめの矯正〒810-0001 092-722-2181医療法人　ひめの矯正姫野　良祐 平11. 9.29矯歯 診療所
     歯科クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目４常　勤:    2歯科クリニック　理事 移動 現存
     番１５号プリオ天神５Ｆ (歯       2)長　姫野　祥子 平29. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564103,060,6 くわの歯科クリニック〒810-0004 092-734-2147桑野　望 桑野　望 平 7. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通２－７常　勤:    2 新規 現存
     －１４　パグーロ薬院２Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  565103,062,2 大賀歯科医院 〒811-1101 092-803-2219大賀　康麿 大賀　康麿 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区重留７－１－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566103,063,0 医療法人　展歯会　お〒814-0015 092-831-3236医療法人　展歯会　理小田　展生 平 7. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科医院 福岡県福岡市早良区室見２－１６常　勤:    1事長　小田　展生 組織変更 現存
     －１６ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567103,067,1 かい歯科医院 〒814-0161 092-801-2233甲斐　秀典 甲斐　秀典 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉８－５－常　勤:    1 新規 現存
     ４１ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568103,069,7 和田歯科医院 〒810-0041 092-734-6480和田　浩典 和田　浩典 平 7. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大名１－５－常　勤:    1 新規 現存
     ４福岡エースビル２Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569103,070,5 中西歯科医院 〒810-0001 092-725-1221中西　勇一 中西　勇一 平 7. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１－１－常　勤:    1 新規 現存
     １アクロス福岡４階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570103,071,3 にしおか歯科医院 〒819-0383 092-807-3748西岡　秀高 西岡　秀高 平 7. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市西区田尻１０２－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571103,072,1 えとう歯科医院 〒811-1123 092-803-2333衛藤　太一 衛藤　太一 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区内野６－１１常　勤:    1 新規 現存
     －３４ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572103,073,9 石井ともゆき歯科医院〒819-0031 092-811-2144石井　友行 石井　友行 平 7.11. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区橋本２－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573103,074,7 とみた歯科医院 〒819-0000 092-884-1236冨田　浩三 冨田　浩三 平 7.11. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区姪浜３－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  574103,075,4 医療法人元気が湧く　〒814-0103 092-821-8080医療法人元気が湧く　下飛田　道子 平18. 3. 7小歯 矯歯 診療所
     ＫｉＤ’ｓ歯科べふ診福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目２常　勤:    1理事長　本山　茂夫 移動 現存
     療所 番３０号 (歯       1) 平30. 3. 7
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575103,076,2 田中歯科医院 〒819-0167 092-807-6543田中　和義 田中　和義 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区今宿三丁目１９常　勤:    1 新規 現存
     番１７号 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576103,080,4 医療法人　児玉歯科医〒810-0023 092-751-5155医療法人　児玉歯科医児玉　良介 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県福岡市中央区警固３丁目１常　勤:    3院　理事長　児玉　良 組織変更 現存
     番３号 (歯       3)介 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577103,081,2 なかむら歯科医院 〒810-0041 092-741-3977医療法人　ウェルビー中村　譲治 平 8. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大名１丁目１常　勤:    1イング　理事長　中村 組織変更 現存
     ５ー２４ (歯       1)　譲治 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578103,082,0 どいざき歯科医院 〒819-0166 092-807-3344土斐崎　敬幸 土斐崎　敬幸 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区横浜２丁目３７常　勤:    1 新規 現存
     －３４ (歯       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579103,083,8 ばば歯科クリニック 〒814-0001 092-852-3422馬場　正英 馬場　正英 平 8. 3. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市早良区百道浜２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番２２号ＳＲＰセンタービル１(歯       1) 平29. 3. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580103,084,6 福岡市立玄界歯科診療〒819-0205 092-809-1703福岡市　福岡市長　髙池田　康彦 平 8. 4. 1歯   診療所
     所 福岡県福岡市西区大字玄界島字寄常　勤:    1島　宗一郎 新規 現存
     木１２１９－６０ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581103,086,1 髙森歯科医院 〒810-0052 092-724-4004高森　幸四郎 高森　幸四郎 平19. 3.19歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区大濠１丁目６常　勤:    1 移動 現存
     番８号　１０１号 (歯       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582103,088,7 飯田デンタルオフィス〒814-0001 092-852-5454飯田　康雄 飯田　康雄 平19. 6. 5歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区百道浜２－３常　勤:    1 移動 現存
     －２ＴＮＣ放送会館２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    65 頁

  583103,089,5 くば小児歯科 〒819-0373 092-807-8880久芳　陽一 久芳　陽一 平 8. 4. 1小歯 診療所
     福岡県福岡市西区周船寺１－６－常　勤:    1 新規 現存
     １１－２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584103,100,0 たなか慎一歯科医院 〒819-0052 092-884-2500田中　慎一 田中　慎一 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区下山門４－１４常　勤:    1 新規 現存
     －１７コープ幸陽 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585103,101,8 片山歯科医院 〒814-0015 092-846-7337片山　亮一 片山　亮一 平 8. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区室見２－１２常　勤:    1 新規 現存
     －６－２０１ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586103,103,4 大田歯科医院 〒814-0021 092-821-3706大田　高史 大田　高史 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区荒江２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３号小島ビル２０４号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587103,104,2 へんみ歯科医院 〒814-0172 092-801-0994逸見　精児 逸見　精児 平 8. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区梅林７丁目２常　勤:    3 新規 現存
     ー１ (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588103,105,9 西山歯科医院 〒814-0022 092-844-1122西山　明宏 西山　明宏 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区原５ー１３ー常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589103,107,5 田中まさゆき歯科医院〒819-0041 092-884-3900田中　政行 田中　政行 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区拾六町２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０ー１１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590103,108,3 稲永歯科医院 〒811-1122 092-803-0123稲永　昭彦 稲永　昭彦 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区早良１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５番２７号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591103,111,7 なかしま歯科医院 〒814-0006 092-846-8811中嶋　一郎 中嶋　一郎 平 8. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区百道１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ０ー３ドゥエム百道１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592103,113,3 くにたけ小児歯科医院〒814-0161 092-845-4887國武　哲治 國武　哲治 平 8. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ６ー３ (歯       1) 平29. 9. 1
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  593103,120,8 だん歯科医院 〒810-0001 092-721-9600壇　研一 壇　研一 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区天神３丁目４常　勤:    2 移動 現存
     番９号ＧＧソーラービル５Ｆ (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594103,121,6 江口歯科医院 〒814-0013 092-822-3276江口　敬一 江口　敬一 平 9. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０－１３ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595103,123,2 わたなべみえこ矯正歯〒810-0001 092-734-3737渡邊　美恵子 渡邊　美恵子 平 9. 2. 1矯歯 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５ー３２天神ＭＴビル４Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596103,124,0 こが歯科クリニック 〒814-0142 092-801-0087古賀　憲吾 古賀　憲吾 平 9. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区片江１丁目４常　勤:    1 新規 現存
     ー４０ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597103,125,7 くりおか歯科クリニッ〒810-0001 092-733-0600栗岡　健三 栗岡　健三 平 9. 3. 1歯   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神２丁目６常　勤:    3 新規 現存
     番２８号コミューンビル６Ｆ (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598103,127,3 いむらすえこ歯科医院〒814-0011 092-823-0588川村　季子 川村　季子 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区高取２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５ー５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599103,128,1 中野歯科医院 〒819-0052 092-883-5370中野　毅 中野　毅 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区下山門２ー５ー常　勤:    2 交代 現存
     ２５ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600103,130,7 森口歯科クリニック 〒814-0015 092-852-8088森口　信二 森口　信二 平 9. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区室見５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０ー２３サンフラワー室見 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601103,131,5 石川歯科医院 〒810-0004 092-781-0236石川　健一 石川　健一 平16. 3.15歯   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通２－６常　勤:    1 移動 現存
     －１２八千代ビルＹＡ５５　３Ｆ(歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602103,134,9 じつふち歯科医院 〒810-0041 092-781-7171實渕　誠治 實渕　誠治 平 9. 7.18歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市中央区大名二丁目４常　勤:    1 交代 現存
     番２２号新日本ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 7.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  603103,137,2 おにき歯科医院 〒814-0011 092-831-1181医療法人おにき歯科医鬼木　昭夫 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区高取２丁目１常　勤:    2院　理事長　鬼木　昭 移動 現存
     ７番４４－１号 (歯       2)夫 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604103,139,8 よしだ歯科医院 〒814-0123 092-873-6700吉田　孝門 吉田　孝門 平 9.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区長尾１丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ０－１１ (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605103,144,8 樋口歯科医院 〒810-0034 092-533-5015樋口　起三 樋口　起三 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区笹丘２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －２５－２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606103,145,5 後藤歯科医院 〒814-0171 092-862-0418後藤　圭也 後藤　圭也 平22. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区野芥４－４５常　勤:    2 移動 現存
     －５５－１Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607103,149,7 さほ歯科医院 〒814-0015 092-843-6479佐保　浩和 佐保　浩和 平10. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区室見５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －２７浅野ビル１０２号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608103,152,1 寺田歯科医院 〒814-0103 092-821-6688寺田　壮平 寺田　壮平 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ８の２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609103,154,7 医療法人元友会　中島〒814-0151 092-862-8776医療法人　元友会　理中島　陽子 平10. 5. 1歯   診療所
     歯科医院 福岡県福岡市城南区堤２丁目４番常　勤:    1事長　中島　元雄 新規 現存
     ４５号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610103,155,4 なかむら歯科医院 〒814-0161 092-822-3838中村　紀彦 中村　紀彦 平10. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉２丁目２常　勤:    4 新規 現存
     ８－３６ (歯       4) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611103,158,8 鈴木歯科クリニック 〒814-0153 092-873-3300鈴木　理一朗 鈴木　理一朗 平10. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区樋井川１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２１－２３ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612103,159,6 ゆう歯科医院 〒814-0113 092-845-0185中 　裕子 中 　裕子 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区田島１－４－常　勤:    1 新規 現存
     ５６ライファ城南ビル１Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  613103,160,4 なかとみ京子歯科医院〒819-0002 092-894-1041中富　京子 中富　京子 平10.10. 1小歯 歯   診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ６－３１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614103,162,0 なんり歯科医院 〒814-0031 092-841-0777南里　憲寛 南里　憲寛 平10.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区南庄６丁目２常　勤:    1 新規 現存
     １－２５エトワール室見１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615103,164,6 よしだ歯科医院 〒814-0164 092-865-8060医療法人　よしだ歯科 田　清隆 平12. 8.15歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区賀茂３丁目２常　勤:    3医院　理事長　 田　 移動 現存
     －３６ (歯       3)清隆 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616103,165,3 山道歯科医院 〒810-0001 092-741-1655山道　信之 山道　信之 平10.12. 9歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区天神３丁目５常　勤:    5 交代 現存
     －１３　１，２Ｆ (歯       5) 平28.12. 9
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617103,166,1 近藤歯科医院 〒819-0015 092-881-0215近藤　浩一 近藤　浩一 平11. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市西区愛宕２丁目１６常　勤:    1 交代 現存
     －１２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618103,168,7 医療法人　歯友会　や〒814-0175 092-801-0111医療法人　歯友会　や山野　博文 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     まの歯科医院 福岡県福岡市早良区田村６丁目２常　勤:    3まの歯科医院　理事長 組織変更 現存
     １番２８号 (歯       3)　山野　博文 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619103,169,5 北歯科医院 〒810-0001 092-721-3357北　忠訓 北　忠訓 平11. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２－１２常　勤:    3 交代 現存
     －１天神ビル６Ｆ (歯       3) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620103,171,1 いよた歯科医院 〒810-0013 092-526-6032伊與田　清美 伊與田　清美 平11. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区大宮２丁目５常　勤:    1 新規 現存
     の５ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621103,172,9 ふるかわ歯科医院 〒814-0161 092-801-9000古川　周 古川　周 平11. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉４丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ０－３９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622103,173,7 福岡市立能古歯科診療〒819-0012 092-881-0734福岡市　福岡市長　髙池田　康彦 平11. 4. 1歯   診療所
     所 福岡県福岡市西区能古７２５－２常　勤:    1島　宗一郎 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  623103,174,5 西村歯科医院 〒810-0042 092-725-6068西村　暢章 西村　暢章 平11. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ３－２８－３０５（ロマネスク赤(歯       1) 平29. 4. 1
     坂３Ｆ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624103,178,6 おおつか歯科医院 〒810-0023 092-725-6777大塚　亮一 大塚　亮一 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区警固３丁目６常　勤:    1 新規 現存
     －１　２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625103,180,2 おがわ歯科クリニック〒810-0023 092-762-7800小川　誠朗 小川　誠朗 平11. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区警固２丁目９常　勤:    1 新規 現存
     番地２４ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626103,182,8 岡﨑歯科医院 〒810-0004 092-712-3131岡﨑　陽 岡﨑　陽 平11. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０番１０号紙与天神ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627103,183,6 平井歯科クリニック 〒810-0021 092-714-4618平井　友成 平井　友成 平11. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区今泉２丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番２４号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628103,187,7 よしだみき歯科クリニ〒810-0014 092-534-1300吉田　美紀 吉田　美紀 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県福岡市中央区平尾３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     １－２４ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629103,192,7 かんだ歯科 〒810-0001 092-737-3939神田　祐司 神田　祐司 平11.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －２天神ＩＳビル７Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630103,193,5 ひがし矯正歯科クリニ〒810-0001 092-732-4590東　和弘 東　和弘 平11.11. 1矯歯 診療所
     ック 福岡県福岡市中央区天神２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －２天神アイエスビル７Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631103,199,2 川原歯科クリニック 〒810-0001 092-737-3388川原　昌幸 川原　昌幸 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番４９号ヒューリック福岡ビルＢ(歯       1) 平30. 4. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632103,200,8 ひろこ小児・矯正歯科〒814-0011 092-833-8688里村　弘子 里村　弘子 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区高取１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －１０オリエンタル西新２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
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  633103,201,6 ひまわり歯科 〒814-0033 092-852-8448平田　英俊 平田　英俊 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区有田７丁目１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ９－３３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634103,205,7 かとう小児歯科 〒814-0032 092-822-4680医療法人もくば会　理加藤　陽子 平12. 4. 1小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区小田部７丁目常　勤:    4事長　加藤　陽子 組織変更 現存
     ２１番２号 (歯       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635103,212,3 羽山デンタルクリニッ〒819-0373 092-806-0100羽山　朋雄 羽山　朋雄 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市西区周船寺２－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636103,214,9 髙山歯科医院 〒814-0161 092-871-0618髙山　郁也 髙山　郁也 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉４丁目８常　勤:    1 交代 現存
     番１号 (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637103,217,2 絹子歯科クリニック．〒810-0022 092-737-8828永原　絹子 永原　絹子 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区薬院２－１２常　勤:    1 新規 現存
     －３３エステート・モア薬院倶楽(歯       1) 平24.11. 1
     部１０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638103,218,0 ゆみこ歯科医院 〒810-0033 092-521-8568大槻　由美子 大槻　由美子 平12.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区小笹３丁目７常　勤:    2 新規 現存
     －３ (歯       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639103,221,4 中富歯科医院 〒810-0001 092-741-8983中冨　惠美子 中冨　惠美子 平25. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ４－４天神平和ビル３Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640103,223,0 なかしま歯科医院 〒810-0033 092-521-7012中島　彰大 中島　彰大 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区小笹３－４－常　勤:    1 移動 歯外 現存
     １竹末第２ビル１Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641103,227,1 やまだ歯科医院 〒810-0005 092-523-5234山田　隆司 山田　隆司 平13. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区清川１丁目８常　勤:    1 新規 現存
     －１８ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    71 頁

  642103,228,9 しもひだ歯科医院 〒810-0022 092-522-3555下飛田　淳 下飛田　淳 平13. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区薬院４丁目８常　勤:    1 新規 現存
     －３０Ｐ＆Ｒ薬院ビル１Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643103,229,7 宮薗矯正歯科 〒819-0006 092-892-8822宮薗　久信 宮薗　久信 平13. 6. 1矯歯 診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １９－２２プレッソ姪浜１Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644103,232,1 かねこ歯科クリニック〒814-0155 092-874-7800金子　尚充 金子　尚充 平13. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区東油山１丁目常　勤:    2 新規 現存
     ２－２２－２Ｆ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645103,234,7 ほんだ歯科クリニック〒819-0041 092-894-5566本田　康浩 本田　康浩 平24. 5.11歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区拾六町１丁目４常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     番１号 (歯       2) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646103,236,2 西の丘やすだ歯科クリ〒819-0046 092-894-6480安田　信樹 安田　信樹 平13. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 福岡県福岡市西区西の丘２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －１２ヴェラカーサつつじが丘１(歯       1) 平25. 9. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647103,237,0 田畑歯科医院 〒814-0033 092-862-7474田畑　修 田畑　修 平13. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区有田５丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ３番２６号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648103,238,8 藤崎２丁目歯科 〒814-0013 092-402-3333森　泰志 森　泰志 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎２丁目１常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ３－８ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649103,239,6 大原歯科・矯正歯科医〒819-0042 092-892-5577大原　茂 大原　茂 平13.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県福岡市西区壱岐団地７６番常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650103,241,2 高橋とも子歯科 〒814-0033 092-852-8210髙橋　智子 髙橋　智子 平13.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区有田１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ３－８第２毛利コーポ１階 (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651103,245,3 もり矯正歯科医院 〒814-0002 092-851-5685森　淳一郎 森　淳一郎 平14. 2. 9矯歯 診療所
     福岡県福岡市早良区西新４－９－常　勤:    1 交代 現存
     ３９仲野ビル４Ｆ (歯       1) 平26. 2. 9
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  652103,246,1 むらつじ歯科医院 〒814-0002 092-841-0082村辻　精一郎 村辻　精一郎 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区西新６丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －１７ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653103,247,9 藤村歯科医院 〒814-0022 092-852-8811藤村　敬一郎 藤村　敬一郎 平14. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区原５－２－２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ライフピア原２Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654103,248,7 そのやま歯科医院 〒814-0121 092-864-0311園山　至 園山　至 平23. 5. 6歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区神松寺１丁目常　勤:    3 移動 現存
     １８－１８フレア福神六番館Ｃ号(歯       3) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655103,249,5 今泉歯科医院 〒814-0104 今泉　眞一 今泉　眞一 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区別府４丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －５別府ＭＵＹＡビル１Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656103,250,3 はぎはら歯科医院 〒810-0062 092-725-1734萩原　聖雄 萩原　聖雄 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番６号福岡大濠ビル１階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657103,251,1 なかむらデンタルクリ〒810-0001 092-721-0737中村　太一 中村　太一 平22.11. 1歯   診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目３常　勤:    2 移動 現存
     －３８天神１２１ビル６Ｆ (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658103,252,9 田隈１丁目クリニック〒814-0174 092-865-7744上野　寛之 上野　寛之 平14. 8. 1歯   歯外 診療所
     うえの歯科医院 福岡県福岡市早良区田隈１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １－１１ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659103,255,2 歯科河原英雄医院 〒810-0004 092-731-0761河原　太郎 河原　太郎 平14. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通り５丁常　勤:    5 交代 現存
     目２４－３０東カンビル９階（９(歯       5) 平26. 8. 1
     １７）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660103,257,8 山本歯科医院 〒814-0161 092-831-1757山本　直美 山本　直美 平18. 3.17歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉２丁目９常　勤:    2 移動 現存
     －７ (歯       2) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661103,258,6 山荘通しみず歯科 〒810-0014 092-524-0259清水　利治 清水　利治 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区平尾４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２２ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  662103,259,4 大村歯科クリニック 〒814-0001 092-852-1750大村　豊 大村　豊 平14.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区百道浜４－１常　勤:    2 新規 現存
     ３－５ (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663103,260,2 大熊歯科 〒810-0042 092-736-5040大熊　一稔 大熊　一稔 平14.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂２丁目３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －１３ＫＭ原田ビル３Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664103,261,0 オレンジ通り歯科 〒814-0002 092-847-6699吉田　明人 吉田　明人 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区西新１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０番１６号 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665103,262,8 羽生歯科医院 〒814-0161 092-863-8063松岡　規人 松岡　規人 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉６丁目７常　勤:    2 交代 現存
     －４２ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666103,266,9 とがわ歯科医院 〒814-0022 092-832-8143戸川　淳二 戸川　淳二 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区原３丁目１９常　勤:    2 新規 現存
     －１９ (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667103,269,3 川村歯科医院 〒810-0004 092-751-6696川村　浩之 川村　浩之 平20. 6.23歯   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通２－１常　勤:    1 移動 現存
     －８２電気ビル北館２Ｆ (歯       1) 平26. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668103,271,9 なかしま歯科医院 〒814-0022 092-822-8181中島　慶 中島　慶 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区原３丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番４４号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669103,272,7 わたなべ歯科 〒810-0042 092-733-6480渡邉　裕之 渡邉　裕之 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番３０号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670103,273,5 片山歯科クリニック 〒814-0104 092-851-6660片山　太郎 片山　太郎 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区別府３丁目２常　勤:    2 新規 現存
     －２５ (歯       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671103,274,3 せいご矯正歯科 〒814-0002 092-846-3085清末　晴悟 清末　晴悟 平15. 6. 1矯歯 診療所
     福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    2 新規 現存
     －２３第２山口ビル４Ｆ (歯       2) 平27. 6. 1
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  672103,275,0 もり歯科 〒810-0024 092-741-5615森　英明 森　英明 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区桜坂３丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番４５号ＹＳビル２Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673103,276,8 中富研介歯科医院 〒814-0011 092-841-2747中富　研介 中富　研介 平15. 5.26歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区高取１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     －５３西新ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 5.26
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674103,278,4 ひまわりデンタルクリ〒814-0123 092-874-6480濵地　みどり 濵地　みどり 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区長尾４－６－常　勤:    1 新規 現存
     １８ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675103,285,9 浦田歯科医院 〒819-0025 092-883-9399浦田　貴行 浦田　貴行 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区石丸１丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676103,297,4 村上歯科医院 〒814-0002 092-821-1958村上　智子 村上　智子 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区西新３丁目２常　勤:    2 交代 現存
     －２　２Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677103,298,2 こだま歯科クリニック〒814-0132 092-866-8660児玉　康典 児玉　康典 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区干隈１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ７の１７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678103,299,0 あやデンタルクリニッ〒810-0004 092-771-0648國武　順子 國武　順子 平16. 5. 1歯   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２－２清澤ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679103,304,8 みずたに歯科クリニッ〒814-0002 092-846-8880水谷　睦 水谷　睦 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県福岡市早良区西新４丁目６常　勤:    2 新規 現存
     番２８号２０１号 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680103,306,3 どひ歯科医院 〒814-0005 092-832-8300土肥　善仁 土肥　善仁 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区祖原５番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  681103,307,1 りんご歯科 〒819-0006 092-892-7266小川　明広 小川　明広 平16. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １９番３号リヴァサイドのだ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682103,308,9 いのうえ歯科医院 〒814-0171 092-874-4123井上　嘉道 井上　嘉道 平27. 7.18歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区野芥２丁目５常　勤:    1 移動 現存
     －１　　山陽ビル１０５号 (歯       1) 平27. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683103,309,7 ひろ歯科クリニック 〒810-0022 092-713-6200宮﨑　浩文 宮﨑　浩文 平16. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区薬院１丁目８常　勤:    1 新規 現存
     －５チェントロジャルディーノ１(歯       1) 平28. 9. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684103,312,1 藤崎駅ビル歯科 〒814-0013 092-843-3981文森　健一 文森　健一 平16.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番４０　５Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685103,313,9 小児歯科　柏木医院 〒810-0004 092-781-5927柏木　伸一郎 柏木　伸一郎 平19. 2. 1小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通４－１常　勤:    3 移動 現存
     －３６ＢｉＶｉ福岡３階 (歯       3) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686103,316,2 やまじ歯科医院 〒814-0003 092-846-1848山路　明彦 山路　明彦 平17. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区城西３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ７　クラシオン西新１０１ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687103,319,6 天神みなみ歯科医院 〒810-0002 092-725-4100南　弘 南　弘 平17. 3. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市中央区西中洲１１－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688103,320,4 じろうまる歯科室 〒814-0165 092-874-8833医療法人ペンタデント松岡　正道 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区次郎丸１丁目常　勤:    4　理事長　松岡　正道 新規 歯外 現存
     １０番２３号 (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689103,324,6 まつお歯科医院 〒810-0041 092-741-0806松尾　仁 松尾　仁 平17. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２－８－常　勤:    1 交代 現存
     ６ (歯       1) 平29. 5. 1
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  690103,325,3 吉田ともひろ歯科医院〒810-0005 092-522-5222吉田　朋洋 吉田　朋洋 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区清川１丁目１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １－１キャメロットハイネス１Ｆ(歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691103,326,1 よこた歯科医院 〒814-0133 092-862-3399横田　成一 横田　成一 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区七隈８丁目１常　勤:    3 交代 現存
     ３番１３号 (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692103,327,9 木村歯科クリニック 〒810-0055 092-738-6601木村　龍誠 木村　龍誠 平17. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区黒門８番１７常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     号 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693103,328,7 塚田歯科医院 〒810-0063 092-716-3933塚田　一朗 塚田　一朗 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区唐人町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２番２９－１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694103,332,9 おおむら歯科 〒810-0062 092-724-5475大村　覚 大村　覚 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸３－５－常　勤:    1 新規 現存
     ６１　１Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695103,333,7 柴田歯科医院 〒819-0167 092-806-4600柴田　博之 柴田　博之 平17. 8.25小歯 歯外 診療所
     福岡県福岡市西区今宿２－２－３常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平29. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696103,335,2 やまもと歯科 〒810-0011 092-522-0853山本　忠昭 山本　忠昭 平17.10. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市中央区高砂１－３－常　勤:    1 交代 現存
     １３ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697103,336,0 松岡歯科医院 〒819-0384 092-807-1388松岡　奈保子 松岡　奈保子 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市西区太郎丸１－３－常　勤:    1 交代 現存
     １０ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698103,337,8 湯田歯科医院 〒819-0002 092-882-1814湯田　和正 湯田　和正 平17.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜４－１１常　勤:    1 新規 現存
     －２９－１Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699103,338,6 たつの歯科クリニック〒814-0171 092-866-1188龍野　雅浩 龍野　雅浩 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区野芥７丁目９常　勤:    1 新規 現存
     －１７ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  700103,339,4 やまだ歯科医院 〒819-0383 092-807-5557山田　賢三 山田　賢三 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区田尻１丁目７番常　勤:    2 新規 現存
     １号 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701103,340,2 ふたつき子ども歯科 〒810-0022 092-523-7560二木　昌人 二木　昌人 平17.12. 1小歯 矯歯 診療所
     福岡県福岡市中央区薬院４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２６薬院大通センタービル２Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702103,341,0 長浜市場歯科 〒810-0072 092-711-6890川﨑　正明 川﨑　正明 平17.12. 6歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区長浜３丁目１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １番３号福岡市鮮魚市場市場会館(歯       1) 平29.12. 6
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703103,344,4 大谷美保歯科クリニッ〒810-0064 092-718-0222大谷　美保 大谷　美保 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区地行４丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704103,346,9 よしなが歯科医院 〒814-0175 092-874-1777吉永　正治 吉永　正治 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区田村４－１３常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705103,349,3 坂田歯科医院 〒814-0104 092-843-5556坂田　憲彦 坂田　憲彦 平18. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区別府６－５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706103,350,1 ひびき歯科クリニック〒810-0001 092-762-8841末藤　 一 末藤　 一 平23. 6.30歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区天神４－３－常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     ３０天神ビル新館１Ｆ (歯       2) 平29. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707103,351,9 花岡歯科医院 〒810-0022 092-521-0173花岡　一誠 花岡　一誠 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区薬院３丁目７常　勤:    2 交代 現存
     番１９号 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708103,354,3 古賀歯科医院 〒810-0001 092-741-5452古賀　小夜子 古賀　小夜子 平18. 8. 5歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1 交代 現存
     番４１号福岡朝日会館５Ｆ (歯       1) 平24. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709103,355,0 よしざわ歯科医院 〒814-0165 092-861-8110吉沢　浩毅 吉沢　浩毅 平18. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区次郎丸６－１常　勤:    1 新規 現存
     －７ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  710103,358,4 うめづ歯科クリニック〒810-0067 092-716-4618梅津　優 梅津　優 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区伊崎１６－５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711103,360,0 だいふく歯科医院 〒819-0203 092-809-1881大福　逹郎 大福　逹郎 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区大字小田字中間常　勤:    2 新規 現存
     ５０－１ (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712103,361,8 むた歯科医院 〒819-0043 092-812-6258牟田　宏一 牟田　宏一 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区野方２丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番７号 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713103,363,4 江田歯科医院 〒810-0022 092-741-6525江田　英一郎 江田　英一郎 平21. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区薬院１－６－常　勤:    1 移動 現存
     ２４ (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714103,364,2 くはら歯科 〒814-0123 092-526-8555久原　究 久原　究 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区長尾２丁目５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番６号 (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715103,366,7 くすのき　歯科医院 〒814-0011 092-851-0008楠　孝司 楠　孝司 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区高取１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３０号油屋ビル１階 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716103,367,5 じゅん歯科医院 〒819-0379 092-806-3914川添　潤 川添　潤 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区北原１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717103,368,3 かわむら歯科・小児・〒814-0002 092-831-6480川村　隆造 川村　隆造 平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     矯正歯科医院 福岡県福岡市早良区西新２丁目７常　勤:    3 その他 矯歯 現存
     －８ラクレイス西新２Ｆ (歯       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718103,369,1 陽子歯科 〒810-0042 092-713-2071田中　陽子 田中　陽子 平19. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １－１３　赤坂塚田ビル２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    79 頁

  719103,372,5 よしだ歯科医院 〒810-0054 092-738-8881吉田　光一郎 吉田　光一郎 平19. 6. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市中央区今川２丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ４番９号 (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720103,373,3 ふみ矯正歯科クリニッ〒814-0002 092-845-8741吉村　富美 吉村　富美 平19. 6. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     ク 福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721103,374,1 ひかり歯科 〒814-0005 092-851-5522前田　通光 前田　通光 平19. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区祖原１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ＩＫビル２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722103,375,8 よしだえつじ歯科 〒819-0161 092-805-8080吉田　悦史 吉田　悦史 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区今宿東２丁目９ 新規 現存
     －１４ 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723103,376,6 室住団地歯科クリニッ〒814-0035 092-847-0022嶌田　斉人 嶌田　斉人 平27. 6. 6歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市早良区室住団地５－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平27. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724103,378,2 きのしたデンタルケア〒814-0015 092-852-0080木下　匡一 木下　匡一 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     プラスキュア 福岡県福岡市早良区室見２丁目８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －２０ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725103,382,4 たきした歯科医院 〒814-0022 092-821-3628 下　護 下　護 平19.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区原４丁目４番常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ６号 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726103,384,0 クローバー歯科 〒814-0012 092-841-7282横田　広彰 横田　広彰 平19.12. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市早良区昭代三丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ３番１７号マクシーズ藤崎１Ｆ (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727103,389,9 あんのうら歯科クリニ〒814-0104 092-821-4794案浦　宝近 案浦　宝近 平19.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市城南区別府３丁目６常　勤:    1 交代 歯外 現存
     －２ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728103,392,3 瀬戸歯科医院 〒814-0002 092-845-5447瀬戸　富雄 瀬戸　富雄 平20. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区西新５丁目２常　勤:    2 新規 現存
     －４３ラガッツァ西新２－３－１(歯       2) 平26. 4. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  729103,393,1 豊嶋歯科・矯正歯科 〒814-0111 092-863-0219豊嶋　陽子 豊嶋　陽子 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区茶山４丁目３常　勤:    3 交代 現存
     －３６ (歯       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730103,394,9 しのざき歯科 〒810-0033 092-531-8201篠﨑　元哲 篠﨑　元哲 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市中央区小笹４丁目４－５し常　勤:    1 移動 現存
     のざきクリニックビル２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731103,395,6 たけさき歯科 〒810-0034 092-405-6116竹﨑　博嗣 竹﨑　博嗣 平20. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区笹丘１－２５常　勤:    1 新規 現存
     －７フィランソレイユ笹丘内１階(歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732103,396,4 エビネ歯科医院 〒814-0141 092-401-6480小石　裕子 小石　裕子 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区西片江１－２常　勤:    1 新規 現存
     －３１ (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733103,398,0 大名矯正歯科クリニッ〒810-0041 092-721-0520医療法人うらの矯正歯斎藤　敏昭 平20. 8. 1矯歯 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区大名２丁目８常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 現存
     番１号 (歯       1)　浦野　和雄 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734103,399,8 福泉歯科医院 〒810-0012 092-522-6433福泉　憲治 福泉　憲治 平20. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区白金１－１８常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735103,400,4 あおぞら歯科医院 〒819-0041 092-883-5525吉村　正明 吉村　正明 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区拾六町１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ９番２０号 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736103,401,2 たのうえ歯科医院 〒814-0104 092-845-8825田上　佳輝 田上　佳輝 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区別府１丁目４常　勤:    2 新規 現存
     －４４ソアラプラザ福岡別府 (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737103,403,8 ひさま歯科クリニック〒814-0021 092-847-6503久間　一宏 久間　一宏 平20.11. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区荒江２丁目９常　勤:    1 新規 現存
     －１シャローム荒江１Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  738103,404,6 神村昭悟デンタルクリ〒810-0041 092-712-8148神村　昭悟 神村　昭悟 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区大名１－２－常　勤:    1 新規 現存
     １５ＧＦ　ＳＱＵＡＲＥ大名　２(歯       1) 平27. 1. 1
     －Ｂ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739103,405,3 日浦矯正クリニック 〒810-0004 日浦　賢治 日浦　賢治 平21. 2. 1矯歯 診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番８２号電気ビル北館 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740103,406,1 明石歯科医院 〒814-0013 092-841-2170明石　圭郎 明石　圭郎 平21. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎２丁目４常　勤:    1 組織変更 現存
     番３０号 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741103,407,9 中央歯科・口腔外科ク〒810-0041 092-725-8020医療法人　マテリアラ下田　恒久 平21. 2. 1一般         5診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区大名２丁目８常　勤:    3イズ　理事長　下田　 組織変更 歯外 歯   現存
     番１号肥後天神宝ビル４Ｆ (歯       3)恒久 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742103,408,7 こが歯科クリニック 〒814-0171 092-863-8868古賀　仁 古賀　仁 平27. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区野芥３丁目４常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     －２３ (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743103,409,5 まるめ歯科クリニック〒810-0064 092-731-8130丸目　剛 丸目　剛 平21. 3.31歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区地行１丁目７常　勤:    1 交代 現存
     －１９ (歯       1) 平27. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744103,410,3 石田歯科医院 〒810-0054 092-741-2451石田　康夫 石田　康夫 平21. 4.30歯   診療所
     福岡県福岡市中央区今川２丁目３常　勤:    2 交代 現存
     番４６号 (歯       2) 平27. 4.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745103,411,1 吉田てつたろう歯科 〒810-0054 092-762-1035吉田　哲太郎 吉田　哲太郎 平21. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区今川２丁目９常　勤:    1 移動 現存
     番５号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746103,413,7 いけやま歯科クリニッ〒814-0103 092-851-6565池山　尚岐 池山　尚岐 平21. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －９ (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  747103,414,5 スミヨシ歯科口腔外科〒814-0005 092-851-4178住吉　周平 住吉　周平 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     こども歯科 福岡県福岡市早良区祖原１６－８常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748103,415,2 平尾歯科 〒810-0014 092-523-5543德永　寿幸 德永　寿幸 平21. 7.17歯   診療所
     福岡県福岡市中央区平尾２丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ６番１５号平尾ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749103,417,8 街の歯医者さん　モリ〒814-0163 092-863-9811森　隆一 森　隆一 平21.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区干隈４丁目１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ７－５ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750103,418,6 みと歯科医院 〒814-0143 092-874-7111三戸　孝 三戸　孝 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区南片江３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １８番１７号 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751103,419,4 津田歯科医院 〒814-0142 092-862-2255医療法人紀勝会　理事佐藤　賢一 平22. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区片江３－４１常　勤:    3長　津田　勝則 組織変更 現存
     －１ (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752103,421,0 ファミリー歯科クリニ〒814-0021 092-832-3800医療法人　恭三会　理金　建 平22. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市早良区荒江二丁目２常　勤:    3事長　弘長　研史 組織変更 矯歯 現存
     ４番１７号－１０１号 (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753103,422,8 ながた歯科クリニック〒810-0044 092-771-4428永田　裕之 永田　裕之 平22. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区六本松２－６常　勤:    3 交代 現存
     －２ (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754103,425,1 おざさ歯科クリニック〒819-0379 092-805-1182小笹　成紀 小笹　成紀 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市西区北原一丁目９－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ７Ｙ’ｓ　ＧＡＲＤＥＮ伊都２Ｆ(歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755103,426,9 おおたデンタルクリニ〒814-0031 092-834-6874太田　純明 太田　純明 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市早良区南庄２－１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －１５ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756103,428,5 さくらデンタルクリニ〒814-0022 092-834-5000篠塚　圭 篠塚　圭 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市早良区原４－２３－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  757103,429,3 原田歯科医院 〒819-0001 092-881-5121原田　宙 原田　宙 平22. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区小戸３丁目４３常　勤:    1 交代 現存
     番１９号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758103,430,1 メルシーデンタルクリ〒810-0044 092-716-8201松下　貴士 松下　貴士 平22. 4. 1歯   診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区六本松２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １３番２パークアクシス六本松１(歯       1) 平28. 4. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759103,431,9 やまぐちデンタルクリ〒814-0015 092-831-0023山口　勉 山口　勉 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区室見４丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ０番２２号サンシャイン室見１Ｆ(歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760103,432,7 よしこ歯科医院 〒810-0053 092-737-4730阿比留　佳子 阿比留　佳子 平22. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区鳥飼１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －３３－２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761103,433,5 ファミリー歯科クリニ〒819-0005 092-882-6700医療法人　恭三会　理德永　悠一郎 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック　姪浜 福岡県福岡市西区内浜一丁目１５常　勤:    1事長　弘長　研史 新規 歯外 現存
     番６号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762103,435,0 ＳＡＴＡ歯科クリニッ〒814-0121 092-874-8680医療法人社団　正樹会淵上　雅登 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市城南区神松寺２－１常　勤:    1　理事長　佐田　正二 新規 現存
     ７－４ (歯       1)郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763103,436,8 警固やまもと歯科 〒810-0023 092-713-2239山本　研 山本　研 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区警固２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５番７号第二警固丸ビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764103,438,4 服部歯科医院 〒810-0001 092-741-4888服部　庸介 服部　庸介 平22. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    2 交代 現存
     １－２ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765103,439,2 小原歯科クリニック 〒814-0171 092-866-5552小原　浩司 小原　浩司 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区野芥六丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －３４ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766103,441,8 小田歯科クリニック 〒811-1102 092-803-0180小田　茂 小田　茂 平22.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区東入部８丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３３－２２ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  767103,442,6 今村歯科医院 〒814-0015 092-821-6070中尾　仁美 中尾　仁美 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区室見４丁目１常　勤:    1 交代 現存
     －１６ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768103,444,2 王丸歯科医院 〒810-0023 092-741-6780王丸　俊彦 王丸　俊彦 平23. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区警固１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ５－５０ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769103,445,9 Ａｋａｍａ　Ｊｕｎ　〒810-0004 092-711-6480医療法人　白珠会　理赤間　淳 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目常　勤:    1事長　赤間　淳 組織変更 歯外 現存
     ｉｃｅ ７番３５号シエル薬院１Ｆ　１０(歯       1) 平29. 1. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770103,446,7 安藤歯科医院 〒819-0054 092-881-2878安藤　文乃 安藤　文乃 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区上山門３丁目２常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     －２６ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771103,447,5 タナカ歯科医院 〒819-0022 092-981-2200田中　康義 田中　康義 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区福重５丁目４－常　勤:    2 新規 現存
     ２１フロイライン姪浜Ⅱ　２階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772103,448,3 熊沢歯科医院 〒814-0015 092-843-6635熊澤　威 熊澤　威 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区室見１－９－常　勤:    2 交代 現存
     ４ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773103,449,1 医療法人　木村歯科 〒810-0001 092-725-1077医療法人　木村歯科　木村　英隆 平26. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市中央区天神一丁目６常　勤:    5理事長　木村　英隆 移動 現存
     番８号天神ツインビル５階 (歯       5) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774103,451,7 相浦歯科クリニック 〒814-0022 092-407-2303相浦　隆 相浦　隆 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区原８丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775103,453,3 いしまる歯科医院 〒819-0367 092-807-5111石丸　雄一郎 石丸　雄一郎 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区西都一丁目１８常　勤:    2 新規 現存
     番８号スカイシャトレ伊都１階Ａ(歯       2) 平29. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776103,454,1 まきひと歯科医院 〒814-0153 092-874-8211川部　真紀仁 川部　真紀仁 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区樋井川６丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３２－７－１０１号 (歯       1) 平29. 6. 1
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  777103,455,8 松永歯科クリニック 〒810-0022 092-401-4618松永　興昌 松永　興昌 平23. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区薬院３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －５オフィスニューガイアＬＡＰ(歯       1) 平29. 6. 1
     ＩＳ薬院２Ｆ 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778103,456,6 清野歯科医院 〒814-0104 092-821-0584清野　政孝 清野　政孝 平23. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区別府７丁目１常　勤:    3 交代 歯外 現存
     １－３５ (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779103,457,4 岡本歯科クリニック 〒814-0002 092-823-2688岡本　雅樹 岡本　雅樹 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区西新４－８－常　勤:    1 新規 現存
     ３４ＳＡＺＡ２１ビル　２０１号(歯       1) 平29. 7. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780103,458,2 やすだ歯科 〒810-0001 092-714-3822安田　善之 安田　善之 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区天神１－１５常　勤:    1 新規 現存
     －２５昭和通り橋口ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781103,460,8 宮崎歯科・矯正歯科医〒810-0041 092-712-8469宮崎　元志 宮崎　元志 平23. 9. 1歯   矯歯 診療所
     院 福岡県福岡市中央区大名２丁目６常　勤:    3 交代 現存
     番３１号大名コーポラス２Ｆ (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782103,461,6 福田歯科医院 〒810-0001 092-741-5044福田　真一郎 福田　真一郎 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    2 交代 現存
     －１３５ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783103,462,4 松田歯科医院 〒814-0101 092-843-1464松田　尚文 松田　尚文 平23. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区荒江１丁目３常　勤:    2 交代 歯外 現存
     ４－２１ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784103,463,2 まつお歯科クリニック〒819-0002 092-885-8688松尾　栄治 松尾　栄治 平23. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区姪浜４－４－１常　勤:    2 交代 小歯 現存
     ０ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785103,464,0 井上歯科医院 〒814-0133 092-861-3338井上　正洋 井上　正洋 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区七隈３丁目１常　勤:    2 交代 現存
     －２５ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786103,465,7 リカ　レディ　デンタ〒810-0021 092-406-4447須ノ内　利香 須ノ内　利香 平23.10. 1歯   矯歯 診療所
     ルクリニック 福岡県福岡市中央区今泉２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番８号いまいずみ壱番館１Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  787103,466,5 おのだ歯科医院 〒819-0041 092-892-8800小野田　吉史 小野田　吉史 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区拾六町１丁目１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ９－３ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788103,467,3 おおはま歯科 〒810-0063 092-791-6608大濱　聡 大濱　聡 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区唐人町１－１常　勤:    4 新規 現存
     ２－１８ベルメゾン唐人町１Ｆ－(歯       4) 平29.11. 1
     Ｄ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789103,468,1 ちしろ歯科医院 〒819-0043 092-407-7070千代　情路 千代　情路 平23.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区野方３丁目１－常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ２ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790103,469,9 新開橋歯科クリニック〒810-0004 092-713-8810立山　直樹 立山　直樹 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目常　勤:    1 交代 現存
     １１－３ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791103,470,7 ひろた歯科医院 〒814-0161 092-851-6274廣田　健 廣田　健 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉２丁目６常　勤:    2 交代 現存
     －２ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792103,472,3 おがわ歯科クリニック〒814-0133 092-407-7578小川　淳平 小川　淳平 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区七隈４丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －４７ファインビラ城南１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793103,473,1 ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩ〒810-0033 092-525-4618医療法人　一徳会　理花水　麻美 平24. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ＮＩＣ　桜坂南 福岡県福岡市中央区小笹五丁目５常　勤:    1事長　花水　麻美 組織変更 小歯 現存
     番２１号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794103,474,9 やすかわ歯科医院 〒819-0041 092-895-1232安川　英輔 安川　英輔 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区拾六町３丁目１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ７－１８ (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    87 頁

  795103,476,4 Ｊ歯科室 〒819-0041 092-892-8500井手上　徹也 井手上　徹也 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区拾六町１丁目２常　勤:    1 交代 現存
     －４ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796103,477,2 医療法人宝歯会愛宕浜〒819-0014 092-407-9777医療法人宝歯会かじわ吉田　康裕 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     スマイル歯科小児歯科福岡県福岡市西区豊浜３－１－１常　勤:    3ら歯科医院　理事長　 新規 矯歯 現存
     医院 ０ (歯       3)梶原　浩喜 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797103,478,0 安部歯科医院 〒814-0164 092-863-2286安部　愛子 安部　愛子 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区賀茂１丁目１常　勤:    2 新規 現存
     １－１１スカール陶山１Ｆ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798103,479,8 ささき歯科クリニック〒819-0031 092-812-6474佐々木　康博 佐々木　康博 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区橋本２丁目２７常　勤:    1 新規 現存
     －２木の葉モール橋本２２８－Ｓ(歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799103,480,6 二階堂デンタルクリニ〒814-0113 092-842-1184医療法人ＮＤＣ　理事二階堂　増彦 平24. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県福岡市城南区田島一丁目７常　勤:    2長　二階堂　増彦 組織変更 歯外 現存
     番２１号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800103,481,4 山下歯科医院 〒810-0001 092-724-8155山下　素史 山下　素史 平24. 6.29歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     １－１７　福ビル７Ｆ (歯       1) 平30. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801103,482,2 歯科なりかわ重敏クリ〒814-0011 092-834-4891成川　重敏 成川　重敏 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区高取２丁目１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ７－３７弘中ビル３Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802103,483,0 ドリーム歯科クリニッ〒810-0014 092-522-4188医療法人　きむら歯科今村　耕太 平24. 9. 1歯   矯歯 診療所
     クＰＬＵＳ 福岡県福岡市中央区平尾二丁目５常　勤:    1　理事長　木村　慎一 新規 現存
     －８ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803103,486,3 ホワイトエッセンス・〒810-0021 092-714-0668山本　勝商 山本　勝商 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ウィンデンタルクリニ福岡県福岡市中央区今泉１－２０常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ック －２天神ＭＥＮＴビル３Ｆ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  804103,487,1 福岡天神口腔検査クリ〒810-0004 092-731-0649医療法人　矯英会　理安永　真子 平24.11. 1歯   矯歯 診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目常　勤:    1事長　安永　敦 新規 現存
     １４番１０－２０２号 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805103,488,9 おはら歯科 〒810-0045 092-738-7778小原　篤夫 小原　篤夫 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区草香江１丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ９－１２大濠公園南ハイツ２階 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806103,491,3 碓井歯科クリニック 〒814-0033 092-862-0333医療法人　碓井歯科ク碓井　朝久 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区有田６丁目５常　勤:    2リニック　理事長　碓 組織変更 現存
     番２２号 (歯       2)井　朝久 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807103,492,1 阿比留歯科医院 〒810-0074 092-741-6345阿比留　真二 阿比留　真二 平25. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区大手門２丁目常　勤:    1 交代 現存
     ９－１１ (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808103,494,7 梅林歯科医院 〒810-0053 092-725-8876梅林　久範 梅林　久範 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区鳥飼１丁目１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番３０号Ｔｉａｒａ大濠１０１号(歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809103,495,4 医療法人エアビーイン〒814-0032 092-846-8700医療法人エアビーイン竹田　晴彦 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     グ　竹田歯科医院 福岡県福岡市早良区小田部一丁目常　勤:    4グ　理事長　竹田　晴 組織変更 現存
     １番３２号 (歯       4)彦 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810103,497,0 ふかもり歯科 〒810-0013 092-791-2408深森　博幸 深森　博幸 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区大宮２－６－常　勤:    2 新規 現存
     １０ＲＨ２ビル　２Ｆ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811103,498,8 山口こうたろう歯科 〒814-0031 092-407-5571医療法人　翔生会　理山口　浩太郎 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区南庄五丁目１常　勤:    4事長　山口　浩太郎 組織変更 矯歯 現存
     １番１５号 (歯       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812103,501,9 眞武歯科医院 〒814-0161 092-874-0118真武　俊寿 真武　俊寿 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ６番５２号 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  813103,502,7 かわなみ歯科医院 〒819-0373 092-834-2218川波　裕 川波　裕 平25. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市西区周船寺１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814103,503,5 伊都歯科 〒819-0161 092-805-7887白木原　弘毅 白木原　弘毅 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区今宿東一丁目２常　勤:    2 新規 現存
     ３番２１号 (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815103,504,3 デンタルオフィス天神〒810-0001 092-406-8860下野　美々 下野　美々 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     北 福岡県福岡市中央区天神４－１－常　勤:    1 交代 現存
     １７博多天神ビル１Ｆ－Ａ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816103,505,0 ふくしま歯科医院 〒810-0035 092-737-6480医療法人樹光会　理事福島　直樹 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区梅光園二丁目常　勤:    1長　福島　直樹 組織変更 矯歯 現存
     ５番３号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817103,506,8 大名デンタルクリニッ〒810-0041 092-741-5481後藤　恵一 後藤　恵一 平25.11. 4歯   歯外 小歯診療所
     ク 福岡県福岡市中央区大名２丁目２常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     番２号 (歯       1) 平25.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818103,508,4 安元歯科医院 〒814-0151 092-861-2888安元　信也 安元　信也 平27.11.15歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市城南区堤１丁目１３常　勤:    1 移動 現存
     －３９ (歯       1) 平27.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819103,509,2 溝上歯科学研都市クリ〒819-0366 092-805-1110溝上　宗久 溝上　宗久 平26. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 福岡県福岡市西区横浜３丁目３４常　勤:    1 新規 小歯 現存
     －７ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820103,510,0 田中ひでき歯科クリニ〒814-0132 092-865-6501医療法人Ｓ＆Ｈ　理事田中　秀樹 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県福岡市城南区干隈二丁目１常　勤:    2長　田中　秀樹 組織変更 矯歯 現存
     番１９号 (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821103,511,8 いなば歯科クリニック〒814-0032 092-401-0178医療法人寿稲会　理事稲葉　健一郎 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区小田部五丁目常　勤:    1長　稲葉　健一郎 組織変更 矯歯 現存
     ８番１号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822103,512,6 渡辺通さとう歯科・矯〒810-0004 092-791-4439佐藤　桂一 佐藤　桂一 平26. 2. 1歯   矯歯 診療所
     正歯科 福岡県福岡市中央区渡辺通４－９常　勤:    2 新規 現存
     －１８福酒ビル３Ｆ (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  823103,514,2 さかい歯科クリニック〒814-0022 092-833-0222境　順司 境　順司 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区原６丁目１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －３ドリームライツ原ｄｅｕｘ　(歯       1) 平26. 4. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824103,515,9 長尾公園前歯科 〒814-0153 092-874-0655小林　家吉 小林　家吉 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区樋井川２丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２５番１号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825103,516,7 オリーブデンタルクリ〒814-0013 092-834-6364栗林　桂一郎 栗林　桂一郎 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －４６ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826103,518,3 みたらい歯科 〒811-1102 092-407-0489御手洗　聖史 御手洗　聖史 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区東入部１丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２－４３ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827103,519,1 吉田歯科医院 〒810-0074 092-751-4784真田　慎二朗 真田　慎二朗 平26. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大手門１－９常　勤:    2 交代 現存
     －２９ (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828103,520,9 医療法人中歯科医院 〒814-0022 092-866-0418医療法人中歯科医院　中　四良 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区原八丁目１７常　勤:    2理事長　中　四良 組織変更 現存
     番３号 (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829103,522,5 のせ歯科医院 〒814-0104 092-822-8002医療法人達巳会　理事能勢　達郎 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区別府三丁目１常　勤:    2長　能勢　達郎 組織変更 現存
     番１号 (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830103,523,3 くろだこども歯科矯正〒819-0167 092-807-1174黒田　國康 黒田　國康 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 福岡県福岡市西区今宿３丁目３１常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831103,524,1 妻鳥　歯科医院 〒814-0104 092-851-7680妻鳥　行高 妻鳥　行高 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区別府４丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番３７号 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  832103,525,8 さこ歯科医院 〒814-0133 092-864-7008中川　久子 中川　久子 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区七隈５丁目７常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833103,526,6 浄水通こども大人歯科〒810-0022 092-521-1876今里　裕子 今里　裕子 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 福岡県福岡市中央区薬院４丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ５－３１－１Ｆ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834103,527,4 ちさか歯科クリニック〒814-0171 092-801-2882千阪　武 千阪　武 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区野芥１－１４常　勤:    1 交代 現存
     －１２ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835103,528,2 あびる歯科クリニック〒819-0002 092-894-4181阿比留　鉄 阿比留　鉄 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区姪浜４丁目２１常　勤:    2 新規 現存
     番１号クリーンコートハイ１－Ｃ(歯       2) 平26.12. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836103,530,8 サンデンタルクリニッ〒814-0175 092-866-0545竹山　文雄 竹山　文雄 平26.12. 1歯   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区田村３－１４常　勤:    1 新規 現存
     －３０ウェルシーライフ１０１ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837103,531,6 原田歯科医院 〒819-0054 092-881-3473原田　勝也 原田　勝也 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区上山門３丁目６常　勤:    2 交代 現存
     －４５ (歯       2) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838103,533,2 帆鷲デンタルクリニッ〒810-0023 090-8763-4051医療法人帆鷲歯科医院帆鷲　秀一郎 平27. 2. 1歯   診療所
     ク赤坂南 福岡県福岡市中央区警固２丁目１常　勤:    1　理事長　帆鷲　郷一 新規 現存
     ３番１７号 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839103,534,0 博多高輪歯科 〒810-0004 092-717-2381富川　めぐみ 富川　めぐみ 平27. 2. 1歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    1 交代 現存
     ９番１５号中野ビル２階 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840103,535,7 ささだ歯科クリニック〒810-0022 092-713-1505医療法人　ささだ歯科笹田　浩隆 平27. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区薬院一丁目１常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ０番６号２階 (歯       2)笹田　浩隆 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  841103,536,5 西鉄グランドホテル前〒810-0041 092-717-6874医療法人永孝会　理事安部　昌史 平27. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     オレンジ歯科 福岡県福岡市中央区大名二丁目７常　勤:    2長　八丁　裕次 新規 歯外 現存
     番３号 (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842103,538,1 藤本歯科医院 〒810-0033 092-791-1948藤本　誠一 藤本　誠一 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区小笹４－１５常　勤:    1 新規 現存
     －９ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843103,540,7 みつわ歯科医院 〒810-0014 092-521-5290医療法人社団　トリニ石井　聡一 平27. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区平尾二丁目１常　勤:    2ティー会　理事長　緒 組織変更 現存
     ５番２６号ベルコモンズ平尾Ⅰ１(歯       2)方　和彦 平27. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844103,541,5 審美デンタルクリニッ〒810-0014 092-521-2047川上　 夫 川上　 夫 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク平尾 福岡県福岡市中央区平尾２丁目２非常勤:    2 新規 現存
     ０－４０ＡＰＥＸ平尾２Ｆ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845103,542,3 浄水通り　こが歯科 〒810-0028 092-533-7117医療法人　ティースフ河野　真輝 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区浄水通６番１常　勤:    1ァクトリー　理事長　 新規 矯歯 現存
     ９号 (歯       1)古賀　友基 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846103,543,1 みやさか歯科医院 〒810-0022 092-531-1945宮坂　憲幸 宮坂　憲幸 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市中央区薬院４丁目１番１２常　勤:    3 移動 現存
     号 (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847103,544,9 中冨歯科クリニック 〒814-0161 092-980-1394中冨　洋喜 中冨　洋喜 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉６丁目３常　勤:    2 新規 現存
     ４－２６ (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848103,545,6 きどデンタルクリニッ〒810-0024 092-207-6480城戸　政彦 城戸　政彦 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市中央区桜坂２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －６　パントデスリジェ２階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849103,546,4 グリーン総合歯科医院〒814-0151 092-864-3002津本　久美子 津本　久美子 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区堤１丁目１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －１５　エクセラート堤１階 (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    93 頁

  850103,547,2 ＡＫＡＳＡＫＡ　けや〒810-0023 092-725-4000医療法人Ｎａｔｕｒａ藤波　美和 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     き通り歯科 福岡県福岡市中央区警固二丁目１常　勤:    3ｌＳｍｉｌｅ　理事長 交代 歯外 現存
     ８番１３号　　オークビルⅠ１０(歯       3)　藤波　淳 平27. 8. 1
     １ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851103,549,8 みずあしデンタルクリ〒814-0101 092-852-8937水蘆　恭治 水蘆　恭治 平27.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区荒江１丁目１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ８－８ (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852103,550,6 医療法人ｈａｐｐｙ　〒819-0373 092-807-9304医療法人ｈａｐｐｙ　渥美　智晴 平27.12. 1歯   小歯 診療所
     ステーション歯科クリ福岡県福岡市西区周船寺一丁目１常　勤:    1理事長　木南　意澄 組織変更 現存
     ニック 番３２号　ウエストフィールズ２(歯       1) 平27.12. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853103,552,2 具嶋歯科 〒814-0021 092-821-6073具嶋　雪枝 具嶋　雪枝 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区荒江２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－１２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854103,553,0 わたなべ歯科クリニッ〒819-0168 092-407-1313医療法人　わたなべ歯渡辺　俊博 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市西区今宿駅前一丁目常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 矯歯 現存
     ２番３４号 (歯       2)　渡辺　俊博 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855103,555,5 智治矯正歯科 〒819-0169 092-400-7775吉田　智治 吉田　智治 平28. 4. 1矯歯 診療所
     福岡県福岡市西区今宿西１－１５常　勤:    1 新規 現存
     －２２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856103,556,3 堀田歯科医院 〒814-0174 092-871-6482堀田　慎一郎 堀田　慎一郎 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区田隈３丁目６常　勤:    1 交代 現存
     番２５号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857103,558,9 はやし小児歯科 〒810-0064 092-738-3883医療法人　はやし小児林　芳裕 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区地行一丁目９常　勤:    1歯科　理事長　林　芳 組織変更 現存
     番１０号 (歯       1)裕 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  858103,559,7 友枝歯科クリニック平〒810-0014 092-791-2780医療法人　ＬＯＶＥ＆友枝　亮 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     尾 福岡県福岡市中央区平尾１丁目１常　勤:    2ＳＭＩＬＥ　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ３－２５ (歯       2)友枝　亮 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859103,560,5 はた歯科 〒814-0175 092-407-6230畑　実 畑　実 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区田村３－８－常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860103,561,3 山口歯科医院 〒819-0002 092-885-0078医療法人　山口歯科医山口　卓也 平28. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市西区姪の浜三丁目３９番５常　勤:    1院　理事長　山口　卓 組織変更 現存
     号 (歯       1)也 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861103,562,1 いいだ歯科クリニック〒810-0024 092-791-9174飯田　太一 飯田　太一 平28. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市中央区桜坂２－９－２１栗常　勤:    1 新規 歯外 現存
     山ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862103,563,9 藤崎駅商店街デンタル〒814-0011 092-843-7611栁本　慎太朗 栁本　慎太朗 平28. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     クリニック 福岡市早良区高取１－２－２１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863103,564,7 デンタルオフィス薬院〒810-0022 092-753-9113白石　菊恵 白石　菊恵 平28. 9. 1歯   矯歯 診療所
     福岡市中央区薬院１丁目５－１１常　勤:    1 新規 現存
     －３Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864103,566,2 医療法人Ｃｒｅ　Ｖｉ〒810-0001 092-738-6683医療法人Ｃｒｅ　Ｖｉ今村　佳浩 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ｅ　わかばデンタルオ福岡市中央区天神２丁目６番２４常　勤:    1ｅ　理事長　福留　寿 新規 歯外 現存
     フィス 号 (歯       1)夫 平28.11. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865103,567,0 東歯科医院 〒814-0123 092-408-1758東　光和 東　光和 平28.12. 1歯   診療所
     福岡市城南区長尾３－５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866103,568,8 大脇歯科医院 〒814-0033 092-871-6188大脇　敏弘 大脇　敏弘 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市早良区有田３丁目４－３８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  867103,569,6 いえもと歯科クリニッ〒814-0032 092-846-1226医療法人海風会　理事家元　新太郎 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡市早良区小田部七丁目６番１常　勤:    1長　本坂　裕之 交代 現存
     ３号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868103,570,4 古賀デンタルフォレス〒814-0123 092-557-3400古賀　勝博 古賀　勝博 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ト 福岡市城南区長尾３丁目１４番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869103,572,0 福岡西ワハハキッズデ〒819-0374 092-407-0736医療法人翔優会　理事鮫島　由樹夫 平29. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ンタルランド＆おとな福岡市西区大字千里４１８－１ 常　勤:    3長　吉留　英俊 交代 歯外 現存
     歯科 (歯       3) 平29. 2. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870103,573,8 まなべ矯正歯科クリニ〒814-0002 092-833-0177真鍋　智宏 真鍋　智宏 平29. 3. 1矯歯 診療所
     ック 福岡市早良区西新４丁目３－２０常　勤:    1 新規 現存
     フェリクス西新２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871103,574,6 武井歯科医院 〒810-0022 092-741-5928武井　宣暁 武井　宣暁 平29. 5. 1歯   歯外 診療所
     福岡市中央区薬院２丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号サンフラワー薬院２０２号室(歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872103,575,3 はた矯正歯科 〒810-0034 092-406-6088秦　雄一郎 秦　雄一郎 平29. 5. 1矯歯 歯外 歯  診療所
     福岡市中央区笹丘１丁目１１－１常　勤:    2 新規 現存
     ３笹丘平和ビル３Ｆ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873103,576,1 白金いつき歯科 〒810-0012 092-707-6610齊　郷平 齊　郷平 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市中央区白金１－６－１４ニ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     チエイ白金ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874103,577,9 Ｕ歯科医院 〒814-0155 092-861-8118上松　雅和 上松　雅和 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡市城南区東油山６丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２クロッシュ東油山１０１号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875103,578,7 たんぽぽ歯科医院 〒814-0104 092-707-6161茂岡　優子 茂岡　優子 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市城南区別府５丁目１３－４常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876103,579,5 もりた歯科クリニック〒819-0006 092-892-1527医療法人ＭＤＣ　理事森田　滋元 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡市西区姪浜駅南二丁目１番３常　勤:    1長　森田　滋元 組織変更 現存
     ７号３階 (歯       1) 平29. 5. 1
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  877103,580,3 よしだけん歯科クリニ〒814-0005 092-845-6480医療法人健歯会　理事吉田　健 平29. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ック 福岡市早良区祖原１番１号 常　勤:    3長　吉田　健 組織変更 小歯 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878103,581,1 かば歯科クリニック 〒814-0142 092-873-1111井手　拓良 井手　拓良 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市城南区片江１丁目４－５４常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     　３階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879103,582,9 よねしま歯科・矯正歯〒810-0053 092-707-2118米嶋　隆廣 米嶋　隆廣 平29. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 福岡市中央区鳥飼１丁目４－３１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     コンドミニアム田代１階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880103,583,7 いわさき歯科医院 〒819-0043 092-812-8008岩﨑　一真 岩﨑　一真 平29. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡市西区野方６丁目３４－４３常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881103,584,5 二階堂歯科　矯正歯科〒819-0031 092-812-8111二階堂　太郎 二階堂　太郎 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市西区橋本１丁目２－１６ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882103,585,2 さくらＤｅｎｔａｌＯ〒810-0021 092-738-8808助川　顕士 助川　顕士 平29. 9. 1歯   歯外 診療所
     ｆｆｉｃｅ天神 福岡市中央区今泉１丁目２３－８常　勤:    1 新規 現存
     チエビル３Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883103,586,0 樋口歯科医院 〒810-0001 092-751-2963樋口　敬洋 樋口　敬洋 平29. 9. 1歯   診療所
     福岡市中央区天神２丁目３番５号常　勤:    1 交代 現存
     ジャンティ　グリ５階 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884103,588,6 よしだ歯科六本松クリ〒810-0044 092-406-4618医療法人健歯会　理事吉田　強 平29.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 福岡市中央区六本松４－２－２ 常　勤:    1長　吉田　健 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885103,589,4 天神中央郵便局北オレ〒810-0001 092-716-6874医療法人永孝会　理事丁　裕次（八丁裕次）平29.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ンジ歯科 福岡市中央区天神４丁目３－２５常　勤:    1長　八丁　裕次 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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  886103,591,0 医療法人カトー歯科医〒810-0024 092-707-3071医療法人カトー歯科医加藤　大明 平29.10. 1歯   診療所
     院　北欧歯科 福岡市中央区桜坂一丁目６番９号常　勤:    1院　理事長　加藤　守 新規 現存
     (歯       1)夫 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887103,592,8 いずみ歯科医院 〒819-0054 092-843-4253泉　健太郎 泉　健太郎 平29.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡市西区上山門１－４－５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888103,593,6 満下・住デンタルクリ〒810-0004 092-761-0412住　真由美 住　真由美 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡市中央区渡辺通５－２０－７常　勤:    1 交代 現存
     上野ビル３０１ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889103,594,4 天神　雅　歯科 〒810-0001 092-738-0055医療法人巨匠会　理事能美　麻衣 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市中央区天神２－３－１３Ｕ常　勤:    2長　赤間　圭 新規 歯外 現存
     ＳＨＩＯビル３階 (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890103,595,1 隼人デンタルサロン大〒810-0074 092-406-3290岩下　隼人 岩下　隼人 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     濠 福岡市中央区大手門３丁目７－１常　勤:    1 新規 現存
     ７東洋マンション西公園１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891103,598,5 七隈よしだ歯科クリニ〒814-0133 092-801-9711 田　創介 田　創介 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡市城南区七隈３丁目１－２０常　勤:    2 新規 現存
     ヒルズ弐番館Ａ号 (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892103,599,3 いけなが矯正歯科クリ〒810-0021 092-761-3550医療法人いけなが矯正池永　法史 平29.12. 1矯歯 診療所
     ニック 福岡市中央区今泉一丁目２１番６常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     号ジェンテビル４階 (歯       1)長　池永　法史 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893103,600,9 薬院デンタルクリニッ〒810-0022 092-523-1818原　朋子 原　朋子 平30. 1. 1歯   歯外 診療所
     ク 福岡市中央区薬院４－３－７フロ常　勤:    1 新規 現存
     ーラ薬院２０２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894103,601,7 たていし歯科口腔外科〒810-0022 092-771-3388医療法人世薬院・展　立石　良文 平30. 1. 5歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 福岡市中央区薬院二丁目３番１号常　勤:    2理事長　立石　良文 組織変更 歯外 現存
     ＮＫビル２階 (歯       2) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  895103,602,5 もろとみ歯科 〒814-0161 092-801-2767医療法人もろとみ歯科諸冨　彰彦 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡市早良区飯倉七丁目３番１０常　勤:    1　理事長　諸冨　彰彦 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896103,603,3 おかもと歯科こども歯〒814-0143 092-519-2712岡本　崇彦 岡本　崇彦 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 福岡市城南区南片江１丁目２９番常　勤:    2 新規 現存
     ２８号 (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897103,604,1 べっぷゆうこ歯科クリ〒810-0034 092-791-6487別府　優子 別府　優子 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡市中央区笹丘１－２３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898103,605,8 Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｅ〒810-0001 092-751-8241中島　伸也 中島　伸也 平30. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉ福岡市中央区天神４丁目６番７号常　勤:    1 新規 現存
     ｃ　Ｉｎｔｅｒｎａｔ天神クリスタルビル２Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
     ｉｏｎａｌ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899103,607,4 友デンタルクリニック〒819-0367 092-806-8100今井　遊 今井　遊 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市西区西都２－１－１１九大常　勤:    1 新規 歯外 現存
     学研都市タワー１９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900103,608,2 松岡デンタルクリニッ〒810-0024 092-761-5327松岡　德二郎 松岡　德二郎 平30. 3. 5歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡市中央区桜坂３－９－８　１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901103,609,0 たぐま歯科こども歯科〒814-0174 092-874-5757田中　聡 田中　聡 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 福岡市早良区田隈２－８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902103,610,8 田中歯科医院 〒814-0031 092-844-0233田中　一吉 田中　一吉 平30. 4. 1歯   診療所
     福岡市早良区南庄６丁目９番２４常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903103,611,6 中村歯科 〒810-0034 092-751-7324中村　健吾 中村　健吾 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市中央区笹丘１丁目３１－１常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ３ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  904103,612,4 井口歯科医院 〒810-0073 092-741-9276井口　由利 井口　由利 平30. 4. 1歯   診療所
     福岡市中央区舞鶴３丁目８－７ク常　勤:    3 交代 現存
     レインビル２０２ (歯       2) 平30. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905103,613,2 宮本歯科医院 〒819-0373 092-707-7430宮本　照夫 宮本　照夫 平30. 4. 9歯   歯外 小歯診療所
     福岡市西区周船寺１丁目８番３６常　勤:    1 移動 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906103,614,0 いしもと歯科医院 〒819-0167 092-519-1738石本　圭 石本　圭 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市西区今宿３丁目２７－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907103,615,7 あらきファミリー歯科〒810-0073 092-771-6031荒木　健介 荒木　健介 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市中央区舞鶴２丁目７－１１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908103,616,5 愛宕南なかじま歯科 〒819-0007 092-836-6212中島　和慶 中島　和慶 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市西区愛宕南２丁目１３－３常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909103,617,3 佐伯歯科クリニック 〒814-0101 092-821-4182医療法人白真会　理事佐伯　剛 平30. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡市城南区荒江１丁目３２－１常　勤:    2長　佐伯　剛 組織変更 小歯 現存
     ６ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910103,618,1 むらかみひろし歯科医〒814-0161 092-845-5580村上　弘 村上　弘 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡市早良区飯倉３－４０－２４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911103,619,9 つきやま歯科医院　天〒810-0041 092-738-8028医療法人雄之会　理事築山　鉄平 平30. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     神診療所 福岡市中央区大名１－１４－８バ常　勤:    1長　築山　雄次 新規 小歯 現存
     ルビゾン９３　２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912103,801,3 ますらお歯科医院 〒811-1103 092-894-7672医療法人ますらお　理齊藤　英喜 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市早良区四箇６丁目２１－６常　勤:    2事長　松尾　憲篤 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913103,802,1 医療法人友稜会　荒戸〒810-0062 092-725-8877医療法人友稜会　荒戸松雪　友明 平13. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 福岡県福岡市中央区荒戸２丁目３常　勤:    1歯科クリニック　理事 新規 現存
     番３７号 (歯       1)長　松雪　友明 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  914103,803,9 医療法人　きむら歯科〒811-1122 092-804-4545医療法人　きむら歯科加﨑　浩一郎 平13.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区早良２丁目２常　勤:    1　理事長　木村　慎一 組織変更 現存
     ２番５９号 (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915103,804,7 医療法人　矯人会　し〒810-0001 092-725-7700医療法人矯人会　しも下田　哲也 平14. 1. 1歯   矯歯 診療所
     もだ矯正歯科クリニッ福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    4だ矯正歯科クリニック 組織変更 現存
     ク ４番２号福岡証券ビル　Ｂ１Ｆ (歯       4)　理事長　下田　哲也 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916103,805,4 医療法人社団　桜香　〒810-0075 092-715-0208医療法人社団　桜香　結城　里美 平14. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     あんざい歯科ベイフロ福岡県福岡市中央区港２丁目１番常　勤:    2理事長　案西　浩平 新規 歯外 現存
     ントクリニック ７号 (歯       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917103,806,2 医療法人研新会　天神〒810-0001 092-738-8020医療法人　研新会　理中富　美也子 平14. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ホワイト歯科クリニッ福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    1事長　中富　元也 組織変更 歯外 現存
     ク ３番７号 (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918103,807,0 医療法人　ふれあい会〒810-0016 092-524-8868医療法人　ふれあい会中冨　啓一郎 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　なかとみ歯科医院 福岡県福岡市中央区平和５丁目５常　勤:    5　理事長　中冨　啓一 組織変更 歯外 現存
     番２３号 (歯       5)郎 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919103,808,8 歯科・林美穂医院 〒810-0041 092-736-6020医療法人　美創会　理林　美穂 平19. 1. 5歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区大名二丁目１常　勤:    3事長　林　美穂 移動 歯外 現存
     番３５号 (歯       3) 平25. 1. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920103,809,6 松岡歯科医院 〒814-0165 092-871-8877医療法人ペンタデント田中　浩 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区次郎丸４丁目常　勤:    6　理事長　松岡　正道 組織変更 現存
     ４番４１号 (歯       6) 平27. 1. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921103,812,0 医療法人ハート　樋口〒810-0001 092-712-6377医療法人ハート　理事河合　悟 平17. 9.18矯歯 歯   診療所
     矯正歯科クリニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目９常　勤:    3長　河合　悟 移動 現存
     －１７福岡天神フコク生命ビル６(歯       3) 平29. 9.18
     Ｆ
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  922103,814,6 久保デンタルクリニッ〒819-0005 092-882-8844医療法人久保デンタル久保　秀郎 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市西区内浜１丁目７番常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     １号北山興産ビル２階 (歯       3)久保　秀郎 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923103,815,3 医療法人徳真会　はか〒819-0031 092-892-5134医療法人徳真会はかた黒岩　浩介 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     た中央歯科 福岡県福岡市西区橋本二丁目２５常　勤:    1中央歯科　理事長　黒 新規 歯外 現存
     番７号 (歯       1)岩　浩介 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924103,816,1 にしはら歯科医院 〒810-0023 092-781-5712医療法人　周和会　理西原　廸彦 平16. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区警固２丁目１常　勤:    3事長　西原　廸彦 組織変更 現存
     ９番９号 (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925103,817,9 むつみ歯科・矯正クリ〒810-0044 092-715-0315医療法人弥生会　理事小原　睦美 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区六本松２丁目常　勤:    2長　小原　睦美 新規 歯外 現存
     １２－６ハイパディ六本松弐番館(歯       2) 平28. 7. 1
     ２Ｆ 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926103,818,7 医療法人六広会　デン〒810-0001 092-736-5411医療法人六広会　理事小栁　研二 平16. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     タルオフィスリリー＆福岡県福岡市中央区天神１丁目７常　勤:    1長　大石　昌弘 交代 歯外 現存
     プルメリア 番１１－７０５号 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927103,821,1 梶原歯科 〒814-0113 092-832-2088医療法人Ｃ＆Ｃメディ梶原　慎一 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区田島四丁目１常　勤:    3カル　理事長　梶原　 組織変更 現存
     －３ (歯       3)慎一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928103,822,9 いけだ歯科医院 〒819-0013 092-895-1188医療法人　Ｉ．Ｎ．Ｇ池田　正博 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区愛宕浜４丁目１常　勤:    2　理事長　池田　正博 移動 現存
     番１４号 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929103,823,7 清川歯科口腔外科クリ〒814-0022 092-822-8805医療法人清川クリニッ清川　宗克 平17. 2. 1一般 診療所
     (101,576,7) ニック 福岡県福岡市早良区原１丁目３８常　勤:    2ク　理事長　清川　宗 組織変更     一般     2現存
     番２６号 (歯       2)克 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯
     非常勤:    3 歯外 形外 
     (医       1)
     (歯       2)
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  930103,824,5 赤坂総合デンタルオフ〒810-0073 092-762-8010医療法人社団　桜香　島　一也 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ィス 福岡県福岡市中央区舞鶴２丁目２常　勤:    2理事長　案西　浩平 新規 歯外 現存
     番１１号１階 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931103,825,2 医療法人　池田歯科　〒810-0062 092-716-0666医療法人　池田歯科医池田　正人 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大濠クリニック 福岡県福岡市中央区荒戸二丁目１常　勤:    1院　理事長　池田　正 新規 現存
     番５号 (歯       1)人 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932103,826,0 医療法人ブランエボー〒814-0121 092-861-8830医療法人ブランエボー江川　光治 平22.10.19歯   小歯 矯歯診療所
     　江川歯科医院 福岡県福岡市城南区神松寺２丁目常　勤:    2　理事長　江川　光治 移動 歯外 現存
     １３－２４ (歯       2) 平28.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933103,831,0 ドリーム歯科クリニッ〒810-0014 092-522-4182医療法人　きむら歯科木村　慎一 平18. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市中央区平尾２丁目５常　勤:    3　理事長　木村　慎一 新規 歯外 現存
     －８ (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934103,832,8 さかきデンタルオフィ〒810-0001 092-711-5511医療法人 歯科医院　 　梨紗 平18. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ス 福岡県福岡市中央区天神３丁目９常　勤:    3理事長　 　梨紗 新規 小歯 現存
     番３３号ＫＧ天神ビル１階 (歯       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935103,833,6 医療法人宝歯会　伊都〒819-0379 092-805-8846医療法人宝歯会　かじ馬場﨑　勝也 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     スマイル歯科医院 福岡県福岡市西区北原一丁目２番常　勤:    6わら歯科医院　理事長 新規 歯外 現存
     １号 (歯       6)　梶原　浩喜 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936103,835,1 医療法人社団デンタル〒810-0004 092-739-8333医療法人社団デンタル中村　尚子 平18. 4. 1歯   矯歯 診療所
     ユニオン　渡辺通歯科福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目常　勤:    1ユニオン　理事長　向 交代 現存
     ２５－１５地産ビル天神２０３ (歯       1)笠　雅夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937103,836,9 医療法人桃邦会　むか〒810-0011 092-713-8555医療法人桃邦会　理事向井　博邦 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     い歯科医院 福岡県福岡市中央区高砂一丁目１常　勤:    6長　向井　博邦 組織変更 歯外 現存
     －２９１丁目ＫＦビル１Ｆ (歯       6) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  938103,839,3 医療法人　弘奉会　た〒814-0175 092-871-2000医療法人　弘奉会　理武田　徹 平18. 6. 1歯   診療所
     けだ歯科医院 福岡県福岡市早良区田村１丁目１常　勤:    2事長　武田　徹 組織変更 現存
     番２７号 (歯       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939103,840,1 医療法人社団博文会　〒814-0021 092-846-4658医療法人社団博文会　阿部　繁和 平18. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     あらえ歯科・小児歯科福岡県福岡市早良区荒江３－１５常　勤:    3理事長　平野　博文 新規 歯外 現存
     医院 －８ (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940103,841,9 医療法人正剛会　堀歯〒810-0001 092-751-1696医療法人正剛会　堀歯五十嵐　大生 平19. 1. 1歯   診療所
     科医院 福岡県福岡市中央区天神３丁目８常　勤:    2科医院　理事長　五十 組織変更 現存
     －１５ (歯       2)嵐　大生 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941103,843,5 医療法人玄信会　さか〒814-0002 092-821-3622医療法人玄信会　理事坂牧　玄 平27. 8. 1歯   小歯 診療所
     まきデンタルクリニッ福岡県福岡市早良区西新１－７－常　勤:    2長　坂牧　玄 移動 現存
     ク ２５ (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942103,846,8 楠元歯科医院 〒814-0006 092-852-4422医療法人皓凌会　理事楠元　啓介 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区百道１丁目３常　勤:    1長　楠元　啓介 組織変更 現存
     ０番１６号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943103,847,6 ほほえみ小児歯科 〒819-0054 092-883-1487医療法人ほほえみ会　橋本　惠司 平21. 5. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     福岡県福岡市西区上山門１丁目２常　勤:    1理事長　橋本　惠司 組織変更 現存
     番３２号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944103,849,2 福岡天神歯科口腔外科〒810-0021 092-739-7393医療法人いぶき　理事加納　拓 平21.11.13歯   歯外 矯歯診療所
     カンファークリニック福岡県福岡市中央区今泉２丁目５常　勤:    3長　木下　径彦 組織変更 現存
     番１１号カンファービル２Ｆ (歯       3) 平27.11.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945103,850,0 木村勝彦歯科医院 〒810-0042 092-739-5005木村　勝彦 木村　勝彦 平22. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１－１４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －３５赤坂門アイビル２Ｆ (歯       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  946103,851,8 よしおか歯科医院 〒810-0014 092-521-6007吉岡　和彦 吉岡　和彦 平22. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区平尾３丁目６常　勤:    2 新規 現存
     －８武石ビル２０１ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947103,852,6 水ノ江歯科医院 〒814-0031 092-851-3882水ノ江　聖太郎 水ノ江　聖太郎 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市早良区南庄１－１６常　勤:    2 交代 現存
     －１４ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948103,853,4 平川歯科医院 〒819-0031 092-812-0678平川　実 平川　実 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区橋本１丁目１０常　勤:    1 交代 現存
     番２４号 (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949103,854,2 秋月デンタルオフィス〒810-0015 092-533-2525秋月　大 秋月　大 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市中央区那の川２丁目常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ９－３２ (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950103,855,9 黒田まさあき歯科 〒819-0169 092-836-6771黒田　将彰 黒田　将彰 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市西区今宿西１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－２８ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951113,187,5 吉川歯科医院 〒810-0073 74-5994 吉川　眞理子 吉川　眞理子 昭47. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目６常　勤:    2 現存
     の２５ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952113,314,5 後藤歯科診療所 〒814-0011 092-821-5754後藤　幸弘 後藤　幸弘 昭44. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区高取二丁目十常　勤:    2 現存
     七番四号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953113,345,9 樋口歯科医院 〒814-0131 092-871-3553樋口　常弘 樋口　常弘 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区松山２－５－常　勤:    3 移動 現存
     ３ (歯       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954113,423,4 あじさか歯科医院 〒814-0104 092-841-0958鯵坂　一郎 鯵坂　一郎 平20. 3.24歯   歯外 診療所
     福岡県福岡市城南区別府４丁目１常　勤:    2 移動 現存
     ６－１－１０２ (歯       2) 平26. 3.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955113,426,7 小林歯科医院 〒814-0162 小林　増 小林　増蔵 昭47. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区星の原団地３常　勤:    1 現存
     ２－３ (歯       1) 平29. 5. 1
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  956113,482,0 中村嘉明歯科医院 〒810-0041 中村　嘉明 中村　嘉明 昭49. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２丁目６常　勤:    2 現存
     －２福岡国際ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957113,509,0 田中歯科医院 〒810-0063 092-741-5768田中　就介 田中　就介 昭50. 6.18歯   診療所
     福岡県福岡市中央区唐人町２丁目常　勤:    1 現存
     １番３９号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958113,545,4 岩橋歯科医院 〒814-0151 092-801-4801岩橋　慶和 岩橋　慶和 昭51. 6.18歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区堤２丁目１２常　勤:    1 現存
     番５号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959113,569,4 ノジリ歯科 〒810-0073 092-761-5321野尻　賢 野尻　賢 平14. 2.15歯   診療所
     福岡県福岡市中央区舞鶴２丁目３常　勤:    1 移動 現存
     －１０ (歯       1) 平26. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960113,573,6 斧山歯科医院 〒810-0041 092-761-2838斧山　章一 斧山　章一 昭52. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２丁目２常　勤:    1 現存
     ４７番１シャンボール大名Ｂ棟２(歯       1) 平30. 5. 1
     階２０６号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961113,575,1 西田歯科医院 〒810-0004 092-731-1777西田　猛 西田　猛 平19. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通５－２常　勤:    1 移動 現存
     ３－２東急ドエルアルス天神９０(歯       1) 平25. 3. 1
     ２ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962113,580,1 おかふじ歯科医院 〒814-0123 092-862-5958岡藤　敏生 岡藤　敏生 昭52. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区長尾５丁目８常　勤:    1 現存
     －１６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963113,593,4 石井歯科医院 〒810-0001 092-771-2423石井　輝彦 石井　輝彦 昭50. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1 現存
     －３４住友生命ビル４Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964113,599,1 近藤歯科診療所 〒819-0167 092-806-6371近藤　史朗 近藤　史朗 昭53. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区今宿１丁目５－常　勤:    1 現存
     ２９－１０２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965113,606,4 山田歯科医院 〒814-0176 山田　博 山田　博 昭53. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区四箇田団地５常　勤:    1 現存
     番１０１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  966113,609,8 高尾歯科医院 〒814-0022 092-851-8518高尾　正英 高尾　正英 平11. 7.26歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区原５丁目１５常　勤:    2 移動 現存
     番１２号 (歯       2) 平29. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967113,615,5 伊藤歯科医院 〒819-0042 092-811-6978伊藤　俊光 伊藤　俊光 昭53.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区壱岐団地１３７常　勤:    1 現存
     番２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968113,620,5 小野歯科医院 〒811-1123 092-804-2839小野　徹 小野　徹 昭54. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区内野３丁目１常　勤:    1 現存
     ５－１０ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969113,622,1 佐藤歯科医院 〒810-0055 092-741-1593佐藤　俊生 佐藤　俊生 平17. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区黒門２－３１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970113,628,8 丸尾歯科医院 〒810-0024 092-712-8962丸尾　哲 丸尾　哲 昭54. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区桜坂２丁目８常　勤:    2 現存
     番１１号 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971113,637,9 讃井歯科医院 〒810-0001 092-761-6000讃井　靖彦 讃井　靖彦 昭54. 9. 2歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1 現存
     の３０福岡天神第一生命ビルディ(歯       1) 平24. 9. 1
     ング５Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972113,638,7 石橋歯科医院 〒814-0153 092-863-3351石橋　正邦 石橋　正邦 昭54. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区樋井川６丁目常　勤:    3 現存
     １３－２５ (歯       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973113,646,0 松尾歯科医院 〒814-0002 092-851-0918松尾　康昭 松尾　康昭 平28. 8.10歯   診療所
     福岡市早良区西新４－９－２８グ常　勤:    2 移動 現存
     ランドビル柴田３Ｆ (歯       2) 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974113,648,6 秀島歯科医院 〒819-0022 092-881-6622秀島　祥次郎 秀島　祥次郎 昭55. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区福重４丁目１８常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975113,649,4 益田歯科医院 〒814-0104 092-821-3588益田　正美 益田　正美 昭55. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区別府１丁目５常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  976113,650,2 大賀歯科医院 〒814-0003 092-821-3112大賀　啓史 大賀　啓史 昭55. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区城西１丁目８常　勤:    1 現存
     番４５号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977113,653,6 日高歯科医院 〒811-1122 092-804-1110日高　潤二 日高　潤二 昭55. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区早良７丁目１常　勤:    1 現存
     －３３ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978113,655,1 能登原歯科医院 〒814-0133 092-862-0470能登原　昭紀 能登原　昭紀 昭55. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区七隈２丁目１常　勤:    1 現存
     番６５号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979113,661,9 池尻歯科医院 〒819-0002 092-881-7954池尻　洋一 池尻　洋一 昭56. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜６丁目２常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980113,663,5 堀田裕児歯科医院 〒814-0163 092-801-7458堀田　裕児 堀田　裕児 平14.10.15歯   診療所
     福岡県福岡市早良区干隈３丁目２常　勤:    1 移動 現存
     ９番１８号 (歯       1) 平26.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981113,667,6 阿部歯科医院 〒810-0054 092-711-8501阿部　孝二 阿部　孝二 昭56. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区今川１丁目２常　勤:    1 現存
     番６号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982113,668,4 長沢歯科医院 〒810-0023 092-741-4488長澤　誠二 長澤　誠二 昭56. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区警固１丁目１常　勤:    1 現存
     番１号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983113,671,8 歯科石橋秀夫医院 〒814-0142 092-801-0077石橋　秀夫 石橋　秀夫 平10. 8.17歯   診療所
     福岡県福岡市城南区片江３丁目７常　勤:    1 移動 現存
     －２１ (歯       1) 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984113,675,9 城戸歯科医院 〒810-0062 092-751-4228城戸　達雄 城戸　達雄 平19. 5. 7歯   診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸３丁目７常　勤:    2 移動 現存
     －２ (歯       2) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985113,683,3 糸瀬歯科医院 〒814-0121 092-861-1605糸瀬　正通 糸瀬　正通 昭57. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区神松寺２－５常　勤:    3 現存
     －３０ (歯       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  986113,684,1 日高歯科医院 〒810-0062 092-771-2705日高　修司 日高　修司 昭57. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸１丁目９常　勤:    1 現存
     －２１（仙成ビル２Ｆ） (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987113,687,4 もうり小児歯科医院 〒814-0013 092-822-1515毛利　元治 毛利　元治 昭57. 7. 1小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1 現存
     番４０号藤崎駅ビル３階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988113,693,2 堤歯科医院 〒814-0011 092-822-1866堤　俊之 堤　俊之 昭58. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区高取２丁目１常　勤:    2 現存
     ７－３０ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989113,698,1 かむら歯科医院 〒810-0022 092-521-3000嘉村　康則 嘉村　康則 昭58. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区薬院３－３－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990113,701,3 小森歯科医院 〒819-0000 092-882-2593小森　常喜 小森　常喜 昭58.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区姪浜４丁目９－常　勤:    1 現存
     １２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991113,706,2 西村歯科医院 〒814-0103 092-851-1576西村　公雄 西村　公雄 昭59. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区鳥飼７丁目３常　勤:    1 歯外 現存
     番２４号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992113,708,8 石川歯科医院 〒810-0014 092-524-4141石川　久 石川　久 平 9. 4.18歯   診療所
     福岡県福岡市中央区平尾２丁目３常　勤:    1 移動 現存
     番１７号クロスピア平尾１０１号(歯       1) 平30. 4.18
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993113,709,6 神田歯科医院 〒819-0006 092-882-5255神田　晋爾 神田　晋爾 平26.11.13歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    1 移動 現存
     ６－２２ (歯       1) 平26.11.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994113,711,2 立野歯科医院 〒814-0002 092-821-9448立野　豊 立野　豊 昭59. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    2 現存
     ３－１４ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995113,712,0 まべ歯科診療所 〒814-0003 092-851-3999真部　雄二 真部　雄二 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区城西３丁目２常　勤:    1 現存
     １－１５ジョイフル西新２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
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  996113,719,5 泉歯科医院 〒814-0123 092-552-6333泉　幸三 泉　幸三 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区長尾３丁目１常　勤:    3 現存
     －２９ (歯       3) 平29. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997113,720,3 三島歯科医院 〒810-0035 092-761-3747三島　公彦 三島　公彦 平22. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区梅光園２丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２３－１－１０２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998113,721,1 鈴木歯科医院 〒819-0168 092-807-1353鈴木　裕法 鈴木　裕法 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区今宿駅前１丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２－４ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999113,725,2 谷口歯科医院 〒814-0006 092-851-3251谷口　通一 谷口　通一 昭60. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区百道２丁目９常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000113,728,6 井槌小児歯科 〒819-0002 092-882-6480井槌　浩雄 井槌　浩雄 昭60. 4. 1小歯 歯外 診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜四丁目２常　勤:    2 現存
     ２－１０アベニュー井上ビル２階(歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001113,736,9 黒岩歯科医院 〒810-0001 092-713-1367黒岩　繁樹 黒岩　繁樹 平 8.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１ー１３常　勤:    2 移動 現存
     ー１９天神ＭＡＲＵビル５Ｆ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002113,737,7 金藤歯科医院 〒814-0011 092-822-7181金藤　哲明 金藤　哲明 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市早良区高取１－１－常　勤:    3 現存
     ２２ (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003113,740,1 船越歯科医院 〒810-0001 092-771-1087船越　栄次 船越　栄次 昭61. 4.23歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目４常　勤:   11 現存
     －１西日本新聞会館１５Ｆ (歯      11) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1004113,742,7 平井歯科医院 〒819-0041 092-882-6886平井　雲鶴 平井　雲鶴 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区拾六町５丁目１常　勤:    1 現存
     ６番２１号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005113,746,8 池内歯科医院 〒814-0002 092-823-1060池内　伸幸 池内　伸幸 昭61. 8.18歯   診療所
     福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1 現存
     －１４ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006113,747,6 しいきこうじ歯科医院〒819-0041 092-882-6990椎木　康嗣 椎木　康嗣 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区大字拾六町３丁常　勤:    1 現存
     目１１－１８ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007113,748,4 田中歯科医院 〒810-0034 092-781-3865田中　憲一 田中　憲一 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区笹丘１丁目４常　勤:    2 現存
     －１５ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008113,749,2 藤田歯科医院 〒811-1101 092-804-6913藤田　次郎 藤田　次郎 昭62. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区重留１丁目１常　勤:    1 現存
     －３３ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009113,754,2 平川利子歯科医院 〒819-0043 092-811-4121平川　利子 平川　利子 平 8.11.13歯   診療所
     福岡県福岡市西区野方１丁目１７常　勤:    3 移動 現存
     ー２８ (歯       3) 平29.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010113,756,7 福光歯科医院 〒814-0123 092-861-8888福光　保之 福光　保之 平15.12.24歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区長尾５丁目３常　勤:    3 移動 現存
     １番６号 (歯       3) 平27.12.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011113,757,5 松尾歯科医院 〒819-0162 092-807-1919松尾　東洋彦 松尾　東洋彦 昭62. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区今宿青木５３６常　勤:    2 現存
     －１ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012113,758,3 川野歯科医院 〒819-0371 092-807-8888川野　俊一 川野　俊一 昭62. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区大字飯氏字井町常　勤:    1 現存
     ９２７－３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013113,759,1 ながしま歯科医院 〒814-0003 092-822-0030永島　常光 永島　常光 昭62. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区城西２－６－常　勤:    1 現存
     １４ＶＥＧＡビル城西１Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
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 1014113,761,7 河原昌二歯科医院 〒810-0001 092-731-8222河原　昌二 河原　昌二 昭62. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２－１４常　勤:    1 現存
     －３５野村不動産天神ビル５Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015113,762,5 古川歯科医院 〒819-0373 092-806-1051古川　泰清 古川　泰清 昭62. 6.25歯   診療所
     福岡県福岡市西区周船寺１丁目９常　勤:    1 現存
     －８ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016113,764,1 黒岩歯科医院 〒810-0026 092-522-7984黒岩　健司 黒岩　健司 昭62. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区古小烏町７０常　勤:    2 現存
     －２ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017113,771,6 秋本歯科医院 〒810-0023 092-715-7306秋本　啓治 秋本　啓治 昭63. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区警固２丁目２常　勤:    1 現存
     －１５秋本ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018113,772,4 斎藤歯科医院 〒814-0143 092-865-5991斎藤　克比古 斎藤　克比古 昭63. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区南片江３丁目常　勤:    1 現存
     １３－４６ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019113,778,1 ナカノ歯科 〒819-0167 092-806-7728中野　嗣久 中野　嗣久 平19. 2. 5歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区今宿１－５－２常　勤:    2 移動 現存
     ７－２Ｆ (歯       2) 平25. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020113,782,3 三宅歯科医院 〒819-0001 092-882-9814三宅　仁三郎 三宅　仁三郎 昭63. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区小戸４丁目３－常　勤:    1 現存
     ３６ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021113,785,6 山本歯科医院 〒819-0054 092-882-6823山本　秀昭 山本　秀昭 昭63.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市西区上山門１丁目２常　勤:    1 現存
     ０－１５ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022113,792,2 家入歯科医院 〒810-0035 092-733-0212家入　浩二 家入　浩二 平元. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区梅光園１－１常　勤:    2 現存
     －５ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023113,794,8 くまがい歯科クリニッ〒814-0033 092-845-1117熊谷　真一 熊谷　真一 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市早良区有田７丁目１常　勤:    1 現存
     ９－７ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1024113,795,5 きど歯科クリニック 〒819-0006 092-891-4181城戸　新哉 城戸　新哉 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    1 現存
     ２番６号マンション・ル・ジョリ(歯       1) 平28. 4. 1
     エ１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025113,796,3 村上歯科医院 〒814-0104 092-844-0120村上　晃二 村上　晃二 平元. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区別府３丁目３常　勤:    1 現存
     －１２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026113,797,1 ヒロシ歯科医院 〒814-0111 092-822-0465井上　博 井上　博 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区茶山２丁目１常　勤:    1 現存
     ３－２６アーバンビル１、２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027113,803,7 福岡歯科大学医科歯科〒814-0193 092-801-0411学校法人　福岡学園　池邉　哲郎 昭48. 3.15一般        50病院
     (111,803,3) 総合病院 福岡県福岡市早良区田村２丁目１常　勤:  305理事長　水田　祥代 歯   矯歯 小歯現存
     ５－１ (医      37) 平30. 3. 1歯外 内   循  
     (歯     268) 外   消   心内
     非常勤:   41 耳い 眼   形外
     (医      11) 美外 麻   放  
     (歯      30) 小   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028113,804,5 福岡県歯科医師会　巡〒810-0041 一般社団法人福岡県歯長谷　宏一 昭51. 3. 1歯   診療所
     回診療所 福岡県福岡市中央区大名１丁目１常　勤:    2科医師会　会長　長谷 現存
     ２－４３ (歯       2)　宏一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029113,806,0 医療法人社団　博和会〒810-0001 092-751-9247医療法人社団　博和会中西　勇 昭52. 2. 1歯   診療所
     　中西歯科医院 福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    2　理事長　中西　勇 現存
     ４番８号福岡天神センタービル５(歯       2) 平28. 2. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030113,807,8 医療法人社団横研会　〒810-0041 092-712-0498医療法人社団横研会　横田　盛 平18. 6.13矯歯 歯   診療所
     横田矯正歯科クリニッ福岡県福岡市中央区大名１－１４常　勤:    3理事長　横田　小代子 移動 現存
     ク －４５ (歯       3) 平30. 6.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031113,808,6 福岡口腔保健センター〒810-0041 092-752-0648福岡市　福岡市長　髙熊沢　榮三 昭59. 7. 1歯   診療所
     歯科急患診療所 福岡県福岡市中央区大名１丁目１常　勤:    2島　宗一郎 現存
     ２－４３ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032113,810,2 医療法人　飯野歯科医〒810-0005 092-521-2155医療法人　飯野歯科医飯野　マサ子 昭63. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県福岡市中央区清川３丁目１常　勤:    3院　理事長　飯野　マ 現存
     ５－２０ (歯       3)サ子 平24. 8. 1
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 1033113,813,6 桜井歯科医院 〒814-0151 092-871-1023櫻井　徹 櫻井　徹 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区堤１丁目１４常　勤:    1 移動 現存
     －６ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034113,816,9 小島歯科医院 〒819-0015 092-883-2662小島　進 小島　進 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区愛宕３丁目１－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035113,819,3 医療法人　持山歯科医〒810-0001 092-712-3900医療法人　持山歯科医持山　達郎 平 6. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 福岡県福岡市中央区天神３丁目３常　勤:    2院　理事長　持山　達 移動 現存
     －３ (歯       2)郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036113,820,1 医療法人秀治会　高口〒810-0004 092-741-9064医療法人　秀治会　高高口　秀夫 平 6. 2. 1歯   診療所
     歯科医院 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目常　勤:    2口歯科医院　理事長　 移動 現存
     １１－１１ (歯       2)高口　秀夫 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037113,823,5 医療法人　正美会　伊〒810-0001 092-713-5386医療法人　正美会　理伊藤　正彦 平元.11. 1矯歯 診療所
     藤歯科矯正医院 福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1事長　伊藤　正彦 現存
     －３０福岡天神第一生命ビル５階(歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038113,826,8 医療法人　村上歯科ク〒810-0001 092-715-4180医療法人　村上歯科ク村上　英輔 平 2. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区天神４丁目２常　勤:    3リニック　理事長　村 現存
     －２０天神幸ビル (歯       3)上　英輔 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039113,830,0 大和歯科医院 〒814-0163 092-801-0648大和　哲 大和　哲 平 2. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区干隈４丁目２常　勤:    1 現存
     －１０ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040113,831,8 東山歯科医院 〒814-0134 092-821-7677東山　隆勇 東山　隆勇 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市城南区飯倉１丁目１常　勤:    1 移動 現存
     １ー５０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041113,832,6 大島歯科医院 〒814-0155 092-801-6480大島　義信 大島　義信 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市城南区東油山２丁目常　勤:    2 現存
     ４－１０ (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1042113,833,4 岡部歯科医院 〒814-0104 092-821-9420岡部　千香夫 岡部　千香夫 平 2. 4.21歯   診療所
     福岡県福岡市城南区別府４丁目２常　勤:    1 現存
     －２８ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043113,836,7 杉村歯科医院 〒810-0053 092-771-1283久保田　直子 久保田　直子 平 2. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区鳥飼３丁目１常　勤:    1 現存
     －３２　１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044113,841,7 上原歯科医院 〒819-0006 092-881-0206上原　洋 上原　洋 平11. 8.24歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    1 移動 現存
     ５番３号 (歯       1) 平29. 8.24
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045113,843,3 西田歯科医院 〒819-0025 092-883-4992西田　卓 西田　卓 平 2.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区石丸３丁目１１常　勤:    1 現存
     －１エレガンス青木１Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046113,845,8 さかい歯科医院 〒814-0153 092-511-9837坂井　啓祐 坂井　啓祐 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区樋井川３丁目常　勤:    1 現存
     １７－６グランヴィア城南１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047113,847,4 くれたけ歯科医院 〒819-0165 092-807-2588呉竹　浩一 呉竹　浩一 平 2.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区今津４８０１－常　勤:    3 歯外 現存
     ９１ (歯       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048113,852,4 うえだ歯科医院 〒814-0003 092-843-8181上田　珠湖 上田　珠湖 平 3. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区城西３－２１常　勤:    1 現存
     －３１アーバンハイツ西新２Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049113,853,2 黒木歯科医院 〒814-0151 092-871-2577黒木　裕太 黒木　裕太 平21. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市城南区堤２－２２－常　勤:    2 移動 現存
     ６ (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050113,854,0 野中歯科医院 〒810-0031 092-733-4551野中　亮介 野中　亮介 平 3. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区谷１丁目１２常　勤:    1 現存
     －４ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051113,855,7 ひらい歯科医院 〒810-0003 092-716-6418平井　直 平井　直 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市中央区春吉２丁目６常　勤:    2 現存
     －１０第一小財ビル１階 (歯       2) 平30. 2. 1
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 1052113,859,9 堀田歯科医院 〒819-0167 092-807-2355堀田　辰朗 堀田　辰朗 平 3. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区今宿２丁目１１常　勤:    1 現存
     －１－２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053113,860,7 一ッ松歯科医院 〒814-0004 092-846-3718一ッ松　功 一ッ松　功 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区曙１丁目６－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054113,861,5 鎮守歯科医院 〒814-0022 092-841-8100医療法人鎮守歯科医院鎮守　信弘 平30. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡市早良区原１丁目１１番１０常　勤:    2　理事長　鎮守　信弘 移動 歯外 現存
     号 (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055113,862,3 柳野歯科医院 〒814-0101 092-847-3408柳野　敬一 柳野　敬一 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市城南区荒江１丁目２常　勤:    1 現存
     １－１８ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056113,866,4 望月歯科医院 〒810-0001 092-715-6480望月　在秀 望月　在秀 平11. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目４常　勤:    1 移動 現存
     －１５プリオ天神４Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057113,870,6 加茂歯科医院 〒814-0033 092-847-4055加茂　廣和 加茂　廣和 平 3. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区有田７丁目１常　勤:    1 現存
     ４－１２ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058113,877,1 神田歯科医院 〒819-0373 092-807-6575神田　恭宏 神田　恭宏 平17. 9.27歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市西区周船寺１丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ９番１８号 (歯       1) 平29. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059113,878,9 医療法人　きし哲也歯〒819-0381 092-806-2000医療法人　きし哲也歯岸　哲也 平21. 6. 1歯   診療所
     科医院 福岡県福岡市西区泉２丁目１番３常　勤:    4科医院　理事長　岸　 移動 現存
     号 (歯       4)哲也 平27. 6. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060113,879,7 医療法人　ゆうだ歯科〒810-0001 092-714-0541医療法人　ゆうだ歯科夕田　寿太郎 平 4. 1. 1歯   診療所
     医院 福岡県福岡市中央区天神１丁目９常　勤:    1医院　理事長　夕田　 現存
     番１７号６階 (歯       1)寿太郎 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1061113,880,5 しんごう歯科医院 〒814-0103 092-822-8811新郷　陽二 新郷　陽二 平 4. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市城南区鳥飼５－６－常　勤:    2 現存
     ３ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062113,882,1 へぎ歯科医院 〒810-0001 092-741-8212枌　浩一 枌　浩一 平 4. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1 現存
     ４－１６三栄ビル６階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063113,883,9 医療法人　尚歯会　的〒810-0022 092-524-1011医療法人　尚歯会　理的野　良就 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     野歯科医院 福岡県福岡市中央区薬院４丁目６常　勤:    3事長　的野　良次 歯外 現存
     －４ (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064113,884,7 あぜもと歯科・矯正歯〒819-0381 092-807-6213畔元　良仁 畔元　良仁 平 4. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科・小児歯科 福岡県福岡市西区泉２丁目１６－常　勤:    2 現存
     １１ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065113,885,4 野口歯科クリニック 〒819-0025 092-885-1050野口　和幸 野口　和幸 平 4. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区石丸２丁目１－常　勤:    1 現存
     １６ロ－ゼンハイム１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066113,887,0 近藤あきら歯科医院 〒819-0014 092-885-0810近藤　晃 近藤　晃 平 4. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市西区豊浜２丁目１－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067113,888,8 医療法人社団　プラタ〒810-0067 092-725-2626医療法人社団　プラタ岩本　憲明 平 4. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ナス会　いざき歯科医福岡県福岡市中央区伊崎３番１３常　勤:    4ナス会　理事長　岩本 歯外 現存
     院 号 (歯       4)　憲明 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068113,890,4 重松歯科医院 〒814-0022 092-847-7755重松　久幹 重松　久幹 平 4. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市早良区原６丁目２９常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1069113,891,2 はしぐち歯科医院 〒814-0174 092-865-5757橋口　眞幸 橋口　眞幸 平 4. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市早良区田隈２丁目２常　勤:    1 矯歯 現存
     ４－３８ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070113,892,0 境歯科医院 〒810-0074 092-751-3472境　憲治 境　憲治 平 4. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市中央区大手門２丁目常　勤:    2 現存
     １－１０西鉄大手門ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071113,894,6 武谷歯科医院 〒810-0021 092-716-1152武谷　道彦 武谷　道彦 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市中央区今泉１丁目４常　勤:    1 現存
     －２３ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072113,896,1 本郷みどり歯科医院 〒814-0011 092-821-0001本郷　みどり 本郷　みどり 平 4.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市早良区高取１丁目２常　勤:    2 現存
     ９－５ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073123,008,1 多々隈歯科医院 〒811-1324 092-572-0552多々隈　繁光 多々隈　繁光 平10.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区警弥郷二丁目１常　勤:    2 移動 現存
     ３－２３ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074123,031,3 沖歯科医院 〒811-1324 092-591-0720沖　和泰 沖　和泰 平10. 8.21歯   診療所
     福岡県福岡市南区警弥郷３丁目５常　勤:    2 移動 現存
     －２１ (歯       2) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075123,032,1 古賀歯科医院 〒811-1362 541-6988 古賀　恵介 古賀　恵介 昭45.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区長住二丁目十番常　勤:    1 現存
     三十一号 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076123,033,9 藤村歯科医院 〒811-1361 54-6066 藤村　陽一 藤村　陽一 昭46. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区西長住２丁目２常　勤:    1 休止
     ６番３８号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077123,034,7 福元歯科医院 〒815-0041 092-511-0139福元　征四郎 福元　征四郎 昭46. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区野間１丁目２－常　勤:    2 現存
     １８ (歯       2) 平29. 4. 1
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 1078123,052,9 坂本歯科医院 〒815-0073 092-512-2800坂本　健治 坂本　健治 昭49. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区大池１丁目９番常　勤:    2 現存
     ６号 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079123,060,2 小宮歯科医院 〒815-0033 小宮　計久 小宮　計久 昭51. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目２－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080123,065,1 米倉歯科医院 〒811-1361 092-512-6153米倉　和義 米倉　和義 昭51.11. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区西長住１丁目１常　勤:    1 現存
     ２－３５の１１０ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081123,066,9 加藤歯科医院 〒815-0063 092-512-7085加藤　彰久 加藤　彰久 昭52. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区柳河内２丁目１常　勤:    1 現存
     １－１ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082123,067,7 清水歯科医院 〒815-0032 092-511-0219清水　浩 清水　浩 昭52. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区塩原３丁目２４常　勤:    3 歯外 現存
     －２９ (歯       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083123,070,1 杉本歯科医院 〒815-0081 092-531-6480杉本　登 杉本　登 平20.10.14歯   小歯 診療所
     福岡市南区那の川１丁目７－１４常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平26.10.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084123,076,8 新田歯科医院 〒815-0033 新田　君治 新田　君治 昭53. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目８番常　勤:    1 現存
     １－２０７号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085123,077,6 あつみ歯科医院 〒811-1313 092-573-1346渥美　隆一 渥美　隆一 昭53. 7. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区曰佐１丁目２４常　勤:    1 現存
     －１７ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086123,079,2 藤田歯科医院 〒815-0032 512-2611 藤田　晴幸 藤田　晴幸 昭53.10. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区塩原２丁目６－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087123,081,8 中島歯科医院 〒815-0032 511-4638 中島　幸弘 中島　幸弘 昭53.12. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区塩原二丁目９－常　勤:    1 現存
     ３１平野ビル１Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
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 1088123,082,6 太田歯科医院 〒815-0042 512-1513 太田　哲矢 太田　哲矢 昭54. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区若久４丁目１－常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平28.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089123,086,7 笹原歯科医院 〒811-1356 092-565-0183笹原　隆男 笹原　隆男 昭54. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区花畑２丁目３１常　勤:    1 現存
     －１３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090123,087,5 有吉歯科医院 〒811-1362 561-1188 有吉　誠 有吉　誠 昭54. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区長住２丁目２２常　勤:    2 現存
     －２ (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091123,088,3 永利歯科医院 〒811-1361 511-5515 永利　秀文 永利　秀文 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区西長住２丁目３常　勤:    1 移動 現存
     ８ー１２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092123,091,7 山本歯科医院 〒815-0083 092-521-7890山本　達雄 山本　達雄 昭55. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区高宮３丁目８－常　勤:    2 現存
     ６ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093123,094,1 松本歯科医院 〒811-1344 512-1893 松本　良一 松本　良一 昭55. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区三宅２丁目１６常　勤:    1 現存
     番地の１ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094123,101,4 内野歯科医院 〒815-0075 561-7788 内野　公一 内野　公一 昭56. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区長丘３丁目１７常　勤:    1 現存
     番５号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095123,106,3 秋山歯科クリニック 〒811-1344 秋山　聰 秋山　聰 昭57. 9. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区三宅１丁目２－常　勤:    5 現存
     １２ (歯       5) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096123,108,9 とがみ歯科医院 〒811-1356 092-565-1216砥上　照美 砥上　照美 昭58. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区花畑３丁目１７常　勤:    3 現存
     －１２ (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097123,110,5 うらもと歯科医院 〒815-0041 092-512-5409浦本　正弘 浦本　正弘 昭58. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区野間４丁目１番常　勤:    1 現存
     ３５－１１４号 (歯       1) 平28. 8. 1
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 1098123,114,7 小串歯科医院 〒815-0081 092-524-0720小串　儀行 小串　儀行 昭61. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区那ノ川１丁目１常　勤:    1 現存
     ３－１１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099123,120,4 山本歯科医院 〒811-1352 092-566-6480山本　正孝 山本　正孝 昭63. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区鶴田４丁目６－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100123,123,8 三谷歯科医院 〒811-1314 092-501-0030三谷　晴信 三谷　晴信 昭63. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区的場１丁目１０常　勤:    2 現存
     －１５ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101123,128,7 浅田歯科医院 〒815-0081 092-522-6129浅田　英文 浅田　英文 昭63. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区那の川１丁目２常　勤:    1 現存
     ２－２２サツキマンション２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102123,129,5 ちゃん歯科医院 〒815-0083 092-526-6331張　在光 張　在光 平10. 1.19歯   診療所
     福岡県福岡市南区高宮１丁目８番常　勤:    1 移動 現存
     １８号 (歯       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103123,130,3 長谷川歯科医院 〒811-1346 092-566-8488長谷川　智秀 長谷川　智秀 平 7.10.30歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区老司１－２８－常　勤:    1 移動 現存
     ２７ツインクルビル１Ｆ (歯       1) 平28.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104123,131,1 とよた歯科医院 〒815-0031 092-512-1877豊田　浩 豊田　浩 平17.11.28歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区清水３丁目１９常　勤:    1 移動 現存
     －３２太陽ビル１Ｆ (歯       1) 平29.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105123,134,5 川上歯科医院 〒811-1343 092-553-3334川上　誠 川上　誠 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区和田１－２－３常　勤:    1 移動 現存
     ５ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106123,135,2 うしろがた歯科医院 〒811-1313 592-3200 後瀉　博行 後瀉　博行 平元. 6. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区曰佐４丁目２５常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107123,137,8 石田歯科医院 〒811-1302 092-581-1962石田　雅男 石田　雅男 平 7. 8. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区井尻１－３６－常　勤:    1 移動 現存
     ２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1108123,138,6 かとう歯科クリニック〒815-0001 585-6480 加藤　浩 加藤　浩 平 2. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区五十川２－１４常　勤:    1 現存
     －１５グレイボックス１０８　１(歯       1) 平29. 3. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109123,139,4 児玉歯科医院 〒815-0083 092-522-1888児玉　圭介 児玉　圭介 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区高宮３丁目２－常　勤:    1 現存
     １５ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110123,140,2 つつみ歯科医院 〒811-1302 092-593-0841堤　隆志 堤　隆志 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目２５常　勤:    1 現存
     －３１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111123,148,5 小河歯科医院 〒811-1347 092-541-4682小河　清裕 小河　清裕 平 3. 5.24歯   診療所
     福岡県福岡市南区野多目１丁目１常　勤:    1 現存
     －２１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112123,154,3 あんどう歯科小児歯科〒815-0071 524-9760 安藤　武清 安藤　武清 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     医院 福岡県福岡市南区平和１丁目２－常　勤:    2 現存
     １８平和ＪＳビル (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113123,155,0 山内歯科クリニック 〒815-0041 562-2522 山内　慶三 山内　慶三 平 4. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区野間１丁目１４常　勤:    1 現存
     －２４ライオンズブラザ高宮３０(歯       1) 平28. 5. 1
     ２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114123,156,8 和智歯科医院 〒815-0075 092-542-7000和智　秀明 和智　秀明 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区長丘２丁目２５常　勤:    1 現存
     番１５号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115123,160,0 石井歯科医院 〒811-1362 551-0349 石井　貴三男 石井　貴三男 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区長住７丁目５－常　勤:    1 現存
     ２１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116123,162,6 石井歯科医院 〒815-0033 092-541-0179石井　潔 石井　潔 平 5. 4. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区大橋４丁目４－常　勤:    1 現存
     １０ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117123,163,4 中島歯科クリニック 〒815-0083 092-522-3118中島　文香 中島　文香 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区高宮２丁目３－常　勤:    2 新規 現存
     ５ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1118123,164,2 なりとみ歯科医院 〒811-1302 092-592-8218成冨　立稔 成富　立稔 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区井尻２丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119123,166,7 ふさえ歯科小児歯科 〒811-1364 092-552-3636荒木　房枝 荒木　房枝 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区中尾１丁目２９常　勤:    1 新規 現存
     －１０グリーンヒルオノ２階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120123,167,5 ごとう歯科医院 〒811-1351 092-565-6482後藤　文雄 後藤　文雄 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区屋形原３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ６－１７ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121123,168,3 おおもり歯科医院 〒815-0063 092-542-0770大森　隆弘 大森　隆弘 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区柳河内２丁目４常　勤:    1 移動 現存
     番２１号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122123,169,1 中村良次歯科 〒815-0063 092-541-1228中村　良次 中村　良次 平 6. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区柳河内１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －１２第一浮羽ビル２０２号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123123,170,9 堀尾歯科医院 〒811-1365 092-541-6288堀尾　明秀 堀尾　明秀 平 7. 1. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区皿山４－２－６常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124123,173,3 赤木歯科医院 〒815-0075 092-512-8506赤木　幸一 赤木　幸一 平 7. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区長丘５－２１－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125123,174,1 たじり歯科医院 〒815-0032 092-541-6020田尻　英男 田尻　英男 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区塩原１－２０－常　勤:    1 新規 現存
     ３７ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126123,176,6 おおがみ歯科医院 〒815-0041 092-562-0006大神　健次郎 大神　健次郎 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区野間４－５－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127123,183,2 えがみ歯科医院 〒815-0032 092-551-0418江上　宗之 江上　宗之 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区塩原３丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     ー６ヴィラージュ大橋１Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1128123,185,7 大岩ひろあき歯科 〒811-1302 092-584-1000大岩　博明 大岩　博明 平 9. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目１４常　勤:    2 新規 現存
     ー１２アバンセ井尻２０２号 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129123,188,1 小森歯科クリニック 〒811-1364 092-554-4039小森　 志 小森　 志 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区中尾３丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130123,189,9 大橋南デンタルクリニ〒811-1303 092-586-2100下岸　正博 下岸　正博 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県福岡市南区折立町６－８田常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     村ビル２０１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131123,192,3 スマイル歯科医院 〒815-0082 092-525-4182平木　光 平木　光 平10. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区大楠２丁目１９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －２０ピュアドームエレガンテ２(歯       1) 平28. 6. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132123,194,9 なかの歯科医院 〒815-0041 092-562-6976中野　誠之 中野　誠之 平10. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区野間３－４－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133123,195,6 こうせい歯科クリニッ〒811-1356 092-567-0675田口　公正 田口　公正 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市南区花畑３丁目３３常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134123,202,0 匠歯科クリニック 〒815-0084 092-533-9078三松　匠哉 三松　匠哉 平12. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区市崎１－１７－常　勤:    4 新規 現存
     ２７ (歯       4) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135123,211,1 あそう歯科小児歯科 〒815-0083 092-523-7750麻生　博子 麻生　博子 平14. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区高宮３丁目１０常　勤:    2 交代 現存
     ー６コスモメゾンアキヤマ２Ｆ (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136123,212,9 おおほ歯科医院 〒815-0042 092-512-6722大穗　美保 大穗　美保 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区若久６丁目５３常　勤:    1 交代 現存
     －１１ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137123,213,7 江頭歯科医院 〒811-1361 092-551-1670江頭　隆 江頭　隆 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区西長住３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ０番３２号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1138123,214,5 さかきばら歯科医院 〒811-1355 092-512-3311榊原　陽一郎 榊原　陽一郎 平14. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区桧原２－３５－常　勤:    3 新規 現存
     ２４ (歯       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139123,215,2 福田歯科医院 〒815-0032 092-541-0117福田　憲一郎 福田　憲一郎 平14. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区塩原４－１１－常　勤:    2 新規 現存
     ２１ (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140123,216,0 あいざわ歯科医院 〒815-0082 092-522-8317相澤　茂 相澤　茂 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区大楠２丁目１０常　勤:    2 新規 現存
     －１メゾンコスミック１０１ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141123,217,8 わたなべ歯科医院 〒815-0082 092-531-1640渡邊　貴幸 渡邊　貴幸 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区大楠一丁目３４常　勤:    1 交代 現存
     －９－１０１ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142123,218,6 なかむら歯科クリニッ〒815-0082 092-534-1150中村　朗太 中村　朗太 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市南区大楠１－１８－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １－１Ｆ (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143123,219,4 枌歯科医院 〒815-0041 092-541-0987枌　昭三 枌　昭三 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区野間１丁目９－常　勤:    3 組織変更 現存
     ２６ (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144123,220,2 えいらく歯科クリニッ〒815-0035 092-511-9666永楽　大二 永楽　大二 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市南区向野１丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番１４号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145123,223,6 こーじ歯科医院 〒811-1365 092-541-5574松井　弘司 松井　弘司 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区皿山３－１－５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146123,224,4 宮城たろう歯科 〒811-1355 092-566-4188宮城　太郎 宮城　太郎 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区桧原７丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1147123,227,7 松村歯科医院 〒815-0073 092-511-3243松村　英尚 松村　英尚 平17. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区大池１丁目２６常　勤:    2 交代 現存
     番２７号 (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148123,228,5 野間中央歯科クリニッ〒815-0041 092-553-0550小野　兼治 小野　兼治 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市南区野間１丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     －３１－２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149123,230,1 くらたに矯正歯科 〒815-0083 092-524-3939倉谷　豪 倉谷　豪 平17. 7. 1矯歯 診療所
     福岡県福岡市南区高宮１丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ４号サンコーポ高宮１０２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150123,231,9 うらかわ歯科医院 〒815-0075 092-552-8588浦川　修 浦川　修 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区長丘２丁目１番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151123,236,8 すえなが歯科クリニッ〒811-1347 092-567-6480末永　敬吾 末永　敬吾 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県福岡市南区野多目２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －５　ユーライフ野多目２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152123,237,6 またま歯科医院 〒811-1302 092-582-6480 玉　光希 玉　光希 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目１１常　勤:    1 組織変更 現存
     番１８号 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153123,238,4 吉川歯科医院 〒815-0033 092-551-4545医療法人　友和会　理吉川　和則 平19. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区大橋４丁目１３常　勤:    2事長　吉川　和則 新規 歯外 現存
     番２８号 (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154123,239,2 たけとみ歯科クリニッ〒815-0042 092-554-1020武富　敏彦 武富　敏彦 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市南区若久５丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １５号レグラス若久１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1155123,241,8 ひらやま歯科医院 〒815-0042 092-511-6480平山　耕司 平山　耕司 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区若久５丁目２４ 新規 矯歯 現存
     番２９号コンフォート若久Ａ　１ 平25. 5. 1
     階　１０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156123,242,6 きらら歯科 〒815-0083 092-522-6151政次　博文 政次　博文 平19. 5.16歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区高宮１丁目３番常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ３２号高宮第二オークマンション(歯       1) 平25. 5.16
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157123,243,4 宮内歯科医院 〒815-0083 092-524-9964医療法人　光明会　理宮内　秀明 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区高宮５丁目３番常　勤:    1事長　宮内　秀明 組織変更 現存
     ９号　２階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158123,245,9 ひいらぎ歯科医院 〒815-0031 092-542-1800医療法人　博柊会　理増田　純久 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区清水４丁目４－常　勤:    2事長　増田　純久 組織変更 矯歯 現存
     １０ソルトヴィース１Ｆ (歯       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159123,249,1 やまだ歯科クリニック〒815-0041 092-403-4560山田　浩史 山田　浩史 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区野間３丁目７番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １２－１０１号 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160123,252,5 花畑歯科クリニック 〒811-1356 092-567-8787前田　顕之 前田　顕之 平22. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県福岡市南区花畑２丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     －３６ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161123,254,1 牧野歯科医院 〒811-1302 092-591-5126牧野　正敬 牧野　正敬 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区井尻４丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３７号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162123,255,8 なお歯科・矯正歯科ク〒811-1324 092-986-2273沖　斉賢 沖　斉賢 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 福岡県福岡市南区警弥郷２丁目１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ５番１７号 (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163123,256,6 わち歯科医院 〒811-1364 092-551-0021和智　裕 和智　裕 平23. 2. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区中尾２丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1164123,257,4 外山歯科医院 〒811-1347 092-551-3350外山　博崇 外山　博崇 平23. 3. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区野多目１－１２常　勤:    2 交代 現存
     －５ (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165123,258,2 ことぶき歯科クリニッ〒811-1323 092-586-5353久保　寿 久保　寿 平23. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県福岡市南区弥永１丁目２８常　勤:    2 新規 現存
     番１１号 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166123,260,8 木村デンタルクリニッ〒815-0001 092-502-5567木村　順 木村　順 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県福岡市南区五十川２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ３－３２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167123,261,6 重冨歯科医院 〒811-1355 092-567-6633重冨　澄保 重冨　澄保 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区桧原５丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －３２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168123,262,4 いくた歯科 〒815-0031 092-511-6210生田　貴也 生田　貴也 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区清水２丁目１５常　勤:    2 交代 現存
     －２３ (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169123,263,2 さくらえ歯科こども歯〒811-1323 092-571-0808櫻江　陽子 櫻江　陽子 平23. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 福岡県福岡市南区弥永１丁目３５常　勤:    3 交代 歯外 現存
     －５－１Ｆ (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170123,264,0 ごとう歯科医院 〒815-0074 092-551-6006後藤　直 後藤　直 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区寺塚１丁目１６常　勤:    1 交代 現存
     －１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171123,267,3 ソフィア　デンタル　〒811-1344 092-408-7878医療法人　清静会　理林　利典 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区三宅３丁目１２常　勤:    2事長　古賀　正章 新規 歯外 現存
     番１３号 (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172123,268,1 ますだ歯科 〒811-1353 092-566-3034増田　真一 増田　真一 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区柏原４－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ４６ (歯       1) 平24. 7. 1
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 1173123,273,1 西　耕作歯科医院 〒811-1352 092-565-8119西　耕作 西　耕作 平25.12.24歯   矯歯 診療所
     福岡県福岡市南区鶴田３丁目１８常　勤:    3 交代 現存
     －１ (歯       3) 平25.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174123,274,9 宮本歯科クリニック 〒815-0075 092-562-0418医療法人雄大会　理事宮本　久嗣 平26. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区長丘１丁目１７常　勤:    2長　宮本　久嗣 組織変更 歯外 現存
     －５ (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175123,275,6 ひろた哲哉歯科 〒811-1346 092-408-4691 田　哲哉 田　哲哉 平26. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区老司２丁目７－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １１　２Ｆ (歯       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176123,276,4 よしかね歯科クリニッ〒815-0033 092-554-2000吉兼　透 吉兼　透 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県福岡市南区大橋１丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番２５号ミツヤレジデンスビル１(歯       1) 平26. 3. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177123,279,8 ＭＯＴＯＫＩ　ＤＥＮ〒815-0001 092-558-2884医療法人　徳治会　理石川　太樹 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ福岡県福岡市南区五十川２丁目２常　勤:    1事長　石川　太樹 新規 歯外 現存
     ６番６号 (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178123,280,6 ひろみ歯科クリニック〒811-1361 佐藤　浩美 佐藤　浩美 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区西長住１丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番３６号ＭⅢグリーンコート西長(歯       1) 平26.10. 1
     住２Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179123,281,4 けやき歯科・矯正歯科〒815-0033 092-557-8241塚野　寛久 塚野　寛久 平27. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区大橋２丁目１４常　勤:    2 新規 現存
     －１８Ｕ大橋１Ｆ (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180123,282,2 ひらかわ歯科医院 〒815-0082 092-515-1550平河　貴大 平河　貴大 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区大楠２丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     －２４Ｔグランド平尾 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1181123,283,0 かしはら交差点歯科 〒811-1353 092-567-8888中村　健太郎 中村　健太郎 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区柏原１－２－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182123,284,8 ほんだ歯科診療室 〒815-0082 092-753-7660本多　正幸 本多　正幸 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区大楠３－１９－常　勤:    1 新規 現存
     １７　ＫＲＩＳＫＡＲ高宮ビル１(歯       1) 平27. 5. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183123,285,5 新田歯科 〒811-1365 092-553-2121新田　悟 新田　悟 平27. 5. 1歯   診療所
     福岡県福岡市南区皿山２丁目１－常　勤:    2 新規 現存
     ６０ (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184123,286,3 しらきはら歯科 〒811-1362 092-408-2458白木原　裕毅 白木原　裕毅 平27. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区長住４丁目３番常　勤:    2 新規 現存
     ８号 (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185123,287,1 医療法人　ブリエ　い〒811-1302 092-558-1972医療法人　ブリエ　理芹田　俊 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     じり歯科クリニック 福岡県福岡市南区井尻５丁目２－常　勤:    2事長　江川　哲治 新規 矯歯 現存
     １７　第一上野ビル１Ｆ (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186123,288,9 今泉歯科医院 〒815-0033 092-541-2781今泉　康一 今泉　康一 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区大橋２－１２－常　勤:    3 交代 歯外 現存
     １３　康孝ビル２Ｆ (歯       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187123,289,7 アップルフレンド歯科〒815-0075 092-512-2745有吉　伸二 有吉　伸二 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県福岡市南区長丘４丁目７番常　勤:    1 交代 現存
     １５号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188123,291,3 とう歯科クリニック 〒811-1323 092-502-3534医療法人　博医会　理藤　博貴 平27.12.25歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区弥永４－２－３常　勤:    1事長　藤　博貴 組織変更 現存
     ーＣ号室 (歯       1) 平27.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189123,292,1 かなこ歯科 〒811-1321 092-591-5858医療法人　紫雲会　理桃 　加奈子 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県福岡市南区柳瀬１丁目４０常　勤:    1事長　桃嵜　文堯 新規 歯外 現存
     番６号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1190123,293,9 おとな歯科　こども歯〒815-0084 092-533-8060吉塚　麻衣子 吉塚　麻衣子 平28. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     科　まい子医院 福岡県福岡市南区市崎１－１７－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ７ (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191123,294,7 井坂歯科医院 〒811-1324 092-593-6648井坂　太郎 井坂　太郎 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区警弥郷１－４－常　勤:    1 交代 現存
     １５ビューラーＨＩＲＯ３７ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192123,295,4 フレンド歯科長丘 〒815-0075 092-408-1549医療法人フレンド　理山根　幹春 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県福岡市南区長丘４丁目７番常　勤:    3事長　添島　秀隆 新規 現存
     １５号－１０２室 (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193123,296,2 歯科のじみよ子クリニ〒815-0033 092-408-7319野地　美代子 野地　美代子 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡市南区大橋１－８－８１丁目常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ８番館ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194123,298,8 おおぞら歯科 〒815-0041 092-542-8020原口　尚大 原口　尚大 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市南区野間２丁目３－１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195123,299,6 高宮通り　こさかデン〒815-0035 092-557-1567小阪　慎二郎 小阪　慎二郎 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     タルクリニック 福岡市南区向野１－１９－２７サ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ンシャイン野間１０３ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196123,300,2 矯正歯科めぐみ歯なら〒811-1302 092-581-9131大石　めぐみ 大石　めぐみ 平29. 1. 1矯歯 診療所
     びクリニック 福岡市南区井尻３丁目１０番２０常　勤:    1 新規 現存
     号井尻ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197123,301,0 ひろたまさき歯科 〒815-0075 092-408-1418廣田　正毅 廣田　正毅 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市南区長丘３－１０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198123,302,8 まんだい千恵歯科 〒815-0075 092-408-1947萬代　千恵 萬代　千恵 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市南区長丘５－２５－１９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   131 頁

 1199123,303,6 長住やました歯科 〒811-1362 092-554-6787山下　英俊 山下　英俊 平29. 1.16歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市南区長住３丁目１－１ブレ常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ス金子１０１ (歯       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200123,304,4 平岡歯科クリニック 〒815-0033 092-551-4000医療法人ＨＤＣ　理事平岡　貴紀 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市南区大橋二丁目１１番１６常　勤:    1長　平岡　貴紀 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201123,305,1 木村しんすけ歯科クリ〒815-0075 木村　慎介 木村　慎介 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 福岡市南区長丘５－２５－９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202123,306,9 きらりえがお歯科　小〒811-1355 092-566-1711川中　笑美 川中　笑美 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     児矯正歯科 福岡市南区桧原四丁目５－１０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203123,308,5 豊美歯科クリニック 〒815-0041 092-559-8511中島　豊美 中島　豊美 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市南区野間１丁目１２－５エ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     クセラン高宮１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204123,309,3 かわたに歯科医院 〒811-1312 092-513-1800医療法人心美会　理事川谷　智範 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡市南区横手南町２０番地３ 常　勤:    3長　川谷　智範 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205123,310,1 医療法人ブリエ　ｅー〒811-1351 092-555-3805医療法人ブリエ　理事古川　悠紀 平29. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     デンタルクリニック 福岡市南区屋形原１丁目３５－２常　勤:    1長　江川　哲治 新規 歯外 現存
     ４みのだビル１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206123,311,9 みずどり歯科医院 〒811-1364 092-554-3795森谷　圭介 森谷　圭介 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市南区中尾３丁目４３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207123,312,7 よしだ歯科クリニック〒811-1362 092-210-6795吉田　雅則 吉田　雅則 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡市南区長住４－１－４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1208123,313,5 アイビーデンタルクリ〒815-0035 092-561-2204大澤　賢次 大澤　賢次 平29.10. 1歯外 歯   小歯診療所
     ニック 福岡市南区向野二丁目１４番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209123,314,3 すまいる歯科クリニッ〒811-1302 092-985-2142医療法人社団にこにこ松永　瞬 平30. 4. 1歯   診療所
     ク 福岡市南区井尻五丁目１３番２０常　勤:    2会　理事長　松永　瞬 組織変更 現存
     号メゾンド・クレール１０１号 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210123,802,7 医療法人　成歯会　成〒815-0082 092-524-0418医療法人　成歯会　理成澤　俊朗 平 2. 8. 1歯   診療所
     沢歯科クリニック 福岡県福岡市南区大楠３丁目２０常　勤:    1事長　成澤　俊朗 現存
     －１８ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211123,803,5 医療法人　仁水会　出〒815-0033 092-553-3355医療法人　仁水会　理出水　龍典 平 2. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     水歯科医院 福岡県福岡市南区大橋１丁目２０常　勤:    1事長　出水　龍典 現存
     －１７ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212123,806,8 医療法人元気が湧く　〒815-0033 092-551-8080医療法人　元気が湧く近藤　嘉人 平 3.12. 1矯歯 小歯 診療所
     こどもの歯科診療所 福岡県福岡市南区大橋３丁目２－常　勤:    2　理事長　本山　茂夫 現存
     １ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213123,807,6 医療法人　アンブル　〒811-1346 092-565-8148医療法人　アンブル　原　文夫 平 4. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     アンブル歯科 福岡県福岡市南区老司１丁目１７常　勤:    6理事長　原　文夫 矯歯 現存
     －３４パークヒルズ老司１Ｆ (歯       6) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214123,808,4 医療法人　徳寿会　田〒811-1351 092-511-4180医療法人　徳寿会　理田邊　道徳 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     辺歯科クリニック 福岡県福岡市南区屋形原１丁目２常　勤:    1事長　田邊　道徳 現存
     －３９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215123,809,2 医療法人　正葉会　関〒811-1346 092-565-0808医療法人　正葉会　理関　玲子 平 9.11.25歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 福岡県福岡市南区老司２丁目１１常　勤:    2事長　関　玲子 移動 矯歯 現存
     番１０号 (歯       2) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216123,812,6 医療法人ふじさき歯科〒815-0042 092-511-5533医療法人ふじさき歯科藤﨑　文雄 平22. 2. 8歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区若久１丁目１７常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     番３号 (歯       1)藤﨑　文雄 平28. 2. 8
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 1217123,813,4 医療法人雄之会　つき〒811-1302 092-582-5454医療法人　雄之会　理築山　雄次 平13. 6. 4歯   矯歯 小歯診療所
     やま歯科医院 福岡県福岡市南区井尻５丁目２５常　勤:    7事長　築山　雄次 移動 歯外 現存
     －６ (歯       7) 平25. 6. 4
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218123,814,2 医療法人　今村矯正歯〒815-0033 092-512-3553医療法人　今村矯正歯今村　昇 平 6.12. 1矯歯 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市南区大橋１－８－１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ８大橋Ｓビル４Ｆ (歯       1)　今村　昇 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219123,815,9 医療法人　奥村歯科医〒811-1344 092-561-4412医療法人　奥村歯科医奥村　勉 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県福岡市南区三宅１－１５－常　勤:    1院　理事長　奥村　勉 組織変更 現存
     ２１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220123,817,5 医療法人康隆会　井上〒815-0004 092-431-1940医療法人康隆会　理事茅島　賢次 平15. 1. 9歯   小歯 診療所
     歯科医院 福岡県福岡市南区高木１丁目１４常　勤:    1長　茅島　賢次 移動 現存
     －８ (歯       1) 平27. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221123,819,1 医療法人　山本歯科医〒811-1302 092-581-4397医療法人　山本歯科医山本　順一 平26. 8.12歯   歯外 小歯診療所
     院 福岡県福岡市南区井尻４丁目３番常　勤:    4院　理事長　山本　順 移動 現存
     ３７号 (歯       4)一 平26. 8.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222123,821,7 医療法人積心会　おお〒815-0033 092-552-7775医療法人積心会　理事原口　浩一 平11.12.16歯   歯外 矯歯診療所
     はし歯科クリニック 福岡県福岡市南区大橋１丁目８番常　勤:    3長　深江　正彦 交代 小歯 現存
     １９号プロベニオ大橋４階 (歯       3) 平29.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223123,822,5 医療法人　福松会　福〒815-0036 092-542-3234医療法人福松会　理事堀尾　政司 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     泉歯科医院 福岡県福岡市南区筑紫丘１丁目２常　勤:    2長　堀尾　政司 組織変更 歯外 現存
     ３番９号－２０３号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224123,823,3 中村司・比路江歯科医〒811-1346 092-565-0977医療法人有友会　理事前田　卓 平16. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県福岡市南区老司三丁目３２常　勤:    2長　中村　司 組織変更 歯外 現存
     番３０号 (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1225123,826,6 コル歯科診療室 〒815-0033 092-553-8239医療法人　ヒューマッ古賀　明弓 平17.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目２３常　勤:    2クス　理事長　松田　 新規 現存
     番１０号１階 (歯       2)宏一 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226123,828,2 さかぐち小児・矯正歯〒811-1302 092-592-1232医療法人　あすなろ会坂口　繁夫 平19. 1. 1小歯 矯歯 診療所
     科医院 福岡県福岡市南区井尻５丁目４番常　勤:    3　理事長　坂口　繁夫 組織変更 現存
     ６号 (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227123,830,8 吉永デンタルクリニッ〒815-0083 092-524-8470医療法人ＭＩ会　理事吉永　剛 平19. 6. 1歯   診療所
     ク 福岡県福岡市南区高宮１丁目６番常　勤:    1長　吉永　剛 組織変更 現存
     ３号フィレンツェ平尾２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228123,831,6 医療法人香和会　おお〒815-0082 092-521-6626医療法人香和会　おお大多和　利明 平19. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     たわ歯科医院 福岡県福岡市南区大楠３丁目４４常　勤:    4たわ歯科医院　理事長 組織変更 小歯 現存
     ７ (歯       4)　大多和　利明 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229143,004,6 早川歯科医院 〒818-0117 092-924-8148早川　至廣 早川　至廣 昭53. 5. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市宰府３丁目４－３常　勤:    1 現存
     ７番地 (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230143,006,1 魚住歯科医院 〒818-0117 4-6558 魚住　明夫 魚住　明夫 昭54. 7. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市宰府２丁目９－１常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231143,008,7 陶山歯科医院 〒818-0101 09292-5-8260陶山　仁平 陶山　仁平 昭56.11. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市観世音寺２丁目１常　勤:    1 現存
     ９－１ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232143,009,5 松崎歯科医院 〒818-0123 092-924-0057松崎　正誠 松崎　正誠 昭57. 5. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市梅ケ丘１－３－１常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233143,010,3 筒井歯科医院 〒818-0124 092-923-5298筒井　寛治 筒井　寛治 昭57. 7. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市梅香苑１丁目１の常　勤:    2 現存
     ２１ (歯       2) 平24. 7. 1
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 1234143,015,2 よしむら歯科医院 〒818-0101 092-928-1118吉村　雅明 吉村　雅明 昭62.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県太宰府市観世音寺５丁目１常　勤:    3 現存
     －６ (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235143,016,0 むかえ歯科医院 〒818-0122 092-924-4777迎　保孝 迎　保孝 平元. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県太宰府市高雄６丁目１－２常　勤:    2 現存
     ２ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236143,019,4 増田歯科医院 〒818-0136 925-0848 増田　純二 増田　純二 平 6. 4. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市長浦台４丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237143,020,2 林歯科医院 〒818-0125 092-922-6430林　克哉 林　克哉 平 8. 7. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市五条１丁目１５番常　勤:    2 交代 現存
     ８号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238143,021,0 山本歯科医院 〒818-0133 092-919-1020山本　德康 山本　德康 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県太宰府市坂本１丁目２番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平17. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239143,022,8 なかがわ歯科医院 〒818-0125 092-919-1648中川　由佳 中川　由佳 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県太宰府市五条２丁目２２－常　勤:    1 新規 現存
     ５月見ヶ丘ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240143,023,6 トータルケアデンタル〒818-0134 092-920-1010彌吉　重孝 彌吉　重孝 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 福岡県太宰府市大佐野五丁目１７常　勤:    2 新規 現存
     番１号 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241143,024,4 ひろ歯科クリニック 〒818-0131 092-928-7000小畠　博司 小畠　博司 平12. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県太宰府市水城３丁目７番２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242143,026,9 さいとう歯科 〒818-0138 092-921-8110斉藤　孝徳 斉藤　孝徳 平13.12. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市吉松三丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243143,028,5 たむら歯科医院 〒818-0134 092-925-1825田村　哲也 田村　哲也 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県太宰府市大佐野２丁目１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －１０ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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 1244143,030,1 みかさ歯科医院 〒818-0110 092-922-7576牛島　茂 牛島　茂 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県太宰府市御笠１－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245143,033,5 やすたけ歯科医院 〒818-0132 092-405-8887安武　聡 安武　聡 平20. 4. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市国分１－１３－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246143,034,3 おおた歯科クリニック〒818-0134 092-920-5333太田　秀人 太田　秀人 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県太宰府市大佐野３－１－５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ２ (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247143,035,0 しんかい歯科クリニッ〒818-0133 092-919-1020新開　守晃 新開　守晃 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県太宰府市坂本１－２－７Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     －ＷＡＶＥ都府楼２Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248143,036,8 池内歯科医院 〒818-0104 092-922-4605池内　完史 池内　完史 平22.10. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市通古賀３丁目１２常　勤:    1 交代 現存
     番１５ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249143,037,6 うちだ歯科クリニック〒818-0123 092-555-4008山崎　朱美 山崎　朱美 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県太宰府市梅ケ丘１－８－３常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250143,038,4 吉塚歯科医院 〒818-0125 092-923-4348吉塚　周太郎 吉塚　周太郎 平23. 5.16歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県太宰府市五条２－２－３０常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251143,039,2 鈴木歯科医院 〒818-0105 092-923-5633医療法人　ＳｕＤＣ　鈴木　ひろみ 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県太宰府市都府楼南四丁目３常　勤:    2理事長　鈴木　ひろみ 組織変更 現存
     番１号 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252143,040,0 やました歯科医院 〒818-0134 092-924-3622山下　真太郎 山下　真太郎 平24.12. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市大佐野６－２－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1253143,043,4 ハートスマイル歯科ク〒818-0135 092-921-7881医療法人ハートスマイ大串　奈津貴 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 福岡県太宰府市向佐野三丁目３番常　勤:    1ル歯科クリニック　理 組織変更 矯歯 現存
     ２１号 (歯       1)事長　大串　奈津貴 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254143,044,2 歴史公園前歯科クリニ〒818-0135 092-925-0907永留　初實 永留　初實 平25.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福岡県太宰府市向佐野４丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255143,045,9 柴原歯科医院 〒818-0125 092-925-7557柴原　清隆 柴原　清隆 平26. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県太宰府市五条２－６－３５常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256143,046,7 佐々木歯科医院 〒818-0103 092-925-2181野々熊　美智子 野々熊　美智子 平27. 2. 6歯   診療所
     福岡県太宰府市朱雀２丁目２９－常　勤:    1 交代 現存
     １２ (歯       1) 平27. 2. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257143,047,5 ファミリー歯科クリニ〒818-0135 092-921-5700医療法人　恭三会　理髙岡　昌男 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック太宰府 福岡県太宰府市向佐野二丁目１３常　勤:    1事長　弘長　研史 新規 矯歯 休止
     番２４号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258143,048,3 ひまわり歯科 〒818-0125 092-555-6671医療法人　鵬志会　理鶴園　和浩 平28. 3. 1歯   診療所
     福岡県太宰府市五条二丁目５番５常　勤:    1事長　別府　鵬飛 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259143,049,1 メイプル歯科医院 〒818-0132 092-408-6483医療法人　晴楓会　理山本　晴久 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県太宰府市国分一丁目５番４常　勤:    1事長　山本　晴久 組織変更 矯歯 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260143,801,5 医療法人　山口歯科医〒818-0104 092-922-1977医療法人　山口歯科医山口　博文 平 9. 3. 1歯   診療所
     院 福岡県太宰府市通古賀３丁目９番常　勤:    1院　理事長　山口　博 移動 現存
     ３号 (歯       1)文 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261143,802,3 医療法人　恵寿会　坂〒818-0101 092-928-6480医療法人　恵寿会　坂坂本　登志彦 平 8. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     本歯科医院 福岡県太宰府市観世音寺３丁目１常　勤:    1本歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ４番６号アスパ都府楼１Ｆ (歯       1)坂本　登志彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   138 頁

 1262143,803,1 じょう歯科診療所 〒818-0104 092-928-8898医療法人順風會　理事城　順一郎 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県太宰府市通古賀４丁目５番常　勤:    2長　城　順一郎 移動 現存
     ２０号 (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263153,004,3 佐藤歯科医院 〒816-0952 092-591-0872佐藤　魁慈 佐藤　魁慈 昭47. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市下大利１丁目９－常　勤:    2 現存
     １７ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264153,008,4 井手歯科医院 〒816-0964 井手　克憲 井手　克憲 昭50. 3. 1歯   診療所
     福岡県大野城市南ケ丘４丁目３－常　勤:    1 現存
     １８ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265153,014,2 工藤歯科医院 〒816-0911 503-0827 工藤　信文 工藤　信文 昭53. 4. 1歯   診療所
     福岡県大野城市大城４丁目７－２常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266153,017,5 井上歯科医院 〒816-0923 092-581-0416井上　良魁 井上　良魁 昭55. 1. 1歯   診療所
     福岡県大野城市雑餉隈５丁目３－常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267153,018,3 松永歯科医院 〒816-0922 501-4645 松永　正憲 松永　正憲 昭55. 5. 1歯   診療所
     福岡県大野城市山田４丁目８－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268153,019,1 いび歯科医院 〒816-0964 092-596-4834井樋　豊 井樋　豊 昭56. 5.19歯   診療所
     福岡県大野城市南ケ丘３－５－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269153,021,7 園田歯科医院 〒816-0935 092-573-7868園田　成美 園田　成美 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市錦町４－６－２１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270153,022,5 永冨歯科医院 〒816-0981 092-596-3768永冨　正夫 永冨　正夫 昭57. 7. 1歯   診療所
     福岡県大野城市若草２丁目４－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271153,024,1 財前歯科医院 〒816-0964 092-596-1631財前　利彦 財前　利彦 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市南ケ丘２丁目１－常　勤:    2 現存
     ２ (歯       2) 平28. 5. 1
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 1272153,025,8 上ノ町歯科医院 〒816-0943 574-4648 上ノ町　哲 上ノ町　哲 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市白木原１丁目４－常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273153,026,6 河波歯科医院 〒816-0922 092-572-9777河波　裕二 河波　裕二 昭59. 5. 1歯   診療所
     福岡県大野城市山田１丁目１－３常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274153,029,0 ふくみつ歯科 〒816-0904 092-503-2932福光　泰介 福光　泰介 昭61. 5. 1歯   診療所
     福岡県大野城市大池２丁目２１－常　勤:    2 現存
     ３５ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275153,030,8 大賀歯科医院 〒816-0982 092-596-6880大賀　誠治 大賀　誠治 昭61. 6. 1歯   診療所
     福岡県大野城市畑ケ坂１丁目７－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 9.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276153,031,6 くぼ歯科クリニック　〒816-0972 092-596-3775久保　守 久保　守 平25. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     こども歯科クリニック福岡県大野城市平野台１丁目１７常　勤:    2 移動 歯外 現存
     －８ (歯       2) 平25. 4. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277153,034,0 はたじ歯科医院 〒816-0952 092-571-5171幡地　千秀 幡地　千秀 平13.11.26歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大野城市下大利３丁目２番常　勤:    1 移動 現存
     １３号 (歯       1) 平25.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278153,035,7 吉田歯科医院 〒816-0952 092-592-2000吉田　武博 吉田　武博 平元. 7. 1歯   診療所
     福岡県大野城市下大利１丁目１９常　勤:    1 現存
     －３江口ビル２０１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279153,037,3 内野歯科医院 〒816-0951 092-593-0234内野　敏巳 内野　敏巳 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市下大利団地２－１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280153,038,1 原歯科 〒816-0943 092-581-1197原　文典 原　文典 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市白木原５丁目１－常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281153,039,9 ひろかど歯科医院 〒816-0954 092-595-4311廣門　康一 廣門　康一 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市紫台１１８パセオ常　勤:    1 現存
     南ヶ丘ビル３Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
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 1282153,040,7 のむら歯科医院 〒816-0983 092-595-4515野村　蘭子 野村　蘭子 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市月の浦３丁目１７常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283153,041,5 安東歯科医院 〒816-0932 092-574-3555安東　俊夫 安東　俊夫 平18. 8.14歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市瓦田１丁目１６－常　勤:    1 移動 現存
     １２ (歯       1) 平24. 8.14
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284153,042,3 いとう歯科医院 〒816-0931 092-593-2552伊藤　昇 伊藤　昇 平 6. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市筒井１－１８－９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285153,043,1 よしだ歯科医院 〒816-0931 092-592-2400吉田　秀康 吉田　秀康 平 6. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市筒井１－５－１８常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286153,044,9 あなみ歯科医院 〒816-0934 092-584-8287阿南　啓之 阿南　啓之 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市曙町３－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287153,045,6 山田歯科医院 〒816-0952 092-593-8333山田　和彦 山田　和彦 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市下大利２丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     ー１３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288153,047,2 まつふじ歯科医院 〒816-0983 092-595-6200松藤　達也 松藤　達也 平10. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市月の浦１丁目２５常　勤:    1 新規 現存
     番７号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289153,048,0 中野歯科クリニック 〒816-0981 092-595-3695中野　康秀 中野　康秀 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市若草３丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290153,049,8 かとう歯科医院 〒816-0935 092-593-4755加藤　大作 加藤　大作 平12. 5. 1歯   診療所
     福岡県大野城市錦町２丁目５－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291153,051,4 むねおか歯科医院 〒816-0943 092-582-4131宗岡　孝志 宗岡　孝志 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     大野城市白木原２－１－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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 1292153,052,2 かわくぼ歯科医院 〒816-0905 092-504-3228岩室　律子 岩室　律子 平12. 8. 1歯   診療所
     福岡県大野城市川久保２丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293153,053,0 船越歯科医院 〒816-0935 092-572-6789舩越　知行 舩越　知行 平12.11.21歯   診療所
     福岡県大野城市錦町２丁目４－１常　勤:    1 組織変更 現存
     ０ (歯       1) 平24.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294153,055,5 なごみ歯科医院 〒816-0932 092-575-0753宮園　香樹 宮園　香樹 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市瓦田１丁目１４番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６号 (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295153,057,1 ながとも歯科クリニッ〒816-0931 092-581-5522長友　信樹 長友　信樹 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県大野城市筒井５丁目１－９常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296153,058,9 うえの歯科医院 〒816-0941 092-572-1118上野　徹 上野　徹 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市東大利３－１６－常　勤:    1 新規 現存
     ２１－１０２ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297153,059,7 しばたスマイル歯科ク〒816-0943 092-589-0077柴田　雅文 柴田　雅文 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     リニック 福岡県大野城市白木原１丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ５号Ｊ－クリスタル３０４号室 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298153,062,1 こんどう歯科医院 〒816-0924 092-587-2218近藤　明 近藤　明 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大野城市栄町１丁目１－７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299153,064,7 四つ葉歯科 〒816-0943 092-588-8488医療法人　若葉会　理髙尾　和宏 平19. 1. 2歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大野城市白木原１丁目７－常　勤:    3事長　髙尾　和宏 組織変更 歯外 現存
     ２６－１０１ (歯       3) 平25. 1. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300153,065,4 いわたに歯科小児歯科〒816-0955 092-595-1381岩谷　浩史 岩谷　浩史 平20. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市上大利５丁目３番常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     １１号 (歯       4) 平26. 3. 1
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 1301153,066,2 えとう歯科クリニック〒816-0962 092-596-8388衛藤　孝史 衛藤　孝史 平20. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市つつじケ丘１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １５－２６ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302153,067,0 いしげ歯科医院 〒816-0955 092-589-7378石下　義彦 石下　義彦 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市上大利４－６－１ 新規 矯歯 現存
     平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303153,068,8 かわの歯科医院 〒816-0906 092-580-8118川野　慎一 川野　慎一 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市中１丁目５番３８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304153,069,6 歯科・かずクリニック〒816-0941 092-586-6487古川　和洋 古川　和洋 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市東大利２－４－６常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     エスポワールシャルム１Ｆ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305153,071,2 おかだ歯科クリニック〒816-0912 092-580-8333岡田　一三 岡田　一三 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大野城市御笠川６丁目８－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306153,074,6 野口歯科医院 〒816-0941 092-572-3888井上　貴史 井上　貴史 平25. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県大野城市東大利１－７－１常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307153,075,3 白木原歯科 〒816-0943 092-588-3700医療法人　一会　理事伊東　佑記 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市白木原一丁目１番常　勤:    1長　木本　和久 新規 矯歯 現存
     ５５号 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308153,076,1 御笠川デンタルクリニ〒816-0912 092-513-3315前原　利彦 前原　利彦 平28. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック　ヒカリ 福岡県大野城市御笠川２－１５－常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     ２ (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309153,077,9 はち歯科医院 〒816-0905 092-504-2323医療法人星樹会　理事馬場　聡 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大野城市川久保一丁目１２常　勤:    2長　馬場　聡 組織変更 矯歯 現存
     番１０号 (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1310153,078,7 サン・スマイル歯科 〒816-0941 092-571-5240医療法人　サン・スマ和田　裕彰 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県大野城市東大利二丁目２番常　勤:    1イル歯科　理事長　和 組織変更 現存
     ６号 (歯       1)田　裕彰 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311153,079,5 ゆめ歯科クリニック 〒816-0906 092-513-0118髙田　朋子 髙田　朋子 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市中２丁目３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312153,080,3 医療法人宝歯会　乙金〒816-0902 092-558-6410医療法人宝歯会かじわ篠原　豪 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     スマイル歯科小児歯科大野城市乙金３丁目２３番１号 常　勤:    1ら歯科医院　理事長　 新規 歯外 現存
     医院 (歯       1)梶原　浩喜 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313153,802,0 医療法人　佐藤道彦歯〒816-0955 092-596-5811医療法人　佐藤道彦歯髙木　一岳 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     科医院 福岡県大野城市上大利２丁目１０常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 現存
     －１ (歯       1)　啓介 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314153,803,8 医療法人　カニ歯科医〒816-0952 092-501-6480医療法人　カニ歯科医可児　康 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県大野城市下大利２丁目１２常　勤:    3院　理事長　可児　康 移動 現存
     番１１号ワイズノート２Ｆ (歯       3) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315153,806,1 医療法人はなだ歯科ク〒816-0943 092-915-4180医療法人はなだ歯科ク花田　真也 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 福岡県大野城市白木原１丁目１７常　勤:    3リニック　理事長　花 組織変更 現存
     番４ (歯       3)田　真也 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316153,808,7 日高歯科医院 〒816-0902 092-504-7722医療法人社団　千翠会日高　竜也 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大野城市乙金１丁目１３－常　勤:    1　理事長　日高　竜也 組織変更 現存
     ３８ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317153,809,5 ミント歯科クリニック〒816-0935 092-573-8111医療法人社団秀英　理瓜生　紳一郎 平19.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大野城 福岡県大野城市錦町４丁目１番１常　勤:    2事長　髙田　浩行 新規 歯外 現存
     号大野城サティ２階 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318153,811,1 わに歯科医院 〒816-0943 092-592-1441医療法人　仁水会　理東山　慧悟 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大野城市白木原三丁目１０常　勤:    1事長　出水　龍典 新規 歯外 現存
     番２０号 (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
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 1319163,012,4 花田歯科医院 〒816-0822 092-571-5510花田　勝弘 花田　勝弘 昭48. 1. 1歯   診療所
     福岡県春日市ちくし台１丁目２３常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320163,017,3 島添歯科医院 〒816-0801 092-572-6427島添　敏彰 島添　敏彰 昭52. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市春日原東町一丁目２常　勤:    1 現存
     ０番地 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321163,020,7 古賀歯科医院 〒816-0844 092-582-3240古賀　正弘 古賀　正弘 昭53. 5. 1歯   診療所
     福岡県春日市上白水三丁目４１番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322163,028,0 ひろた歯科医院 〒816-0863 092-573-0275広田　恭二 広田　恭二 昭58. 4. 1歯   診療所
     福岡県春日市須玖南１丁目１３５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323163,030,6 白水歯科医院 〒816-0825 092-571-6480白水　智明 白水　智明 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市伯玄町２丁目２９番常　勤:    2 移動 現存
     ３ (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324163,031,4 おおの歯科医院 〒816-0851 092-573-4055大野　輝男 大野　輝男 昭61. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市昇町６－２６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325163,032,2 さとう歯科医院 〒816-0811 09-573-8288 佐藤　精高 佐藤　精高 昭62. 6. 1歯   診療所
     福岡県春日市春日公園２－６７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326163,033,0 かねなわ歯科医院 〒816-0813 596-7441 金縄　隆嗣 金縄　隆嗣 昭62.12. 1歯   診療所
     福岡県春日市惣利１丁目１２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327163,036,3 根木歯科医院 〒816-0805 581-3013 根木　一 根木　一 平 2.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県春日市千歳町２丁目２３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1328163,041,3 荒木歯科医院 〒816-0851 092-572-6800荒木　秀文 荒木　秀文 平16. 6.18歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市昇町５丁目８４番１常　勤:    3 移動 歯外 現存
     号 (歯       3) 平28. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329163,042,1 柏原歯科医院 〒816-0851 573-2778 柏原　孝至 柏原　孝至 平 4.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市昇町２丁目７６ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330163,044,7 有田歯科医院 〒816-0852 584-1414 有田　晴吾 有田　晴吾 平 6. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県春日市一の谷４丁目１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331163,047,0 きみ歯科医院 〒816-0802 佐藤　公裕 佐藤　公裕 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県春日市春日原北町２丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332163,048,8 そうり歯科医院 〒816-0813 092-595-4511宮平　寛 宮平　寛 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市惣利２丁目５４ハン常　勤:    1 交代 現存
     リーラ円入 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333163,049,6 藤田歯科クリニック 〒816-0805 092-572-1439藤田　和宏 藤田　和宏 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県春日市千歳町３ー１１パイ常　勤:    1 新規 現存
     ンテイルビル１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334163,050,4 松本歯科クリニック 〒816-0823 092-593-3301松本　圭太郎 松本　圭太郎 平 8. 7. 1歯   診療所
     福岡県春日市若葉台西１丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335163,055,3 西村歯科医院 〒816-0802 092-593-6480西村　和義 西村　和義 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県春日市春日原北町３－６０常　勤:    1 新規 現存
     グレースやひろ１０１号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336163,056,1 きたはら歯科医院 〒816-0845 092-573-2087北原　利彦 北原　利彦 平12. 2. 1歯   診療所
     福岡県春日市白水ケ丘四丁目３５常　勤:    1 新規 現存
     番 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337163,058,7 とくだ歯科医院 〒816-0864 092-588-5839德田　正程 德田　正程 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市須玖北２丁目９５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338163,059,5 西原歯科医院 〒816-0832 092-582-2700西原　浩平 西原　浩平 平15. 3. 1歯   診療所
     福岡県春日市紅葉ケ丘西３－３２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
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 1339163,060,3 井上歯科医院 〒816-0802 092-591-1222井上　秀男 井上　秀男 平16.10. 1歯   診療所
     福岡県春日市春日原北町４丁目５常　勤:    1 新規 現存
     ０－４３ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340163,061,1 サルーテ歯科医院 〒816-0864 092-589-0022久下　 久下　 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市須玖北７－１１５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341163,063,7 むらかわ歯科クリニッ〒816-0802 092-575-2233村川　達也 村川　達也 平18. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 福岡県春日市春日原北町５－８－常　勤:    3 新規 現存
     １ (歯       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342163,064,5 中山歯科 〒816-0814 092-589-8211中山　啓 中山　啓 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市春日１０丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343163,065,2 おかむら歯科クリニッ〒816-0851 092-586-2555岡村　亮 岡村　亮 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県春日市昇町３丁目２１５－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344163,066,0 デイジーデンタルクリ〒816-0846 092-571-8241三苫　守英 三苫　守英 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県春日市下白水南５－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345163,068,6 日の出いこい歯科医院〒816-0873 092-915-8110末宗　清伸 末宗　清伸 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市日の出町四丁目１７常　勤:    2 交代 現存
     番３号 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346163,069,4 すべ歯科クリニック 〒816-0864 092-586-9879中川　統充 中川　統充 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市須玖北７－１－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347163,070,2 塚原台歯科医院 〒816-0842 092-595-6070医療法人西村医院　理仙谷　梨江 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県春日市下白水６７番地１１常　勤:    1事長　西村　豊 交代 現存
     (歯       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348163,071,0 きど歯科医院 〒816-0801 092-581-0946城戸　友和 城戸　友和 平22. 4. 9歯   小歯 診療所
     福岡県春日市春日原東町２－１－常　勤:    2 移動 現存
     １０マ・メゾン春日原１Ｆ (歯       2) 平28. 4. 9
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 1349163,072,8 いくやま歯科クリニッ〒816-0807 092-588-2122生山　隆 生山　隆 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県春日市宝町３丁目２－１ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350163,073,6 高野歯科医院 〒816-0854 092-591-5410高野　弘一郎 高野　弘一郎 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市下白水北７－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351163,075,1 よしなが歯科医院 〒816-0863 092-572-8906吉永　光廣 吉永　光廣 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県春日市須玖南５－２２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352163,076,9 やまぐち歯科医院 〒816-0872 092-591-0426山口　哲史 山口　哲史 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県春日市桜ケ丘１丁目１１４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353163,077,7 はしもと歯科クリニッ〒816-0861 092-573-6638橋本　宗孝 橋本　宗孝 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県春日市岡本１丁目７８番地常　勤:    2 新規 現存
     ディナスティⅡ１階 (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354163,078,5 かすが歯科 〒816-0813 092-595-1600稲永　龍一郎 稲永　龍一郎 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県春日市惣利５丁目１３－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355163,079,3 エース歯科 〒816-0831 092-588-0511医療法人孝明会　理事丸岡　由佳 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     春日市大谷７丁目４７－１ 常　勤:    1長　林　孝明 移動 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356163,080,1 はらだ歯科 〒816-0802 092-588-3154原田　俊之 原田　俊之 平24. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県春日市春日原北町４－１１常　勤:    1 新規 現存
     メディカルシティ春日原　２Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357163,082,7 おひさま歯科クリニッ〒816-0845 092-985-1975穐吉　浩介 穐吉　浩介 平25. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県春日市白水ケ丘１丁目２３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     番地 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358163,083,5 たからまち歯科クリニ〒816-0824 092-575-5418中野　彰博 中野　彰博 平25. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福岡県春日市小倉１－１ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1359163,085,0 西田歯科医院 〒816-0823 092-558-2224西田　健一郎 西田　健一郎 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県春日市若葉台西２－５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360163,087,6 田中歯科医院 〒816-0807 092-582-2201医療法人　ＫＥＴ　理田中　洋子 平28. 1. 4歯   歯外 小歯診療所
     福岡県春日市宝町四丁目２１番地常　勤:    3事長　田中　洋子 組織変更 矯歯 現存
     １ (歯       3) 平28. 1. 4
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361163,088,4 ふくなが歯科医院 〒816-0846 092-588-1150福永　丈人 福永　丈人 平28. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     春日市下白水南５丁目１４９ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362163,089,2 リチャード歯科 〒816-0844 092-558-0688木村　敬次リチャード木村　敬次リチャード平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     春日市上白水６丁目３０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363163,091,8 フォレスト歯科こども〒816-0863 092-915-0150渡部　繁洋 渡部　繁洋 平28.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 春日市須玖南５丁目３１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364163,092,6 さくら歯科クリニック〒816-0802 092-586-6474岡　友有子 岡　友有子 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     春日市春日原北町３－５８－１春常　勤:    1 新規 現存
     日原テルミナ２０８ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365163,802,8 医療法人　川崎歯科医〒816-0851 092-591-6366医療法人川崎歯科医院川﨑　ふくみ 平23. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県春日市昇町３丁目１９４番常　勤:    2　理事長　川﨑　潤 移動 現存
     地２ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366163,803,6 浅尾歯科クリニック 〒816-0831 092-502-0101医療法人社団　一志会浅尾　雄一 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県春日市大谷７－１４８－２常　勤:    1　理事長　浅尾　雄一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367163,806,9 医療法人にこにこ小児〒816-0861 092-586-2525医療法人にこにこ小児髙田　貴 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 福岡県春日市岡本１丁目６番地 常　勤:    3歯科　理事長　髙田　 組織変更 現存
     (歯       3)貴 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1368163,807,7 医療法人　正歯会　や〒816-0851 092-581-1528医療法人　正歯会　や山 　正昭 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     まひろ歯科医院 福岡県春日市昇町３丁目２６４番常　勤:    1まひろ歯科医院　理事 組織変更 現存
     地モンテピーノ２Ｆ (歯       1)長　山 　正昭 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369163,808,5 医療法人　古澤こども〒816-0802 092-572-1171医療法人　古澤こども古澤　潤一 平13.12. 1小歯 矯歯 診療所
     歯科クリニック 福岡県春日市春日原北町４丁目３常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     番　ＫＴビル３Ｆ (歯       1)長　古澤　潤一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370163,809,3 医療法人鋼寿会　末延〒816-0846 092-592-5552医療法人鋼寿会　末延末延　総一郎 平14. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     さんま歯科医院 福岡県春日市下白水南３－８ 常　勤:    3さんま歯科医院　理事 組織変更 現存
     (歯       3)長　末延　総一郎 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371163,810,1 医療法人今泉仁美子デ〒816-0801 092-591-8858医療法人今泉仁美子デ今泉　仁美子 平21. 6.23歯   小歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 福岡県春日市春日原東町三丁目３常　勤:    1ンタルクリニック　理 移動 現存
     ８番地 (歯       1)事長　今泉　仁美子 平27. 6.23
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372163,812,7 口腔保健センターちく〒816-0802 092-571-0118一般社団法人　筑紫歯魚住　明夫 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     し休日急患歯科診療所福岡県春日市春日原北町１丁目３常　勤:    8科医師会　会長　魚住 新規 現存
     番地の６ (歯       8)　明夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373163,814,3 ふじた歯科医院 〒816-0844 092-586-1181医療法人　澄芳会　理藤田　啓一郎 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県春日市上白水７丁目１４番常　勤:    7事長　藤田　啓一郎 組織変更 歯外 現存
     地 (歯       7) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374163,815,0 医療法人　Ｃｒｅ　Ｖ〒816-0851 092-588-6480医療法人　Ｃｒｅ　Ｖ久米　慶樹 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ｉｅ　わかば総合歯科福岡県春日市昇町７－５８ 常　勤:    4ｉｅ　理事長　福留　 新規 歯外 現存
     クリニック (歯       4)寿夫 平27. 8. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375163,816,8 医療法人　くま歯科・〒816-0844 092-558-8696医療法人　くま歯科・多々隈　貴之 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     こども歯科 福岡県春日市上白水三丁目１０２常　勤:    2こども歯科　理事長　 組織変更 現存
     番地 (歯       2)多々隈　貴之 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376173,011,4 井上歯科医院 〒818-0025 09292-6-0720井上　良平 井上　良平 昭47. 2. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市筑紫２０の１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1377173,012,2 武石歯科医院 〒818-0072 092-922-3244武石　兊弘 武石　兌弘 昭48. 5.21歯   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央４丁目常　勤:    1 現存
     ８番１３号 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378173,017,1 今泉歯科医院 〒818-0063 092-922-3121今泉　哲 今泉　哲 昭55. 3. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市桜台２丁目２１－常　勤:    1 現存
     ２１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379173,020,5 和田歯科医院 〒818-0072 092-923-5455和田　周平 和田　周平 昭56. 1. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央４丁目常　勤:    1 現存
     ６－１０ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380173,026,2 井上歯科医院 〒818-0004 092-922-1300井上　保孝 井上　保孝 平 8. 4. 7歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市大字 木２４６７常　勤:    1 移動 現存
     番地１２ (歯       1) 平29. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381173,027,0 濱坂歯科医院 〒818-0025 926-2002 濱坂　洋一 濱坂　洋一 昭60.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市大字筑紫８１０－常　勤:    2 現存
     ４ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382173,029,6 谷口歯科医院 〒818-0056 092-924-2282谷口　雅弘 谷口　雅弘 平16. 4.30歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市二日市北１丁目３常　勤:    1 移動 現存
     －８－１０２ (歯       1) 平28. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383173,031,2 江頭歯科医院 〒818-0041 092-923-2525江頭　有三 江頭　有三 昭63. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県筑紫野市上古賀４丁目２－常　勤:    1 小歯 現存
     １１ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384173,032,0 拝形歯科医院 〒818-0068 092-928-3210拝形　幸司 拝形　幸司 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑紫野市石崎一丁目１０番常　勤:    2 現存
     ７号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385173,034,6 酒井歯科医院 〒818-0072 092-921-0003酒井　龍磨 酒井　龍磨 平16.12. 4歯   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央３－９常　勤:    1 移動 現存
     －１８ (歯       1) 平28.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386173,035,3 あけぼの歯科医院 〒818-0061 092-928-4180大薮　辰彦 大薮　辰彦 昭64. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市紫３丁目７番１０常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
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 1387173,040,3 福原歯科医院 〒818-0083 092-928-2662福原　稔 福原　稔 平18. 5. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市針摺中央２丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ４－１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388173,041,1 山口歯科医院 〒818-0036 092-926-3530山口　修 山口　修 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市光が丘４丁目４－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389173,042,9 えさか歯科医院 〒818-0034 926-8110 榎坂　祐一 榎坂　祐一 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南７丁目常　勤:    1 現存
     ７－３ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390173,043,7 内田歯科医院 〒818-0035 内田　彰一郎 内田　彰一郎 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘北２丁目常　勤:    1 現存
     １１－１０ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391173,044,5 ほそかわ歯科 〒818-0025 092-926-7570細川　洋幸 細川　洋幸 平26.10. 8歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑紫野市大字筑紫６３６－常　勤:    2 移動 現存
     １ (歯       2) 平26.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392173,046,0 ひきた歯科医院 〒818-0054 092-921-2267疋田　三郎 疋田　三郎 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市杉塚７丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393173,047,8 はぎわら歯科医院 〒818-0058 092-921-6700萩原　俊史 萩原　俊史 平 8. 8. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市湯町３－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394173,048,6 森歯科医院 〒818-0054 092-924-7771森　章 森　章 平 9. 9. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市杉塚１丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395173,050,2 孝久歯科クリニック 〒818-0024 092-927-0102中島　孝久 中島　孝久 平10. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫野市原田６－５－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396173,051,0 坂口歯科医院 〒818-0024 092-926-8877坂口　住朗 坂口　住朗 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市原田２丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397173,054,4 のだ歯科医院 〒818-0034 092-919-7221野田　博章 野田　博章 平12. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南１丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２番１３号 (歯       1) 平24. 7. 1
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 1398173,055,1 のりこキッズマム歯科〒818-0024 092-926-8416上鶴　稔子 上鶴　稔子 平14. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 福岡県筑紫野市原田４－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399173,056,9 しおみち歯科クリニッ〒818-0081 092-921-8214山下　塩道 山下　塩道 平14. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 福岡県筑紫野市針摺東３丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400173,057,7 えのもと歯科医院 〒818-0066 092-921-2003榎本　貴史 榎本　貴史 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫野市大字永岡１４９２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401173,058,5 はるデンタルクリニッ〒818-0005 092-918-6480梶谷　剛 梶谷　剛 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県筑紫野市大字原４０７－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402173,059,3 くろかわ歯科医院 〒818-0072 092-922-6880黒川　卓也 黒川　卓也 平26. 2. 4歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央２丁目常　勤:    2 移動 現存
     ６－１０ (歯       2) 平26. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403173,061,9 くば歯科医院 〒818-0058 092-923-6391久芳　保之 久芳　保之 平26.12.13歯   診療所
     福岡県筑紫野市湯町２－２－１６常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404173,062,7 レヴィ歯科クリニック〒818-0034 092-403-7600森　啓爾 森　啓爾 平20. 3. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２－１ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405173,063,5 むらかみ歯科・小児歯〒818-0081 092-923-9807村上　朝一 村上　朝一 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 福岡県筑紫野市針摺東５－１－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1406173,065,0 さきもと歯科クリニッ〒818-0067 092-918-2211﨑元　盛泰 﨑元　盛泰 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県筑紫野市俗明院１６６番の常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407173,068,4 おがた歯科医院 〒818-0072 092-922-2870髙橋　武利 髙橋　武利 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央４丁目常　勤:    3 交代 現存
     １１－１ (歯       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408173,070,0 つくし歯科医院 〒818-0057 092-920-5533医療法人弘仁会　理事古賀　豊三 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫野市二日市南３丁目９常　勤:    2長　池田　宏伸 交代 現存
     番１号 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409173,073,4 おだ歯科医院 〒818-0024 092-919-8118小田　祥次 小田　祥次 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑紫野市原田６－７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410173,074,2 うえだ歯科医院 〒818-0034 092-919-7373上田　忠司 上田　忠司 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南三丁目常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ４０６番１０ (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411173,076,7 なの花歯科医院 〒818-0021 092-926-6318久原　直人 久原　直人 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市大字下見２３７番常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412173,077,5 二日市駅ビル歯科クリ〒818-0072 092-923-8510田代　祐美 田代　祐美 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 福岡県筑紫野市二日市中央６丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番１号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413173,078,3 医療法人蒼天会　安元〒818-0071 092-921-2666医療法人蒼天会　理事安元　和雄 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 福岡県筑紫野市二日市西一丁目６常　勤:    2長　安元　和雄 組織変更 現存
     番１号 (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1414173,079,1 むらさき歯科 〒818-0072 092-921-1442医療法人　歯恩会　理濱田　康英 平25. 5. 1歯   歯外 診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央二丁目常　勤:    2事長　濱田　康英 組織変更 現存
     １２番８号 (歯       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415173,080,9 ふくふくデンタルクリ〒818-0004 092-918-2929福田　豪 福田　豪 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県筑紫野市大字吉木２３８１常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416173,082,5 Ａｚｕｌ　Ｄｅｎｔａ〒818-0072 092-924-7388江﨑　充宣 江﨑　充宣 平26. 4. 1歯   診療所
     ｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 福岡県筑紫野市二日市中央６－６常　勤:    2 新規 現存
     －２０ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417173,083,3 荒木歯科医院 〒818-0068 092-923-0031医療法人　績和会　理荒木　淳 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑紫野市石崎２丁目７－２常　勤:    2事長　荒木　淳 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418173,084,1 有田歯科医院 〒818-0012 092-919-7600有田　和也 有田　和也 平27. 1. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市大字天山５９９番常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419173,085,8 Ｙ＆Ｙ歯科クリニック〒818-0024 092-919-7177矢部　陽典 矢部　陽典 平27.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫野市原田８－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420173,087,4 たくま歯科医院 〒818-0061 092-555-3400中村　拓磨 中村　拓磨 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑紫野市紫１－１８－５－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １０１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421173,088,2 石井歯科医院 〒818-0056 092-922-2765石井　啓一 石井　啓一 平28. 4. 1歯   診療所
     福岡県筑紫野市二日市北二丁目３常　勤:    1 交代 現存
     －１ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422173,089,0 筑紫野歯科クリニック〒818-0056 092-925-1411医療法人五省会　理事角野　吉宏 平29. 7. 1歯   診療所
     筑紫野市二日市北三丁目１番１５常　勤:    1長　角野　吉宏 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
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 1423173,091,6 きらら歯科クリニック〒818-0083 092-928-1180大森　育美 大森　育美 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     筑紫野市針摺中央２－３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424173,092,4 なかよし歯科クリニッ〒818-0025 092-986-2264医療法人なかよし会　中野　徳己 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 筑紫野市大字筑紫１３番地１ 常　勤:    1理事長　中野　徳己 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425173,805,9 医療法人　宝歯会　筑〒818-0042 092-918-3380医療法人　宝歯会　か上田　健雄 平27. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     紫野スマイル歯科小児福岡県筑紫野市立明寺４３４－１常　勤:    3じわら歯科医院　理事 移動 歯外 現存
     歯科医院 (歯       3)長　梶原　浩喜 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426183,056,7 田中歯科医院 〒811-1211 093-953-1880田中　良朋 田中　良朋 昭56. 6. 1歯   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町今光４丁目常　勤:    1 現存
     １３４ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427183,058,3 仲吉歯科医院 〒811-1201 092-953-1213仲吉　信彦 仲吉　信彦 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町大字片縄２常　勤:    1 現存
     丁目１３９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428183,059,1 ひらせ歯科医院 〒811-1203 092-952-9520平瀬　久義 平瀬　久義 昭57.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町片縄北１丁常　勤:    1 現存
     目１番１号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429183,062,5 山下ひさや歯科医院 〒811-1241 092-953-5013山下　尚也 山下　尚也 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町後野２－５常　勤:    3 現存
     －１９ (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430183,063,3 徳永歯科医院 〒811-1251 953-5560 徳永　修平 徳永　修平 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町松木２丁目常　勤:    1 現存
     ８７ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431183,065,8 さとう歯科医院 〒811-1251 092-952-0756佐藤　礼生 佐藤　礼生 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町松木１丁目常　勤:    1 現存
     １５０－１エントピア白水１０１(歯       1) 平30. 6. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1432183,066,6 いいづか歯科医院 〒811-1201 092-953-6480飯塚　俊雄 飯塚　俊雄 平 9.12.18歯   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町片縄１０－常　勤:    1 移動 現存
     １０－３ (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433183,070,8 岡村歯科医院 〒811-1242 092-952-2880岡村　博久 岡村　博久 平10.12.10歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町西隈二丁目常　勤:    1 移動 現存
     １番１号 (歯       1) 平28.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434183,071,6 サクラ歯科医院 〒811-1213 092-953-4305永井　竜馬 永井　竜馬 平 9. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町中原２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５９ー１博多南ＭＩビルＡ号室 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435183,073,2 あらまき歯科医院 〒811-1204 092-953-1181荒巻　健一 荒巻　健一 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町片縄東１丁常　勤:    2 移動 歯外 現存
     目２２－１３ (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436183,074,0 きや歯科医院 〒811-1252 092-953-7164木屋　知宏 木屋　知宏 平14. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町五郎丸２－常　勤:    1 新規 現存
     ４５－２ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437183,076,5 ふたつぎ歯科クリニッ〒811-1221 092-952-0122二木　謙 二木　謙 平17.10.16歯   診療所
     ク 福岡県筑紫郡那珂川町王塚台１－常　勤:    1 交代 現存
     ２１－２ (歯       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438183,077,3 アールデンタルオフィ〒811-1213 092-952-9777吉村　理沙 吉村　理沙 平23. 4. 1歯   歯外 診療所
     ス 福岡県筑紫郡那珂川町中原５丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３５－１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439183,078,1 おおさき歯科医院 〒811-1254 092-952-2511大崎　公司 大崎　公司 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町道善２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５２番 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440183,079,9 せき歯科医院 〒811-1253 092-953-6655医療法人せき歯科医院関　暁彦 平24. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町仲二丁目１常　勤:    1　理事長　関　暁彦 組織変更 歯外 現存
     番２５号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441183,080,7 あわたぐち歯科医院 〒811-1201 092-555-6972粟田口　幸佑 粟田口　幸佑 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町片縄５丁目常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ８４番地 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1442183,081,5 古賀歯科医院 〒811-1213 092-952-8078古賀　弘毅 古賀　弘毅 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町中原２丁目常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     ２７番 (歯       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443183,082,3 高山歯科医院 〒811-1252 092-952-4618高山　倫光 高山　倫光 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     筑紫郡那珂川町五郎丸１丁目１－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １０１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444183,801,6 医療法人　吉永歯科医〒811-1254 092-952-6511医療法人　吉永歯科医吉永　篤史 平元.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県筑紫郡那珂川町道善２丁目常　勤:    1院　理事長　吉永　篤 歯外 現存
     ４１ (歯       1)史 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445183,802,4 医療法人　秀歯会　モ〒811-1201 092-952-6788医療法人秀歯会モリ歯森　岳秀 平 4. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     リ歯科医院 福岡県筑紫郡那珂川町片縄４－９常　勤:    1科医院　理事長　森　 現存
     ２－１ (歯       1)岳秀 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446183,803,2 医療法人　拓医会　本〒811-1213 092-954-2218医療法人　拓医会　理本田　拓也 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     田歯科医院 福岡県筑紫郡那珂川町中原２－１常　勤:    8事長　本田　拓也 組織変更 歯外 現存
     ３２真和ビル１Ｆ (歯       8) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447183,805,7 医療法人元気が湧く　〒811-1213 092-951-5116医療法人　元気が湧く本山　茂夫 平19. 8. 1小歯 矯歯 診療所
     こども歯科もとやま 福岡県筑紫郡那珂川町中原４－３常　勤:    1　理事長　本山　茂夫 交代 現存
     ９ (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448203,006,8 石井歯科医院 〒819-1107 092-323-6084石井　敏彦 石井　敏彦 昭55. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糸島市波多江駅北４丁目６常　勤:    1 現存
     番７号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449203,007,6 村岡歯科医院 〒819-1105 092-323-6333村岡　和彦 村岡　和彦 昭55.11. 1歯   診療所
     福岡県糸島市潤二丁目１６番１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450203,009,2 小島歯科医院 〒819-1112 092-324-0501小島　健作 小島　健作 昭57. 1. 1歯   診療所
     福岡県糸島市浦志一丁目１番５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1451203,011,8 西原歯科医院 〒819-1139 092-323-5600西原　義一 西原　義一 昭60.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市前原南一丁目１４番常　勤:    1 現存
     ３号 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452203,014,2 安増歯科医院 〒819-1564 092-322-7292安増　隆 安増　隆 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市大門字神前１８９－常　勤:    2 現存
     ２ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453203,016,7 えがしら歯科医院 〒819-1561 092-324-2388江頭　修作 江頭　修作 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市曽根字中６４７－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454203,017,5 脇山歯科医院 〒819-1122 092-323-2220脇山　正男 脇山　正男 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市東字真方下１４４３常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455203,019,1 仁位歯科医院 〒819-1104 092-324-6220仁位　義輝 仁位　義輝 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市波多江２６３－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456203,020,9 今村大八郎歯科 〒819-1102 092-324-6151今村　大八郎 今村　大八郎 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市高田四丁目１番２号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457203,025,8 やまざき歯科医院 〒819-1127 092-324-3672山﨑　浩史 山﨑　浩史 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市有田中央１丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３８号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458203,026,6 きたむら歯科医院 〒819-1138 092-322-3588北村　勝文 北村　勝文 平11. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糸島市前原駅南二丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459203,028,2 森山歯科医院 〒819-1119 092-323-6665森山　尚子 森山　尚子 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県糸島市前原東３丁目４番１常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   159 頁

 1460203,029,0 うらせデンタルクリニ〒819-1137 092-331-2020浦瀬　公和 浦瀬　公和 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県糸島市南風台８丁目７－３常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461203,030,8 稲井歯科医院 〒819-1123 092-322-9771稲井　哲郎 稲井　哲郎 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糸島市神在４８９－７６ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462203,033,2 まえばる歯科医院 〒819-1117 092-324-6615飯田　聖子 飯田　聖子 平15. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糸島市前原西１丁目８－２常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463203,034,0 あまの歯科小児歯科医〒819-1113 092-331-8835天野　功 天野　功 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県糸島市前原１８１３－１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464203,035,7 かわかつ矯正歯科 〒819-1116 092-321-4618川勝　真 川勝　真 平17. 6. 1矯歯 診療所
     福岡県糸島市前原中央１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ミュー前原２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465203,037,3 たけだ歯科クリニック〒819-1107 092-330-8020竹田　茂樹 竹田　茂樹 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糸島市波多江駅北４－２－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １グランドアストレイア１０１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466203,039,9 きのした歯科医院 〒819-1601 092-325-0116木下　俊則 木下　俊則 平18. 5. 1歯   診療所
     福岡県糸島市二丈深江１０６４－常　勤:    1 移動 現存
     ５ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467203,040,7 はんだ歯科医院 〒819-1312 092-327-2468半田　正 半田　正 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市志摩初４０－３ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468203,041,5 水谷歯科医院 〒819-1314 092-327-2342水谷　匡秀 水谷　匡秀 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県糸島市志摩師吉１３１番地常　勤:    2 現存
     ４３ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469203,042,3 中川歯科医院 〒819-1322 092-328-2267中川　博 中川　博 昭61.10. 1歯   診療所
     福岡県糸島市志摩御床松原２１６常　勤:    1 現存
     ０番地２２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1470203,044,9 かんだ歯科医院 〒819-1601 092-325-3200神田　登 神田　登 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市二丈深江１１４７－常　勤:    1 交代 現存
     １７ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471203,045,6 田添歯科医院 〒819-1313 092-327-5566田添　雄輝 田添　雄輝 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市志摩稲留字ウスイ４常　勤:    2 新規 現存
     ６３－１ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472203,046,4 ふく吉歯科医院 〒819-1631 092-326-6089島田　明治 島田　明治 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県糸島市二丈福井字角の下４常　勤:    1 新規 現存
     ７７８ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473203,047,2 二丈わかば歯科クリニ〒819-1601 092-325-3663朝月　豊 朝月　豊 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県糸島市二丈深江１８０６番 新規 矯歯 現存
     地３ 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474203,048,0 志摩歯科クリニック 〒819-1302 092-327-5225花田　道人 花田　道人 平18. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県糸島市志摩吉田２３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475203,050,6 なかむら歯科・こども〒819-1311 092-327-5306中村　美穂子 中村　美穂子 平23. 3.21歯   小歯 診療所
     歯科クリニック 福岡県糸島市志摩津和崎２９番地常　勤:    1 交代 現存
     １イオンスーパーセンター志摩店(歯       1) 平29. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476203,051,4 あだち歯科医院 〒819-1119 092-323-6401医療法人　宗和会　理足立　宗久 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県糸島市前原東１丁目６番２常　勤:    2事長　足立　宗久 組織変更 現存
     １号 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477203,052,2 ひらた歯科 〒819-1116 092-332-8848平田　寿治 平田　寿治 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県糸島市前原中央２－５－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     鬼木ビル３号室 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478203,053,0 おぎの歯科医院 〒819-1601 092-325-0079荻野　真介 荻野　真介 平23. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県糸島市二丈深江８６８－５常　勤:    3 交代 小歯 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479203,054,8 みなと歯科クリニック〒819-1138 092-321-2651湊　慎也 湊　慎也 平25. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県糸島市前原駅南２丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     １　ＪＡポルタ２Ｆ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480203,056,3 かじき歯科クリニック〒819-1105 092-323-3336加治木　聡 加治木　聡 平25. 5. 1歯   診療所
     福岡県糸島市潤３丁目２７番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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 1481203,058,9 医療法人いしいかおり〒819-1117 092-324-4233医療法人いしいかおり石井　香 平27. 2. 1歯   小歯 診療所
     小児歯科 福岡県糸島市前原西二丁目４番１常　勤:    3小児歯科　理事長　石 組織変更 現存
     ８号 (歯       3)井　香 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482203,059,7 つかもとヘルスケア歯〒819-1137 092-332-8618塚本　末 塚本　末 平27. 7. 1歯   矯歯 診療所
     科・矯正歯科 福岡県糸島市南風台８丁目２－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483203,060,5 たかやま歯科医院 〒819-1102 092-324-1820高山　佳久 高山　佳久 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県糸島市高田５丁目１－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484203,061,3 いとの森の歯科室 〒819-1331 092-332-2555原田　愛 原田　愛 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     糸島市志摩久家１１９３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485203,063,9 よつば歯科医院 〒819-1137 092-332-2023盛根　将隆 盛根　将隆 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     糸島市南風台３－１４－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486203,064,7 市原歯科 〒819-1116 092-322-5315医療法人市原歯科　理市原　健太郎 平29.12. 1歯   歯外 診療所
     糸島市前原中央二丁目２番８号 常　勤:    1事長　市原　健太郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487203,801,2 医療法人　すみれ会　〒819-1129 092-322-3211医療法人　すみれ会　松尾　貴比古 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     まつお歯科医院 福岡県糸島市篠原西１丁目３番１常　勤:    4理事長　松尾　貴比古 現存
     号 (歯       4) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488203,802,0 医療法人社団小笹歯科〒819-1116 092-322-2378医療法人社団小笹歯科小笹　竜起 平27. 7.21歯   歯外 矯歯診療所
     医院 福岡県糸島市前原中央２丁目３番常　勤:    2医院　理事長　小笹　 移動 小歯 現存
     ４５号 (歯       2)竜起 平27. 7.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489203,804,6 糸島口腔保健センター〒819-1119 092-324-4317一般社団法人　糸島歯木下　俊則 平12. 5. 1歯   診療所
     歯科休日急患診療所 福岡県糸島市前原東２丁目７－５常　勤:    1科医師会　会長　木下 新規 現存
     ２ (歯       1)　俊則 平30. 5. 1
     非常勤:   29
     (歯      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1490203,806,1 波多江歯科医院 〒819-1116 092-324-0655医療法人健正会　理事波多江　正憲 平15. 1. 1歯   診療所
     福岡県糸島市前原中央三丁目２０常　勤:    1長　波多江　正憲 組織変更 現存
     番３５号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491203,807,9 医療法人英亨会かのう〒819-1121 092-321-1611医療法人英亨会かのう加納　啓一郎 平15.12. 6歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 福岡県糸島市荻浦６０３番１３ 常　勤:    3歯科医院　理事長　加 組織変更 現存
     (歯       3)納　啓一郎 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492203,808,7 医療法人　誠心　ほり〒819-1123 092-324-8118医療法人誠心　理事長堀　洋一 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     デンタルクリニック　福岡県糸島市神在１３９２－２７常　勤:    3　堀　洋一 組織変更 歯外 現存
     ホワイトエッセンス (歯       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493213,005,8 上野歯科医院 〒834-0031 3311 上野　正春 上野　正春 昭44.10. 1歯   診療所
     福岡県八女市本町５３５ノ１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494213,030,6 平歯科医院 〒834-0063 0943-22-3650平　一男 平　一男 昭48. 5. 1歯   診療所
     福岡県八女市本村１４５－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495213,033,0 山本歯科医院 〒834-0031 0943-24-3305山本　康道 山本　康道 昭53. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県八女市本町６５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496213,035,5 吉田歯科医院 〒834-0024 0944-52-5833吉田　修三 吉田　修三 昭56. 6. 1歯   診療所
     福岡県八女市津江字高島５７３の常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497213,036,3 柳迫歯科医院 〒834-0003 0943-24-5554柳迫　正俊 柳迫　正俊 昭56.10. 1歯   診療所
     福岡県八女市平田１３の３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498213,037,1 大渕歯科医院 〒834-0063 0943-23-4823大渕　伸隆 大渕　伸隆 昭57. 1. 1歯   診療所
     福岡県八女市本村４２５－３８８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1499213,038,9 高橋歯科医院 〒834-0031 0943-24-3991高橋　祥一郎 高橋　祥一郎 昭57. 3. 1歯   診療所
     福岡県八女市本町９２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500213,040,5 高橋じゅんじ歯科医院〒834-0031 0943-23-5517高橋　淳二 高橋　淳二 昭60. 5. 1歯   診療所
     福岡県八女市本町３６０－２－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501213,041,3 山中歯科医院 〒834-0034 09432-2-2989山中　俊彦 山中　俊彦 昭60. 4. 1歯   診療所
     福岡県八女市高塚７２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502213,042,1 中村歯科医院 〒834-0031 0943-24-4482中村　玲子 中村　玲子 昭61. 2. 3歯   診療所
     福岡県八女市本町２－１０２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503213,044,7 永田歯科医院 〒834-0001 0943-22-3511永田　清久 永田　清久 昭62. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県八女市宅間田２０１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504213,046,2 柴田歯科医院 〒834-0004 0943-24-3400柴田　毅 柴田　毅 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県八女市納楚字柳４１５－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505213,049,6 江崎歯科医院 〒834-0004 0943-22-7100江崎　龍郎 江崎　龍郎 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女市納楚７０７－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506213,050,4 秋山歯科医院 〒834-0034 0943-22-7711秋山　達也 秋山　達也 平 2. 8. 1歯   診療所
     福岡県八女市高塚１５１－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507213,052,0 山崎歯科医院 〒834-0031 0943-24-3961山崎　明宏 山崎　明宏 平 4. 8. 1歯   診療所
     福岡県八女市本町４５－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508213,053,8 やすなが歯科医院 〒834-0006 0943-28-0100安永　信一郎 安永　信一郎 平 7.12.26歯   小歯 診療所
     福岡県八女市吉田６６９ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.26



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   164 頁

 1509213,055,3 松山歯科医院 〒834-0004 0943-24-1234松山　敬一郎 松山　敬一郎 平 9. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県八女市納楚月ノ輪３６９ー常　勤:    2 新規 現存
     ５ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510213,059,5 香月歯科医院 〒834-0063 0943-30-1333香月　大二郎 香月　大二郎 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県八女市本村９３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511213,060,3 睡眠科学研究所江﨑歯〒834-0052 0943-22-5809江﨑　和久 江﨑　和久 平15. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     (211,100,3) 科内科医院 福岡県八女市新庄１２６６－１ 常　勤:    2 新規 歯外 内   現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512213,062,9 大坪歯科医院 〒834-1102 0943-33-7011大坪　裕一 大坪　裕一 平 9. 4. 1歯   診療所
     福岡県八女市上陽町北川内１８７常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513213,063,7 横山歯科クリニック 〒834-0023 0943-22-7617横山　大樹 横山　大樹 平21. 6. 1歯   診療所
     福岡県八女市馬場３６０番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514213,064,5 堀歯科医院 〒834-0085 0943-24-0951堀　毅 堀　毅 昭46. 8. 1歯   診療所
     福岡県八女市立花町北山２５２５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515213,067,8 吉泉歯科医院 〒834-1221 0943-42-3941吉泉　洋 吉泉　洋 昭54. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女市黒木町今４６９番地常　勤:    4 現存
     の１ (歯       4) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516213,068,6 内藤歯科医院 〒834-1216 0943-42-4086内藤　廣司 内藤　廣司 昭56. 5. 1歯   診療所
     福岡県八女市黒木町桑原１５４－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517213,069,4 堤歯科医院 〒834-0074 0943-37-1470堤　康記 堤　康記 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女市立花町谷川９９２－常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518213,070,2 木下歯科医院 〒834-1213 0943-42-1193木下　誠二 木下　誠二 平 4. 6. 1歯   診療所
     福岡県八女市黒木町本分７１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1519213,071,0 おおくま歯科医院 〒834-0085 0943-22-3550大熊　一徳 大熊　一徳 平12. 9. 1歯   診療所
     福岡県八女市立花町北山１０８８常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520213,073,6 みやぞの歯科医院 〒834-1216 0943-42-3232宮園　啓治 宮園　啓治 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県八女市黒木町桑原８１１－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521213,074,4 八女市矢部歯科診療所〒834-1402 0943-47-2769郷原　徳明 郷原　徳明 平15. 7. 1歯   診療所
     福岡県八女市矢部村矢部４０５８常　勤:    1 交代 現存
     の１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522213,075,1 ながもと歯科医院 〒834-0082 0943-37-1181長本　伸哉 長本　伸哉 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女市立花町兼松１７６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523213,076,9 小笠原歯科 〒834-0201 0943-52-2036小笠原　靖 小笠原　靖 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女市星野村１２０１８番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524213,077,7 ユアーズ矯正歯科 〒834-0063 0943-25-6057医療法人ユアーズ矯正久保田　隆朗 平26. 5. 1矯歯 診療所
     福岡県八女市本村３７８番６ 常　勤:    2歯科　理事長　久保田 組織変更 現存
     (歯       2)　隆朗 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525213,078,5 ほり歯科医院 〒834-0085 0943-25-6480医療法人広仁会　理事堀　仁興 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県八女市立花町北山８０６番常　勤:    1長　堀　仁興 組織変更 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526213,818,4 石橋歯科医院 〒834-0031 0943-24-5207医療法人　石橋歯科医石橋　彬 平10. 5. 1歯   診療所
     福岡県八女市本町２番地９７ 常　勤:    1院　理事長　石橋　彬 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527213,819,2 医療法人　にしで歯科〒834-0063 0943-22-2890医療法人　にしで歯科西出　裕輔 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 福岡県八女市本村１３２番地１２常　勤:    2医院　理事長　西出　 移動 歯外 現存
     (歯       2)裕輔 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528213,820,0 医療法人六広会大石歯〒834-0066 0943-24-1111医療法人六広会　理事大石　昌弘 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県八女市室岡１５６番地の１常　勤:    5長　大石　昌弘 組織変更 歯外 現存
     (歯       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
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 1529213,821,8 医療法人森田歯科医院〒834-0012 0943-24-3055医療法人森田歯科医院森田　哲夫 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県八女市山内６番地の７ 常　勤:    2　理事長　森田　哲夫 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530213,822,6 医療法人立山　立山歯〒834-0064 0942-53-0827医療法人立山　理事長荻原　秀樹 平16.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県八女市蒲原１３６３番地５常　勤:    4　立山　由乘 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531223,097,3 宮原歯科医院 〒830-0051 0942-21-7007宮原　邦彦 宮原　邦彦 昭46. 5. 1歯   診療所
     福岡県久留米市南四丁目１３－３常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532223,141,9 亀山歯科医院 〒830-0022 0942-34-5732亀山　幸子 亀山　幸子 昭44.11. 1歯   診療所
     福岡県久留米市城南町２０－１６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8.17
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533223,151,8 吉次歯科医院 〒830-0023 吉次　知弘 吉次　知弘 昭46. 9. 1歯   診療所
     福岡県久留米市中央町１０－２５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534223,152,6 原田歯科医院 〒830-0038 0942-32-9321原田　英敏 原田　英敏 昭47. 2.10歯   診療所
     福岡県久留米市西町１３３８番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535223,155,9 倉田歯科医院 〒830-0039 0942-32-4681倉田　俊雄 倉田　俊雄 平19.12.11歯   診療所
     福岡県久留米市花畑２丁目６－６常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平25.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536223,157,5 白谷歯科医院 〒830-0036 4-2313 白谷　元治 白谷　元治 昭48. 3. 1歯   診療所
     福岡県久留米市篠原町２－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537223,159,1 倉田歯科医院 〒830-0032 0942-39-1233倉田　誠一 倉田　誠一 昭48. 6. 4歯   診療所
     福岡県久留米市東町２５－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538223,163,3 高木歯科医院 〒830-0061 0942-39-7528高木　武夫 高木　武夫 昭49. 4. 1歯   診療所
     福岡県久留米市津福今町字中島１常　勤:    1 現存
     ６１ (歯       1) 平30. 4. 1
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 1539223,167,4 上野歯科医院 〒839-0852 0942-43-5239上野　正典 上野　正典 昭50. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市高良内町３７４８常　勤:    1 現存
     －９ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540223,182,3 長沢歯科医院 〒839-0851 0942-43-6595長澤　利章 長澤　利章 昭51.12.16歯   診療所
     福岡県久留米市御井町１７０５．常　勤:    2 現存
     １７０６番地 (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541223,185,6 東歯科医院 〒830-0047 東　春男 東　春男 昭52. 6. 1歯   診療所
     福岡県久留米市津福本町字堀巡り常　勤:    2 現存
     １６４５－３ (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542223,186,4 野田歯科医院 〒830-0027 0942-38-9939野田　和秀 野田　和秀 昭52. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市長門石２丁目２番常　勤:    1 現存
     ５８号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543223,188,0 宮崎歯科医院 〒830-0037 0942-32-6621宮崎　巖 宮崎　巖 昭53. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市諏訪野町１９５８常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544223,192,2 豊田歯科医院 〒839-0851 0942-43-6406豊田　弘 豊田　弘 昭53. 4. 1歯   診療所
     福岡県久留米市御井町２３４２の常　勤:    2 現存
     ３ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545223,193,0 福成歯科医院 〒839-0863 0942-22-0001福成　英機 福成　英機 昭53. 5. 1歯   診療所
     福岡県久留米市国分町字中ノ田１常　勤:    1 現存
     ４１６の６ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546223,194,8 陶山歯科医院 〒830-0023 0942-34-4144陶山　新二 陶山　新二 平25. 5. 1歯   診療所
     福岡県久留米市中央町１１－９ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547223,195,5 下川歯科医院 〒830-0073 0942-26-2557下川　恭夫 下川　恭夫 昭53. 8. 1歯   診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本字村常　勤:    1 現存
     東１４１２の３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548223,197,1 深水歯科医院 〒830-0047 0942-38-6935深水　康寛 深水　康寛 昭54. 3. 1歯   診療所
     福岡県久留米市津福本町１６０３常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1549223,202,9 田中歯科医院 〒830-0035 0942-38-5511田中　義治 田中　義治 昭54. 8.10歯   診療所
     福岡県久留米市東和町１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550223,203,7 藤本歯科医院 〒839-0863 0942-21-1507藤本　英樹 藤本　英樹 昭54.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市国分町１８５７番常　勤:    1 現存
     １号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551223,204,5 森川歯科医院 〒830-0052 0942-21-8839森川　康伸 森川　康伸 昭54.11. 1歯   診療所
     福岡県久留米市上津町１８２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552223,207,8 木下歯科医院 〒830-0053 0942-21-2768木下　茂人 木下　茂人 昭55. 7. 1歯   診療所
     福岡県久留米市藤山町１７１２－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553223,212,8 赤司達治歯科医院 〒830-0032 0942-33-2266赤司　達治 赤司　達治 昭57. 1. 1歯   診療所
     福岡県久留米市東町３１番地の７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554223,218,5 徳丸歯科医院 〒839-0822 0942-47-4838徳丸　博文 徳丸　博文 昭57. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市善導寺町木塚字紺常　勤:    5 現存
     屋５９－１ (歯       5) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555223,219,3 永尾禮二歯科医院 〒830-0072 0942-26-4180永尾　禮二 永尾　禮二 昭57.11. 1歯   診療所
     福岡県久留米市安武町安武本字今常　勤:    1 現存
     泉四１５９８－７ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556223,221,9 床島歯科医院 〒839-0853 0942-44-1182床島　昭男 床島　昭男 昭58. 5. 1歯   診療所
     福岡県久留米市青峰２丁目２８－常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557223,222,7 瓜生歯科医院 〒830-0018 0942-32-8671瓜生　泰彦 瓜生　泰彦 昭58.11. 1歯   診療所
     福岡県久留米市通町６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558223,223,5 秋山歯科医院 〒830-0051 0942-22-0108秋山　慎一郎 秋山　慎一郎 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市南二丁目２５番３常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1559223,224,3 ヨシタケ歯科医院 〒830-0041 0942-39-6508吉武　幹雄 吉武　幹雄 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市白山町３７６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560223,226,8 みやはら歯科クリニッ〒839-0801 0942-35-8281宮原　誠 宮原　誠 昭59. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県久留米市宮ノ陣１丁目９番常　勤:    1 現存
     １５号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561223,228,4 樺島歯科医院 〒830-0021 0942-32-9109樺島　繁男 樺島　繁男 昭60. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市篠山町１５９番地常　勤:    2 現存
     の４５ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562223,229,2 日野歯科医院 〒839-0823 0942-47-4098日野　喜彦 日野　喜彦 昭60. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市善導寺町与田字榎常　勤:    1 現存
     町２８３－５ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563223,232,6 鳥飼寺崎歯科医院 〒830-0048 0942-38-3267寺崎　茂 寺崎　茂 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市梅満町９６１－１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564223,234,2 岡本歯科医院 〒830-0037 0942-32-3355岡本　恭樹 岡本　恭樹 平18. 6.30歯   診療所
     福岡県久留米市諏訪野町１７６２常　勤:    1 移動 現存
     －１５ (歯       1) 平30. 6.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565223,235,9 木原歯科医院 〒839-0862 0942-36-0694木原　誠一郎 木原　誠一郎 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市野中町１１９１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566223,238,3 牟田歯科医院 〒839-0833 0942-47-4888牟田　靖宏 牟田　靖宏 昭61. 7. 1歯   診療所
     福岡県久留米市大橋町常持戈口１常　勤:    2 現存
     ４０－４ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567223,241,7 鶴久歯科医院 〒830-0059 0942-35-5865鶴久　信介 鶴久　信介 昭61.12. 1歯   診療所
     福岡県久留米市江戸屋敷一丁目３常　勤:    1 休止
     番６７号 (歯       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1568223,244,1 吉光歯科医院 〒830-0061 0942-35-6118吉光　禎 吉光　禎 昭62.10. 1歯   診療所
     福岡県久留米市津福今町４８３－常　勤:    1 現存
     ２８ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569223,245,8 やました歯科医院 〒839-0842 0942-44-0880山下　尚之 山下　尚之 平14. 8.26歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市御井朝妻１－６－常　勤:    1 移動 現存
     ８ (歯       1) 平26. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570223,246,6 こが歯科医院 〒839-0861 0942-44-6640古賀　信紘 古賀　信紘 昭63. 1. 1歯   診療所
     福岡県久留米市合川町４７０－１常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571223,247,4 こが歯科医院 〒839-0862 0942-22-0007古賀　斉 古賀　斉 昭63. 8. 1歯   診療所
     福岡県久留米市野中町５８４－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572223,248,2 首藤歯科矯正歯科医院〒830-0073 0942-26-3343首藤　俊介 首藤　俊介 昭63. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本１５常　勤:    5 現存
     ５４ (歯       5) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573223,249,0 小林歯科医院 〒830-0047 0942-32-3388小林　俊宏 小林　俊宏 昭63.12.23歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市津福本町１８６０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574223,250,8 佐野公成歯科 〒830-0045 0942-33-0561佐野　公成 佐野　公成 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市小頭町１２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575223,252,4 たざき歯科医院 〒839-0809 0942-44-9470田崎　幸一 田崎　幸一 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市東合川３丁目６－常　勤:    1 現存
     ３２ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576223,253,2 岡部歯科医院 〒839-0000 0942-27-0006岡部　英昭 岡部　英昭 平 2. 2. 1歯   診療所
     福岡県久留米市荒木町１３１８－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577223,255,7 岡歯科医院 〒830-0013 0942-35-1184岡　浩司 岡　浩司 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市櫛原町１２４－８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1578223,257,3 俊歯科医院 〒839-0862 0942-32-0600古賀　俊一 古賀　俊一 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市野中町６８２－１常　勤:    5 現存
     (歯       5) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579223,258,1 大石歯科クリニック 〒839-0851 0942-44-0014大石　真大 大石　真大 平 3. 4. 1歯   診療所
     福岡県久留米市御井町５１６－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580223,261,5 おぎ歯科医院 〒839-0863 0942-22-5656荻　良晴 荻　良晴 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市国分町１１４６－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581223,262,3 のきた矯正歯科医院 〒830-0035 0942-32-3121梶田　邦裕 梶田　邦裕 平 3.11. 1矯歯 診療所
     福岡県久留米市東和町１－１７　常　勤:    1 現存
     フィールドビル２Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582223,263,1 ほんじ歯科 〒839-0863 0942-21-8241本司　高義 本司　高義 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市国分町１９４７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583223,264,9 もとむら歯科医院 〒839-0862 0942-43-8241大石　恒子 大石　恒子 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市野中町字隈下１４常　勤:    1 現存
     ７の１大石ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584223,265,6 くまもと歯科医院 〒830-0032 0942-34-0118隈本　真 隈本　真 平11.10.20歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市東町４２－１７山常　勤:    1 移動 現存
     本ビル１Ｆ (歯       1) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585223,267,2 あらき歯科医院 〒830-0051 0942-22-7200荒木　博昌 荒木　博昌 平 5. 3. 1歯   診療所
     福岡県久留米市南町４丁目４番２常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586223,268,0 すえかね歯科医院 〒830-0037 0942-21-7332末金　淳一 末金　淳一 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市諏訪野町１６２８常　勤:    1 現存
     番地の３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587223,269,8 もりみつ歯科医院 〒839-0841 0942-45-5511森光　徹男 森光　徹男 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市御井旗崎１丁目１常　勤:    1 現存
     ０－１７ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588223,271,4 田中伸歯科医院 〒830-0003 0942-31-0917田中　伸一郎 田中　伸一郎 平 5. 9. 1歯   診療所
     福岡県久留米市東櫛原町２６０６常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 9. 1
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 1589223,272,2 やまだ歯科医院 〒830-0006 0942-30-6098長﨑　美晃 長﨑　美晃 平 6. 2. 1歯   診療所
     福岡県久留米市南薫西町字立ノ口常　勤:    1 新規 現存
     ２０２２－３ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590223,274,8 中村歯科医院 〒830-0062 0942-27-2248中村　朗 中村　朗 平 6. 2.23歯   矯歯 診療所
     福岡県久留米市荒木町白口２２７常　勤:    1 交代 現存
     １－１２ (歯       1) 平30. 2.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591223,275,5 じょうご歯科医院 〒830-0070 0942-26-1555城後　昭博 城後　昭博 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市大善寺南一丁目４常　勤:    1 新規 現存
     の３７ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592223,276,3 緒方歯科医院 〒830-0017 0942-32-8044緒方　利信 緒方　利信 平 6.12. 1歯   診療所
     福岡県久留米市日吉町５－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593223,278,9 松元歯科医院 〒839-0824 0942-32-4678松元　洋一 松元　洋一 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市善導寺町飯田９０常　勤:    2 新規 現存
     ８－５ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594223,279,7 肥川歯科医院 〒830-0037 0942-33-7001肥川　一浩 肥川　一浩 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市諏訪野１９６４－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595223,281,3 ひろ歯科医院 〒830-0023 0942-35-0957古賀　浩明 古賀　浩明 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市中央町２１－４平常　勤:    1 新規 現存
     田ビル１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596223,282,1 小柳歯科医院 〒830-0051 0942-22-8818小柳　光史 小柳　光史 平 7.11. 1歯   診療所
     福岡県久留米市南二丁目５番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597223,284,7 はまだ歯科医院 〒830-0073 0942-26-2722濱田　法康 濱田　法康 平 8. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本１５常　勤:    1 新規 現存
     ０５ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598223,286,2 べっぷ歯科医院 〒839-0861 0942-39-6293別府　孝洋 別府　孝洋 平15.11.17歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市合川町１５２９－常　勤:    2 移動 現存
     １Ｆ (歯       2) 平27.11.17
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1599223,289,6 郷原歯科医院 〒830-0063 0942-26-2827郷原　従道 郷原　従道 平 9. 1.17歯   診療所
     福岡県久留米市荒木町荒木１２５常　勤:    1 交代 現存
     ６ー１ (歯       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600223,291,2 中原歯科医院 〒830-0066 0942-26-1888中原　好法 中原　好法 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市荒木町下荒木字西常　勤:    1 新規 現存
     の原１５の４ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601223,295,3 あらかわ歯科医院 〒830-0056 0942-22-8855荒川　純一 荒川　純一 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市本山一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602223,296,1 えだ歯科医院 〒830-0058 0942-27-3366江田　勝善 江田　勝善 平10. 8. 1歯   診療所
     福岡県久留米市野伏間一丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603223,298,7 耳納森光歯科医院 〒839-0822 0942-23-3200森光　和成 森光　和成 平11. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市善導寺町木塚１５常　勤:    1 新規 現存
     ２－１ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604223,299,5 ひろた歯科医院 〒830-0035 0942-34-0111廣田　英一 廣田　英一 平11. 4. 1歯   診療所
     福岡県久留米市東和町６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605223,300,1 さとう歯科医院 〒830-0049 0942-30-8123佐藤　公保 佐藤　公保 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市大石町４８３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606223,301,9 くるめ歯科クリニック〒830-0045 0942-33-0843埜田　和明 埜田　和明 平25. 2.22歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市小頭町１４－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2.22
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607223,303,5 小坪歯科クリニック 〒839-0862 0942-32-0033小坪　隆治 小坪　隆治 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市野中町９２０番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     の１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608223,304,3 佐藤歯科医院 〒839-0863 0942-21-7390佐藤　邦彦 佐藤　邦彦 平12.10.15歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市国分町７４３－１常　勤:    1 交代 現存
     ９ (歯       1) 平24.10.15
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 1609223,305,0 石川歯科医院 〒830-0047 0942-32-4023石川　利一 石川　利一 平13. 2. 5歯   診療所
     福岡県久留米市津福本町６１－３常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610223,309,2 タケダ歯科医院 〒830-0053 0942-21-0106武田　良 武田　良 平13.10. 1歯   診療所
     福岡県久留米市藤山町１６５１－常　勤:    1 新規 現存
     ６４ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611223,311,8 吉岡歯科医院 〒830-0018 0942-38-5500吉岡　周一郎 吉岡　周一郎 平14. 1. 7歯   診療所
     福岡県久留米市通町１１１ー１７常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612223,316,7 古賀俊也歯科クリニッ〒830-0038 0942-46-5700古賀　俊也 古賀　俊也 平15. 3. 1歯   診療所
     ク 福岡県久留米市西町２１９－５ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613223,319,1 くすだ歯科医院 〒830-0001 0942-48-8887楠田　崇 楠田　崇 平20.10. 9歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市小森野３丁目１７常　勤:    1 移動 現存
     番１０号 (歯       1) 平26.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614223,320,9 井上邦子歯科クリニッ〒830-0045 0942-34-6800今川　邦子 今川　邦子 平16. 6. 1歯   診療所
     ク 福岡県久留米市小頭町３－１３　常　勤:    1 新規 現存
     サクラビル２Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615223,321,7 野村歯科医院 〒839-0801 0942-32-9271野村　正一郎 野村　正一郎 平16.12. 1歯   診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣５丁目２番常　勤:    3 組織変更 現存
     ７号 (歯       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616223,322,5 ながお歯科医院 〒830-0005 0942-32-6480永尾　德彦 永尾　德彦 平16.12. 4歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市通外町９９－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617223,323,3 さかた歯科医院 〒839-0804 0942-31-2121坂田　英夫 坂田　英夫 平19.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣町若松字柿常　勤:    1 新規 歯外 現存
     添１６４２番地１ (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618223,326,6 みねまつ歯科 〒839-0863 0942-21-2446峰松　清仁 峰松　清仁 平20. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市国分町９４６－３常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
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 1619223,327,4 佐藤浩一歯科クリニッ〒830-0022 0942-34-0435佐藤　浩一 佐藤　浩一 平21. 2.13歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県久留米市城南町２番３０ク常　勤:    1 移動 歯外 現存
     リーンリバービル２Ｆ (歯       1) 平27. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620223,802,6 医療法人　富安歯科医〒830-0073 0942-26-7848医療法人　富安歯科医富安　雄二郎 平元. 6. 1歯   診療所
     院 福岡県久留米市大善寺町宮本３７常　勤:    2院　理事長　富安　雄 現存
     ５－６ (歯       2)二郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621223,803,4 医療法人　うらの矯正〒830-0039 0942-33-3226医療法人　うらの矯正浦野　和雄 平27. 4.16矯歯 歯   診療所
     歯科クリニック 福岡県久留米市花畑３丁目３番１常　勤:    1歯科クリニック　理事 移動 現存
     ７ (歯       1)長　浦野　和雄 平27. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622223,804,2 田島歯科矯正口腔外科〒830-0044 0942-32-4755医療法人　田島歯科医田島　寛廸 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 福岡県久留米市本町７－２３ 常　勤:    4院　理事長　田島　寛 歯外 現存
     (歯       4)廸 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623223,806,7 医療法人　社団　杏友〒839-0863 0942-22-4618医療法人社団　杏友会友添　秀樹 平12. 8.12歯   診療所
     会　友添歯科医院 福岡県久留米市国分町１１７６番常　勤:    2　理事長　友添　秀樹 移動 現存
     地の８ (歯       2) 平24. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624223,807,5 久留米セントラル歯科〒830-0032 0942-32-6008医療法人フォーシーズ中島　寛明 平 4. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県久留米市東町３１－１８ 常　勤:    2ンズ　理事長　中島　 現存
     (歯       2)寛明 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625223,808,3 医療法人立山　立山歯〒830-0063 0942-26-2080医療法人　立山　理事岡本　多浩 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県久留米市荒木町荒木１９１常　勤:    5長　立山　由乗 歯外 現存
     ７番地４ (歯       5) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626223,809,1 医療法人　近藤歯科医〒830-0061 0942-33-7171医療法人　近藤歯科医近藤　泰裕 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県久留米市津福今町５３３－常　勤:    1院　理事長　近藤　泰 現存
     １ (歯       1)裕 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627223,811,7 辻歯科クリニック 〒839-0851 0942-43-1323医療法人辻歯科医院　 　展弘 平28. 9. 1歯   矯歯 歯外診療所
     久留米市御井町１６４７番地５ 常　勤:    1理事長　辻　展弘 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1628223,812,5 たかた歯科医院 〒839-0841 0942-45-6666医療法人社団　秀英　髙田　浩行 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市御井旗崎２－２４常　勤:   11理事長　髙田　浩行 組織変更 歯外 現存
     －３８パレ・クレール２Ｆ (歯      11) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629223,813,3 医療法人　実光会　ひ〒830-0033 0942-30-6079医療法人実光会　理事末安　貞治 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かり歯科医院 福岡県久留米市天神町二丁目５７常　勤:    6長　末安　貞治 移動 現存
     番１ (歯       6) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630223,816,6 門司歯科医院 〒839-0865 0942-45-7464医療法人健栄会　理事河野　匡博 平15. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市新合川一丁目３番常　勤:    2長　門司　達也 新規 歯外 現存
     ３０号 (歯       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631223,817,4 医療法人六広会　サン〒839-0801 0942-34-3004医療法人六広会　理事大石　桂子 平16. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック久留米福岡県久留米市宮ノ陣６丁目２２常　勤:    1長　大石　昌弘 交代 現存
     番１号 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632233,011,2 吉永歯科医院 〒833-0007 3462 吉永　一郎 吉永　一郎 昭44.10. 1歯   診療所
     福岡県筑後市鶴田２６７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633233,030,2 野田歯科医院 〒833-0031 8571 野田　直亮 野田　直亮 昭48.10. 1歯   診療所
     福岡県筑後市山ノ井前田８３－５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634233,031,0 大津歯科医院 〒833-0031 0942-53-1153大津　健 大津　健 平 9. 7.18歯   診療所
     福岡県筑後市山ノ井７６３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635233,036,9 高山歯科医院 〒833-0031 0942-53-2728高山　芳樹 高山　芳樹 昭55. 4.11歯   診療所
     福岡県筑後市大字山ノ井扇田７７常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636233,039,3 山村歯科医院 〒833-0054 0942-53-3106山村　芳郎 山村　芳郎 平12.12. 9歯   診療所
     福岡県筑後市大字蔵数５２１番地常　勤:    2 移動 現存
     の５５ (歯       2) 平24.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1637233,040,1 城﨑歯科医院 〒833-0027 09425-3-8205城﨑　泰雄 城崎　泰雄 昭56. 6. 1歯   診療所
     福岡県筑後市大字水田８７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638233,043,5 永田歯科医院 〒833-0027 0942-52-2133永田　和彦 永田　和彦 昭59. 8. 1歯   診療所
     福岡県筑後市大字水田１３７６－常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639233,045,0 山口歯科医院 〒833-0014 0942-53-3256山口　博澄 山口　博澄 昭60.11.14歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑後市大字尾島２９６の１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640233,046,8 馬田歯科医院 〒833-0031 0942-52-8788馬田　研一 馬田　研一 昭61. 6. 1歯   診療所
     福岡県筑後市大字山ノ井３５５の常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641233,047,6 近藤歯科医院 〒833-0053 0942-52-5633近藤　元司 近藤　元司 昭62.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑後市大字西牟田３４８５常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642233,048,4 坂田歯科医院 〒833-0012 0942-53-7089坂田　人志 坂田　人志 平元. 4. 1歯   診療所
     福岡県筑後市溝口１２１０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643233,050,0 なかお歯科医院 〒833-0032 0942-52-2756中尾　友美 中尾　友美 平 4. 6. 1歯   診療所
     福岡県筑後市大字野町６－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644233,051,8 ふじわら歯科医院 〒833-0043 0942-52-4067藤原　浩 藤原　浩 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑後市大字庄島２４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645233,054,2 本田歯科医院 〒833-0006 0942-53-3431本田　有志 本田　有志 平 6. 4. 1歯   診療所
     福岡県筑後市大字新溝毛抜８２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646233,055,9 くりやま歯科医院 〒833-0056 0942-54-0504栗山　寛二 栗山　寛二 平 9. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県筑後市大字久富１２３９番常　勤:    1 新規 現存
     地の５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1647233,056,7 山下いさみ歯科医院 〒833-0053 0942-53-7864山下　勇 山下　勇 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑後市西牟田小次郎丸３７常　勤:    1 新規 現存
     ９９－２３ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648233,057,5 まちの歯科医院 〒833-0041 0942-42-1515内山　秀樹 内山　秀樹 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑後市和泉４８３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649233,058,3 きくかわ歯科医院 〒833-0032 0942-54-2217菊川　健一 菊川　健一 平12. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑後市大字野町８２９番地常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650233,059,1 あまの歯科医院 〒833-0004 0942-51-1113雨野　晃三 雨野　晃三 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑後市大字徳久字アサミノ常　勤:    1 新規 現存
     １８８番２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651233,060,9 おおぶち歯科医院 〒833-0055 0942-51-1551大渕　庸晴 大渕　庸晴 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑後市熊野平蔵免７０－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652233,062,5 たなか歯科クリニック〒833-0053 0942-48-4184田中　秀明 田中　秀明 平20.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県筑後市大字西牟田４１０８常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653233,063,3 有吉歯科クリニック 〒833-0002 0942-27-9844有吉　聡 有吉　聡 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県筑後市大字前津１５７２番常　勤:    1 新規 現存
     地７ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654233,065,8 ひさいし歯科・矯正歯〒833-0001 久石　正明 久石　正明 平22.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     科 福岡県筑後市一条１２３１－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655233,066,6 こが歯科 〒833-0005 0942-27-7117医療法人ティースファ小山　拓真 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑後市長浜２２３８番地２常　勤:    2クトリー　理事長　古 組織変更 現存
     (歯       2)賀　友基 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656233,068,2 下川歯科医院 〒833-0041 0942-53-7720医療法人　下川歯科医下川　聖人 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑後市大字和泉８９番地１常　勤:    1院　理事長　下川　聖 組織変更 現存
     (歯       1)人 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1657233,069,0 よしいずみ歯科 〒833-0005 0942-42-3555吉泉　亮 吉泉　亮 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県筑後市大字長浜４－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658233,070,8 むらかみ歯科・小児歯〒833-0033 0942-52-5290村上　誠二 村上　誠二 平28. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 福岡県筑後市上北島７２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659233,071,6 筑後宮崎歯科 〒833-0002 0942-52-2311宮﨑　仍伸 宮﨑　仍伸 平30. 3. 1歯   診療所
     筑後市大字前津５７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660233,072,4 立岡歯科医院 〒833-0003 0942-53-3070立岡　尚人 立岡　尚人 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     筑後市羽犬塚４８３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661233,801,6 医療法人立山　立山歯〒833-0055 0942-52-0187医療法人　立山　理事末続　大輔 平 5. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 福岡県筑後市熊野１４７８番地６常　勤:   13長　立山　由乗 組織変更 歯外 現存
     (歯      13) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662243,025,0 ふじむら歯科りえ小児〒838-0068 0946-22-2345藤村　義治 藤村　義治 昭48.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 福岡県朝倉市甘木１８７７番地３常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663243,028,4 中尾歯科医院 〒838-0068 0946-24-5477中尾　利夫 中尾　利夫 昭56. 4. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市甘木１１７５番地８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664243,032,6 古賀歯科医院 〒838-0024 2-2988 古賀　洋海 古賀　洋海 昭57. 7.27歯   診療所
     福岡県朝倉市牛鶴１９番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665243,033,4 草場歯科医院 〒838-0062 09462-2-6403草場　幹繁 草場　幹繁 昭58. 5. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県朝倉市堤１４４５番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666243,035,9 今井歯科医院 〒838-0068 0946-23-1288今井　富実生 今井　富実生 昭61.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県朝倉市甘木４６番地 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 1667243,036,7 豊原歯科医院 〒838-0023 0946-23-1200豊原　賢一 豊原　賢一 昭61.12. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市三奈木３１３０番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668243,037,5 河原歯科医院 〒838-0061 0946-23-1717河原　正裕 河原　正裕 昭63. 9. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市菩提寺６１６番地４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669243,038,3 さとう歯科医院 〒838-0068 0946-22-3098佐藤　一伸 佐藤　一伸 昭63.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県朝倉市甘木２０２０番地２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670243,040,9 杉山歯科医院 〒838-0026 0946-24-0080杉山　和夫 杉山　和夫 平 3. 6. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市柿原８０４番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671243,041,7 こが歯科クリニック 〒838-0062 0946-24-8055古賀　一伸 古賀　一伸 平 5. 1. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市堤４６３番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672243,044,1 岡歯科医院 〒838-0001 0946-25-0002安藤　公範 安藤　公範 平 7. 4.23歯   診療所
     福岡県朝倉市秋月８１番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673243,045,8 くぼやま歯科医院 〒838-0062 0946-21-1457窪山　裕己 窪山　裕己 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉市堤１０７３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674243,046,6 ごとう歯科クリニック〒838-0064 0946-23-1118後藤　憲一 後藤　憲一 平 8. 9. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市頓田３７７番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675243,047,4 篠﨑歯科医院 〒838-0068 0946-22-3276篠﨑　正嘉 篠﨑　正嘉 平 9.11.15歯   診療所
     福岡県朝倉市甘木１８１２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676243,048,2 辻歯科医院 〒838-0068 0946-22-6438辻　武夫 辻　武夫 平10. 1.17歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県朝倉市甘木９７４番地４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1677243,050,8 石井歯科医院 〒838-0068 0946-22-3097石井　英朋 石井　英朋 平17. 2. 4歯   歯外 診療所
     福岡県朝倉市甘木１７８３番地１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678243,052,4 島添歯科医院 〒838-1511 09466-2-1180島添　武雄 島添　武雄 昭57. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉市杷木池田７９７番地常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679243,053,2 しのざき歯科クリニッ〒838-1303 0946-52-0067篠崎　利治 篠崎　利治 平 7. 3.31歯   診療所
     ク 福岡県朝倉市比良松４４９番地８常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680243,054,0 羽野歯科医院 〒838-1316 0946-52-1118羽野　和信 羽野　和信 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉市大庭３８３８番地１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681243,055,7 森高歯科医院 〒838-1302 0946-52-3190森高　民三 森高　民三 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉市宮野２１２０番地１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682243,057,3 きどこうじ歯科矯正歯〒838-1316 0946-52-2636城戸　浩二 城戸　浩二 平11.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 福岡県朝倉市大庭３６０７番地３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683243,060,7 原鶴デンタルオフィス〒838-1521 0946-62-3578越智　孝義 越智　孝義 平20. 4. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市杷木志波１１０－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684243,061,5 古賀歯科医院 〒838-1511 0946-62-2191古賀　崇道 古賀　崇道 平23. 4. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市杷木池田字八反田７常　勤:    1 新規 現存
     ７４－３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685243,062,3 臼杵歯科医院 〒838-0065 0946-24-3691医療法人　雄慎会　理臼杵　辰雄 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉市一木９５番地４ 常　勤:    1事長　臼杵　辰雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686243,063,1 きたじま歯科クリニッ〒838-1514 0946-62-3500北嶋　哲郎 北嶋　哲郎 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県朝倉市杷木久喜宮１０４７常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１ (歯       1) 平25. 7. 1
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 1687243,065,6 さくら歯科 〒838-0068 0946-21-0418医療法人　雄大会　理柴田　泰晴 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県朝倉市甘木６７６番地 常　勤:    2事長　宮本　久嗣 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688243,066,4 うすき歯科クリニック〒838-0062 0946-21-5252臼杵　雄一郎 臼杵　雄一郎 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県朝倉市堤７２４－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689243,067,2 なるみ歯科クリニック〒838-0065 0946-24-6263医療法人松月会　理事月俣　育美 平27.12. 1歯   診療所
     福岡県朝倉市一木６８８－４ 常　勤:    2長　月俣　育美 組織変更 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690243,068,0 あさくらデンタルケア〒838-0031 0946-21-8001医療法人颯美会　理事田中　誠一 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     クリニック 朝倉市屋永字西原１７６７番地１常　勤:    2長　田中　誠一 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691243,801,4 医療法人　ほりお歯科〒838-0058 0946-22-0026医療法人　ほりお歯科堀尾　吉宏 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 福岡県朝倉市馬田５０６番地１ 常　勤:    1医院　理事長　堀尾　 組織変更 休止
     (歯       1)吉宏 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692243,803,0 医療法人ルピナス冨田〒838-0068 0946-23-2588医療法人　ルピナス　冨田　正博 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 福岡県朝倉市甘木１８７番地１ 常　勤:    4理事長　冨田　正博 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693243,804,8 みなぎのもり歯科クリ〒838-0020 0946-21-5155医療法人　周和会　理宮﨑　玲子 平18. 5. 1歯   診療所
     ニック 福岡県朝倉市美奈宜の杜５丁目１常　勤:    3事長　西原　迪彦 新規 現存
     ２－２０号コミュニティーセンタ(歯       3) 平30. 5. 1
     ー内 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694243,805,5 むらおか歯科医院 〒838-0065 0946-24-8861医療法人瑞帆会　理事村岡　卓也 平20.12.18歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県朝倉市一木字新替１１４６常　勤:    1長　村岡　卓也 組織変更 歯外 現存
     番地１ (歯       1) 平26.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695253,020,8 原田歯科医院 〒831-0016 7-0033 原田　一男 原田　一男 昭49. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大川市大字酒見中原３２６常　勤:    2 現存
     ．３２７合併２の１ (歯       2) 平24.10. 1
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 1696253,022,4 中島歯科医院 〒831-0005 0944-86-3254中島　泰之 中島　泰之 昭53. 4. 1歯   診療所
     福岡県大川市大字向島２２９１番常　勤:    1 現存
     地の２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697253,023,2 松藤歯科医院 〒831-0016 0944-88-2326松藤　幸治 松藤　幸治 昭53. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大川市酒見１７７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698253,025,7 釘崎歯科医院 〒831-0026 09448-7-0017釘崎　作 釘崎　作 昭55. 5. 1歯   診療所
     福岡県大川市大字三丸８３６番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699253,027,3 田中歯科医院 〒831-0005 0944-86-3261田中　保彦 田中　保彦 昭59. 2. 1歯   診療所
     福岡県大川市大字向島１４３２の常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700253,029,9 岡野歯科医院 〒831-0004 09448-6-2701岡野　博 岡野　博 昭60. 3. 1歯   診療所
     福岡県大川市榎津東町２８０の１常　勤:    3 現存
     ６ (歯       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701253,031,5 たなか歯科医院 〒831-0021 0944-87-7410田中　勝馬 田中　勝馬 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大川市大字大橋字北田４３常　勤:    1 現存
     ４－２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702253,032,3 こが歯科クリニック 〒831-0000 09448-7-8199古賀　保夫 古賀　保夫 平元.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大川市大字一ッ木４３３－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703253,035,6 石川歯科医院 〒831-0004 0944-86-6222石川　毅彦 石川　毅彦 平 3. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大川市大字榎津１４－４ 常　勤:    2 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704253,038,0 柿添歯科クリニック 〒831-0022 0944-86-6844柿添　大典 柿添　大典 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大川市大字下木佐木１１４常　勤:    1 新規 現存
     ２の１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705253,039,8 せら歯科医院 〒831-0034 0944-89-1666世良　健司 世良　健司 平25. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大川市一木３６６－２ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1706253,040,6 田中歯科医院 〒831-0004 0944-86-2210田中　勝昭 田中　勝昭 平14. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県大川市榎津２７９の１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707253,041,4 渥美歯科医院 〒831-0005 0944-86-2236渥美　慎太郎 渥美　慎太郎 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大川市大字向島２３５３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708253,042,2 堤歯科医院 〒831-0041 0944-86-2575堤　淸之 堤　淸之 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大川市大字小保１７１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709253,044,8 中島歯科医院 〒831-0008 0944-86-8244中島　秀樹 中島　秀樹 平23. 9. 1歯   診療所
     福岡県大川市大字鐘ケ江６５４－常　勤:    2 交代 現存
     １１ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710253,046,3 イマサト歯科クリニッ〒831-0045 0944-88-3210医療法人八里会　理事今里　憲弘 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県大川市大字大野島２８９３常　勤:    2長　今里　憲弘 組織変更 現存
     番地２ (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711253,047,1 宮前歯科医院 〒831-0016 0944-88-2648中川　博文 中川　博文 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大川市大字酒見４５２－４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712253,060,4 木下総合歯科醫院 〒831-0031 0944-86-8888木下　滋 木下　滋 平28. 4. 5歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大川市大字上巻字蓮輪２５常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ２－１ (歯       2) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713253,802,9 医療法人　岡歯科医院〒831-0004 0944-86-2322医療法人　岡歯科医院岡　孝治 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大川市大字榎津１５９ 常　勤:    1　理事長　岡　孝治 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714263,002,4 田中歯科医院 〒838-0144 0942-72-2023田中　政明 田中　政明 昭45.11. 1歯   診療所
     福岡県小郡市祇園二丁目１ー２０常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715263,004,0 後藤歯科医院 〒838-0106 2-4380 後藤　雄貞 後藤　雄貞 昭46. 5. 1歯   診療所
     福岡県小郡市三沢４５の３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1716263,010,7 佐藤歯科医院 〒838-0133 0942-72-2903佐藤　邦雄 佐藤　邦雄 昭51. 4.14歯   診療所
     福岡県小郡市八坂２番４９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717263,012,3 ときつ歯科医院 〒838-0115 09427-2-1160時津　叡 時津　叡 昭56. 7. 1歯   診療所
     福岡県小郡市大保１４９５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718263,013,1 蒲池歯科医院 〒838-0102 0942-75-1363蒲池　春壽 蒲池　春壽 昭57. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市津古１４３２番地の常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719263,018,0 豊福歯科医院 〒838-0141 09427-2-2882豊福　史耕 豊福　史耕 昭60. 4. 1歯   診療所
     福岡県小郡市小郡字下町１３４３常　勤:    1 現存
     －５ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720263,019,8 平田歯科医院 〒838-0137 09427-3-2887平田　俊彦 平田　俊彦 昭60. 7. 1歯   診療所
     福岡県小郡市福童３４２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721263,023,0 花田歯科医院 〒838-0100 0942-73-0881花田　俊秀 花田　俊秀 昭62.12. 1歯   診療所
     福岡県小郡市字若山６３０－２６常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722263,024,8 こが歯科 〒838-0126 0942-73-3520古賀　嘉磨 古賀　嘉磨 平元. 6. 1歯   診療所
     福岡県小郡市二森５１１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723263,026,3 牛嶋歯科医院 〒838-0122 0942-72-5870牛嶋　眞徳 牛嶋　眞徳 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県小郡市松崎字六本松１９６常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724263,027,1 たけはら歯科医院 〒838-0141 0942-72-8819竹原　昌守 竹原　昌守 平24.10.10歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市小郡２２２０番地１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725263,028,9 今村歯科医院 〒838-0115 0942-75-0007今村　光彦 今村　光彦 平17. 8.19歯   小歯 歯外診療所
     福岡県小郡市大保７０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8.19
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 1726263,029,7 カネユキ歯科医院 〒838-0102 0942-75-4618兼行　孝典 兼行　孝典 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市津古８１６－９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727263,030,5 しらき歯科医院 〒838-0141 0942-73-3711白木　博繁 白木　博繁 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県小郡市小郡９９８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728263,031,3 はなだ歯科医院 〒838-0103 0942-72-3969花田　憲敬 花田　憲敬 平 4. 7. 1歯   診療所
     福岡県小郡市三国が丘１－５０ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729263,032,1 ひらた歯科クリニック〒838-0143 0942-73-1020平田　一浩 平田　一浩 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市大字小板井字原口４常　勤:    1 新規 現存
     ３８－１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730263,035,4 えさき歯科医院 〒838-0144 0942-73-5353江崎　誠治 江崎　誠治 平 6. 9. 1歯   歯外 診療所
     福岡県小郡市祇園２丁目１１ー４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731263,037,0 小林歯科医院 〒838-0107 0942-75-0868小林　敏 小林　敏 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市希みが丘５－８－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732263,040,4 なかの歯科クリニック〒838-0101 0942-75-6833中野　伸一 中野　伸一 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県小郡市美鈴が丘２－２５－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733263,045,3 かなざわ歯科クリニッ〒838-0142 0942-41-2228金澤　憲孝 金澤　憲孝 平18. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県小郡市大板井３９１－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734263,047,9 江上歯科クリニック 〒838-0143 0942-23-8800江上　太陽 江上　太陽 平20. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県小郡市小板井５００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735263,049,5 川野歯科クリニック 〒838-0144 0942-72-4188川野　淳一郎 川野　淳一郎 平21. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県小郡市祇園１丁目５番地１常　勤:    1 交代 現存
     ３号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1736263,050,3 髙尾デンタルクリニッ〒838-0138 0942-72-3318髙尾　洋平 髙尾　洋平 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県小郡市寺福童２８７－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737263,051,1 アポロ歯科医院 〒838-0113 0942-73-1004石川　宏伸 石川　宏伸 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県小郡市山隈２３４番２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738263,052,9 ライフデンタルクリニ〒838-0105 0942-27-8277下田　武 下田　武 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県小郡市横隈１６６４－１２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739263,053,7 さくら歯科 〒838-0106 0942-75-1175田苗　正夫 田苗　正夫 平21.12. 1歯   診療所
     福岡県小郡市三沢４８４７－１５常　勤:    2 組織変更 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740263,054,5 いわさき歯科 〒838-0116 0942-75-2712医療法人　裕心会　理岩﨑　友裕 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県小郡市力武２５５番地１２常　勤:    2事長　岩﨑　友裕 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741263,055,2 りんご歯科 〒838-0106 0942-75-7118木村　真紀子 木村　真紀子 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県小郡市三沢４７９５－９ 常　勤:    5 新規 歯外 現存
     (歯       5) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742263,056,0 ひぐち歯科医院 〒838-0141 0942-72-2904樋口　秀岳 樋口　秀岳 平25. 5.29歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市小郡２２０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743263,057,8 医療法人宝歯会　小郡〒838-0115 0942-75-6480医療法人宝歯会　かじ矢野　直人 平25.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     スマイル歯科小児歯科福岡県小郡市大保字弓場１１０　常　勤:    3わら歯科医院　理事長 新規 歯外 現存
     医院 イオン小郡ショッピングセンター(歯       3)　梶原　浩喜 平25.11. 1
     内 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744263,058,6 小郡駅歯科クリニック〒838-0144 0942-73-0727医療法人拓医会　理事近藤　茂 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県小郡市祇園１丁目９番地４常　勤:    1長　本田　拓也 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1745263,059,4 木原歯科医院 〒838-0141 0942-65-5701木原　俊之 木原　俊之 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県小郡市小郡１１６０番地１ 新規 歯外 現存
     平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746263,060,2 三沢通り歯科医院 〒838-0106 0942-75-6470阿部　潔 阿部　潔 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県小郡市三沢４１５１－１６常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747263,061,0 いのうえ歯科クリニッ〒838-0108 0942-23-0111医療法人　侑帆会　理井上　剛臣 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県小郡市美鈴の杜１丁目９－常　勤:    1事長　井上　剛臣 組織変更 矯歯 現存
     ６ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748263,062,8 ゆきざね歯科医院 〒838-0126 0942-65-3997行實　啓樹 行實　啓樹 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     小郡市二森字辻前１８２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749263,063,6 ことぶき歯科診療所 〒838-0142 0942-27-5205河田　高寿 河田　高寿 平29. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     小郡市大板井１１８１－１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750263,801,9 医療法人　松岡歯科医〒838-0141 0942-72-7725医療法人　松岡歯科医松岡　耕一郎 平元. 7. 1歯   診療所
     院 福岡県小郡市小郡９８－１ 常　勤:    1院　理事長　松岡　耕 現存
     (歯       1)一郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751263,802,7 医療法人　立山　立山〒838-0114 0942-72-6881医療法人　立山　理事新垣　洋二 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 福岡県小郡市井上１０３３番地７常　勤:    4長　立山　由乗 歯外 現存
     (歯       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752273,003,0 古賀歯科医院 〒839-1233 0943-72-3197古賀　聖規 古賀　聖規 昭50. 7. 1歯   診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸５常　勤:    1 現存
     ２７ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753273,004,8 臼杵歯科医院 〒839-1234 09437-3-0003臼杵　源久 臼杵　源久 平元. 4. 1歯   診療所
     福岡県久留米市田主丸町豊城８５常　勤:    1 現存
     －４ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1754273,005,5 岩佐歯科医院 〒839-1233 岩佐　茂美 岩佐　茂美 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸４常　勤:    1 交代 現存
     ５５－４２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755273,006,3 竹上歯科医院 〒839-1221 09437-4-1181竹上　広一 竹上　広一 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市田主丸町上原６１常　勤:    1 新規 現存
     ９－３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756273,007,1 古賀歯科医院 〒830-1101 094278-6161 古賀　隆則 古賀　隆則 昭58. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市北野町中川２３０常　勤:    2 現存
     ５－１７ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757273,008,9 きつき歯科医院 〒830-1103 0942-78-2353木附　信介 木附　信介 昭62.11. 1歯   診療所
     福岡県久留米市北野町金島２０２常　勤:    3 現存
     ４－３ (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758273,009,7 こつぼ歯科 〒830-1125 0942-78-2312小坪　義博 小坪　義博 昭63.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市北野町乙丸８９－常　勤:    5 現存
     １ (歯       5) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759273,011,3 中垣歯科医院 〒830-1113 0942-78-6687中垣　裕明 中垣　裕明 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市北野町中２４４－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760273,014,7 しぶえ歯科・小児歯科〒830-1122 0942-78-2010澁江　拓 澁江　拓 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 福岡県久留米市北野町今山５０９常　勤:    1 新規 現存
     の１０ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761273,015,4 ともぞえ歯科クリニッ〒830-1122 友添　俊裕 友添　俊裕 平11. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県久留米市北野町今山３５１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －２ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762273,019,6 豊田歯科医院 〒830-0211 0942-62-3800豊田　博信 豊田　博信 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市城島町楢津６４０常　勤:    1 現存
     －５ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
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 1763273,022,0 古賀歯科医院 〒830-0103 0942-65-0418古賀　弘之 古賀　弘之 昭58.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市三潴町高三潴６７常　勤:    1 現存
     ８－５ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764273,025,3 岩崎歯科医院 〒830-0112 0942-64-2154岩崎　繁 岩崎　繁 平 5. 5. 1歯   診療所
     福岡県久留米市三潴町玉満２３９常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765273,030,3 山下歯科医院 〒839-0861 0942-32-3230山下　浩太郎 山下　浩太郎 平21. 8. 5歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市合川町１６３９－常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     １ (歯       2) 平27. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766273,031,1 たろう歯科クリニック〒839-1223 0943-72-0611樋口　太郎 樋口　太郎 平17.10.10歯   診療所
     福岡県久留米市田主丸町以真恵９常　勤:    1 交代 現存
     ８３－８ (歯       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767273,033,7 医療法人立山　立山歯〒830-0032 0942-36-2689医療法人　立山　理事立山　由乗 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 福岡県久留米市東町３７番９ 常　勤:    4長　立山　由乗 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768273,034,5 佐々歯科口腔外科 〒830-0039 0942-46-4110佐々　孝之 佐々　孝之 平18. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県久留米市花畑一丁目２３番常　勤:    1 新規 現存
     地２西鉄花畑駅２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769273,036,0 もりもと歯科医院 〒839-0865 0942-45-2313森本　乃扶子 森本　乃扶子 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市新合川２丁目１１常　勤:    2 新規 現存
     １番地 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770273,037,8 原賀歯科クリニック 〒839-0865 0942-41-0211原賀　義昭 原賀　義昭 平18. 7. 1歯   診療所
     福岡県久留米市新合川２丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771273,039,4 えだみつ歯科クリニッ〒830-0055 0942-51-2203枝光　崇 枝光　崇 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県久留米市上津１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1772273,040,2 薦野歯科医院 〒839-0863 0942-21-9938薦野　修 薦野　修 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市国分町２０２－１常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773273,041,0 松瀬デンタルクリニッ〒839-0000 0942-27-0525医療法人　まつせ会　松瀬　洋一 平19. 1. 1歯   診療所
     ク 福岡県久留米市荒木町荒木字東山常　勤:    3理事長　松瀬　洋一 組織変更 現存
     １９６６－３ (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774273,042,8 ごうはら歯科医院 〒830-0051 0942-22-6655郷原　寛貴 郷原　寛貴 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市南４丁目１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775273,043,6 いしだまきこ小児歯科〒830-0032 0942-46-8800医療法人　富喜会　理石田　万喜子 平19. 1. 2歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市東町４９１－５ 常　勤:    2事長　石田　万喜子 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 1. 2
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776273,047,7 井上秀歯科医院 〒830-0032 0942-38-5453井上　留里子 井上　留里子 平19. 4. 1歯   診療所
     福岡県久留米市東町４９０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777273,049,3 りゅう歯科医院 〒830-0039 0942-32-6400劉　文憲 劉　文憲 平19. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県久留米市花畑三丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778273,050,1 コスモス歯科クリニッ〒830-1114 0942-78-3825医療法人　クリスタル前田　直哉 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県久留米市北野町高良１０６常　勤:    1　理事長　前田　直哉 組織変更 矯歯 現存
     １－７ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779273,053,5 あいかわファミリー歯〒839-0861 0942-48-2488岩下　拓生 岩下　拓生 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 福岡県久留米市合川町５３番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780273,054,3 倉田歯科 〒830-0023 0942-33-3209倉田　博昭 倉田　博昭 平20.12. 9歯   診療所
     福岡県久留米市中央町３３－１７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781273,055,0 青木歯科医院 〒830-0025 0942-32-8764青木　四郎 青木　四郎 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市瀬下町１３４ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
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 1782273,056,8 大楠歯科医院 〒839-1233 0943-72-2870大楠　道生 大楠　道生 平21. 1. 1歯   診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸１常　勤:    1 交代 現存
     ９６ー２ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783273,058,4 くさば歯科医院 〒830-0038 0942-46-2255草場　暁登 草場　暁登 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市西町１３４－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784273,059,2 本間歯科診療所 〒839-0863 0942-51-8833本間　大策 本間　大策 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市国分町２１８－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785273,061,8 吉松歯科医院 〒830-0021 0942-34-1311吉松　俊明 吉松　俊明 平25. 1. 7歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市篠山町２５２－２常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平25. 1. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786273,062,6 さくら歯科 〒830-0032 0942-39-7435医療法人　健歯会　理毛利　章子 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市東町２８－１ 常　勤:    2事長　毛利　章子 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787273,063,4 歯科　松瀬医院 〒839-0000 0942-27-0110松瀬　彰 松瀬　彰 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市荒木町字車路４８常　勤:    2 新規 現存
     ６番１２ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788273,064,2 よこみぞ歯科 〒839-1234 0943-73-4118横溝　裕次 横溝　裕次 平22. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県久留米市田主丸町豊城１４常　勤:    1 新規 現存
     ８０－３ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789273,065,9 ひつじデンタルクリニ〒830-0062 0942-26-8666辻　礼 辻　礼 平22. 9. 1小歯 歯   矯歯診療所
     ック 福岡県久留米市荒木町白口１９０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２－２ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790273,066,7 吉木歯科医院 〒839-0835 0942-47-0009吉木　朋道 吉木　朋道 平23. 2.28歯   診療所
     福岡県久留米市草野町草野３５８常　勤:    1 交代 現存
     の１ (歯       1) 平29. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1791273,067,5 山手歯科クリニック 〒830-0061 0942-38-8011山手　貴義 山手　貴義 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市津福今町４８０－常　勤:    1 新規 現存
     １０５ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792273,068,3 黒岩歯科医院 〒830-1122 0942-78-2516黒岩　太助 黒岩　太助 平23. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県久留米市北野町今山６３９常　勤:    2 交代 現存
     番地７ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793273,069,1 中島歯科医院 〒830-0048 0942-32-7794中島　幹一郎 中島　幹一郎 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市梅満町１００４－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794273,070,9 大渕歯科医院 〒830-0070 0942-26-8371大淵　義晃 大淵　義晃 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県久留米市大善寺南１丁目２常　勤:    2 交代 現存
     ２番２０号 (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795273,071,7 権藤歯科医院 〒830-0039 0942-32-9249権藤　好弘 権藤　好弘 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県久留米市花畑３丁目３－１常　勤:    2 交代 現存
     ４ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796273,072,5 ホワイト歯科クリニッ〒839-0801 0942-37-2244永瀨　康志郎 永瀨　康志郎 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県久留米市宮ノ陣１丁目８番常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １５号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797273,073,3 二宮歯科医院 〒830-0032 0942-32-7114二ノ宮　重幸 二ノ宮　重幸 平23. 9. 1歯   診療所
     福岡県久留米市東町３５の２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798273,075,8 おきな歯科医院 〒830-0031 0942-32-0308翁　加代子 翁　加代子 平23.12.24歯   診療所
     福岡県久留米市六ツ門町２１－１常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29.12.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799273,078,2 さやの木歯科 〒830-0078 0942-26-1336境野　秀宣 境野　秀宣 平24. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市安武町住吉字サヤ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ノ木４６８－１ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1800273,079,0 みやのじん歯科クリニ〒839-0801 0942-34-3003本田　攻 本田　攻 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福岡県久留米市宮ノ陣６丁目２２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －１－１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801273,080,8 小森野けいすけ歯科・〒830-0001 0942-65-5990水沼　恵介 水沼　恵介 平24. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     みなこ矯正歯科 福岡県久留米市小森野４丁目１８常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －２８ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802273,081,6 花畑ファミリー歯科 〒830-0039 0942-37-6233尾野　浩 尾野　浩 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市花畑３丁目７－４常　勤:    1 新規 現存
     －１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803273,082,4 そめや歯科 〒830-0018 0942-46-2218染矢　貞之 染矢　貞之 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市通町４番１１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804273,084,0 ひろせ歯科医院 〒830-0037 0942-39-8111医療法人広瀬会　理事廣瀬　幸治 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市諏訪野町２５５８常　勤:    2長　廣瀬　幸矢 交代 現存
     番地 (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805273,085,7 森田歯科医院 〒830-0022 0942-33-8943森田　昇 森田　昇 平25. 1. 1歯   診療所
     福岡県久留米市城南町１４番地２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1806273,086,5 ハイジア歯科 〒830-0112 0942-54-9550医療法人三幸会　理事平尾　健 平25. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市三潴町玉満２２６常　勤:    1長　平尾　健 組織変更 歯外 現存
     ６番地３ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807273,087,3 ルーチェデンタルクリ〒839-0851 0942-41-1711小林　光 小林　光 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県久留米市御井町２２９１－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808273,100,4 太田歯科医院 〒830-0022 0942-33-4003太田　博士 太田　博士 平25. 5. 7歯   診療所
     福岡県久留米市城南町３－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809273,101,2 よしまつ歯科クリニッ〒830-0027 0942-37-3255吉松　真一郎 吉松　真一郎 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県久留米市長門石４－４－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1810273,102,0 かく歯科クリニック 〒839-0861 0942-65-6405加來　伸一郎 加來　伸一郎 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市合川町３１６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811273,103,8 むねしげ歯科医院 〒839-0823 0942-23-5755宗重　隆寛 宗重　隆寛 平25.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市善導寺町与田２６常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ５－６ (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812273,104,6 山下良太歯科クリニッ〒830-0037 0942-21-5354医療法人ペリオ会　理山下　良太 平26. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ク 福岡県久留米市諏訪野町１６２４常　勤:    3事長　山下　良太 組織変更 小歯 現存
     番地６ (歯       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813273,105,3 たかやしき歯科医院 〒839-0862 0942-46-0088医療法人広瀬会　理事進 　剛 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市野中町字前１２０常　勤:    2長　廣瀬　幸矢 新規 現存
     ８番地１ (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814273,106,1 のん　ＫＩＤＳ　ＤＥ〒839-0814 0942-65-9323山下　伸子 山下　伸子 平26. 3. 1小歯 矯歯 診療所
     ＮＴＡＬ 福岡県久留米市山川追分２－１－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1815273,107,9 菊池歯科医院 〒830-0032 0942-34-6316菊池　大三 菊池　大三 平26. 2.25歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市東町３８－２３　常　勤:    1 交代 現存
     百万両ビル２Ｆ (歯       1) 平26. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816273,108,7 えぐち歯科クリニック〒839-0863 0942-27-5496江口　直文 江口　直文 平26. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県久留米市国分町１５１０－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ４ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817273,109,5 いなます歯科クリニッ〒830-0006 0942-38-2722稲益　宏治 稲益　宏治 平26. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県久留米市南薫西町１９５７ 新規 歯外 現存
     －２ 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818273,110,3 かばさん歯科 〒830-0022 0942-35-7080医療法人周和会　理事江波　友喜人 平26. 7. 1歯   診療所
     福岡県久留米市城南町９－１０ 常　勤:    2長　西原　廸彦 新規 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819273,111,1 ふかみず歯科クリニッ〒830-0072 0942-65-8249深水　康太郎 深水　康太郎 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県久留米市安武町安武本３３常　勤:    1 新規 現存
     ０２－７ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1820273,112,9 くるめ東町歯科医院 〒830-0032 0942-46-5050山口　登 山口　登 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市東町４０－１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821273,114,5 えんりん歯科クリニッ〒830-0003 0942-65-3100円林　秀治 円林　秀治 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県久留米市東櫛原町４９７－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822273,115,2 オリーブ歯科医院西牟〒830-0111 0942-64-6262山崎　健太郎 山崎　健太郎 平26.11. 1歯   歯外 診療所
     田駅前 福岡県久留米市三潴町西牟田６３常　勤:    1 新規 現存
     ９０－１０ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823273,117,8 ますだ歯科 〒830-0059 0942-65-8315増田　修一 増田　修一 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県久留米市江戸屋敷１－３－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６７ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824273,118,6 スマイル歯科 〒830-0047 0942-39-4183医療法人健歯会　理事高山　ちづ子 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県久留米市津福本町５６８－常　勤:    2長　毛利　章子 交代 矯歯 現存
     １ (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825273,119,4 きたしま歯科・矯正歯〒830-0032 0942-33-1836北嶋　禎治 北嶋　禎治 平27. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 福岡県久留米市東町３４－５１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826273,120,2 田中歯科クリニック 〒830-0205 0942-62-3055成相　友佳 成相　友佳 平27. 3.28歯   小歯 診療所
     福岡県久留米市城島町大依３３４常　勤:    1 交代 現存
     －４ (歯       1) 平27. 3.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827273,121,0 わたなべ歯科医院 〒839-0863 0942-27-5007渡辺　庄一 渡辺　庄一 平27. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県久留米市国分町２９１－１ 新規 小歯 現存
     平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828273,122,8 うさぎデンタルクリニ〒830-0072 0942-26-2202中島　知子 中島　知子 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福岡県久留米市安武町安武本１３常　勤:    1 新規 現存
     ８９ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1829273,123,6 久留米中央公園歯科　〒839-0861 0942-33-8000山﨑　公継 山﨑　公継 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ＴＨＥ　ＰＡＲＫ 福岡県久留米市合川町２１８７－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830273,124,4 城歯科医院 〒830-0038 0942-55-9408城　大介 城　大介 平27.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県久留米市西町９２１－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831273,125,1 吉松歯科医院 〒839-0814 0942-43-2566医療法人至心会　理事吉松　繁人 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     久留米市山川追分２丁目６－３８常　勤:    1長　吉松　繁人 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832273,126,9 とら歯科医院 〒830-0111 0942-64-3631青木　将虎 青木　将虎 平29. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     久留米市三潴町西牟田４４９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833273,127,7 うちだ歯科クリニック〒830-0102 0942-65-0829内田　智大 内田　智大 平29. 4. 1歯   診療所
     久留米市三潴町田川１１１番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834273,128,5 でん歯科 〒830-0033 0120-164-800医療法人歯生会　理事石田　一生 平29. 4. 1歯   矯歯 診療所
     久留米市天神町８番地 常　勤:    2長　石田　一生 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835273,129,3 つやま歯科・口腔外科〒830-0053 0942-65-9082津山　治己 津山　治己 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     医院 久留米市藤山町７４５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836273,130,1 名取歯科医院 〒830-0001 0942-33-5236名取　徹 名取　徹 平29. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     久留米市小森野４丁目１０－１０常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837273,131,9 うめはら歯科医院 〒839-1213 0943-72-0805梅原　和男 梅原　和男 平29.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     久留米市田主丸町益生田８５５－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838273,132,7 おちあい小児歯科医院〒830-0033 0942-39-0118医療法人わかば　理事落合　聡 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     久留米市天神町３４－１４山秀ビ常　勤:    1長　河口　年久 交代 歯外 現存
     ル４Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1839273,133,5 はなえ矯正歯科 〒830-0047 0942-30-0930若江　皇絵 若江　皇絵 平30. 2. 1矯歯 診療所
     久留米市津福本町３２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840273,134,3 ピーススマイル矯正歯〒830-0013 0942-65-4156医療法人コラソン　理丸山　和宏 平30. 2. 1矯歯 診療所
     科 久留米市櫛原町４丁目７２－３ 常　勤:    2事長　岩永　成晃 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841273,135,0 こどものはいしゃさん〒830-0037 0942-65-7900医療法人翔凰会　理事野田　慎一朗 平30. 2. 1歯   小歯 診療所
     　ＮＯＤＡ　ＤＥＮＴ久留米市諏訪野町２３７８番地　常　勤:    1長　野田　慎一朗 組織変更 現存
     ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ １Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842273,136,8 六つ門きくち歯科医院〒830-0017 0942-33-0851菊池　大陸 菊池　大陸 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     久留米市日吉町１６－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843273,137,6 菊池歯科医院 〒830-0032 0942-32-1550医療法人菊池会　理事菊池　莊八 平30. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     久留米市東町２５－２０ 常　勤:    3長　菊池　莊八 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844313,018,0 熊谷歯科医院 〒838-0816 0946-24-4000熊谷　幸昭 熊谷　幸昭 昭50. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県朝倉郡筑前町新町１７５－常　勤:    2 現存
     ９ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845313,019,8 仲道歯科医院 〒838-1702 0946-72-2217仲道　健一郎 仲道　健一郎 昭50.12. 1歯   診療所
     福岡県朝倉郡東峰村大字福井６９常　勤:    1 現存
     ５番地 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846313,021,4 中村歯科医院 〒838-0215 09464-2-4676森山　英樹 森山　英樹 昭55. 8.14歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県朝倉郡筑前町篠隈３５５番常　勤:    1 現存
     地２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847313,024,8 相良歯科医院 〒838-0802 2-9854 相良　裕志 相良　裕志 昭58.12. 1歯   診療所
     福岡県朝倉郡筑前町久光９１２－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1848313,025,5 井上歯科診療所 〒838-0214 0946-42-4832井上　文弘 井上　文弘 昭59. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉郡筑前町東小田７８－常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849313,026,3 松原歯科 〒838-0215 0946-42-5532松原　成文 松原　成文 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉郡筑前町篠隈１９１の常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850313,027,1 伊藤歯科医院 〒838-0224 0946-42-4900伊藤　滋憲 伊藤　滋憲 昭59. 5. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県朝倉郡筑前町松延６８０－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851313,030,5 田邊歯科医院 〒838-0228 092-926-1182田邊　修 田邊　修 昭62. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県朝倉郡筑前町二１６６の４常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852313,032,1 池本歯科医院 〒838-0813 0946-23-0173池本　清 池本　清 平 4. 2. 1歯   診療所
     福岡県朝倉郡筑前町依井４３４－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853313,038,8 山口歯科医院 〒838-0823 0946-23-1300山口　祐一郎 山口　祐一郎 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県朝倉郡筑前町山隈１４５４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854313,801,9 医療法人社団桜香アッ〒838-0228 092-927-0218医療法人社団桜香　理奥山　義和 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     プル歯科クリニック 福岡県朝倉郡筑前町二９５－２ 常　勤:    2事長　案西　浩平 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855313,802,7 小石原歯科診療所 〒838-1602 0946-74-2660医療法人康友会　理事中村　康夫 平19.12.11歯   診療所
     福岡県朝倉郡東峰村小石原鼓３７常　勤:    1長　中村　康夫 組織変更 現存
     ８４番地１ (歯       1) 平25.12.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856313,803,5 ハートスマイル歯科 〒838-0214 0946-42-5211医療法人研心会　理事中村　研 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県朝倉郡筑前町東小田４４８常　勤:    1長　中村　研 組織変更 歯外 現存
     －２ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1857323,032,9 北原歯科医院 〒830-1211 0942-77-0032北原　照玉 北原　照玉 平 5.10.13歯   診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字常　勤:    2 移動 現存
     西光寺２８４８－５ (歯       2) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858323,036,0 後藤歯科医院 〒830-1201 0942-77-2951後藤　泉 後藤　泉 昭53. 7. 1歯   診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字富多７常　勤:    1 現存
     ９９－４ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859323,042,8 保坂歯科医院 〒830-1221 0942-77-1556保坂　勝行 保坂　勝行 平 4. 1. 1歯   診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２常　勤:    2 現存
     ４６６－２ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860323,044,4 かわの歯科医院 〒830-1222 0942-77-4555河野　秀則 河野　秀則 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県三井郡大刀洗町上高橋１４常　勤:    1 新規 現存
     ０７ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861323,046,9 こいかわ歯科小児歯科〒830-1226 0942-77-3033肥川　淑幸 肥川　淑幸 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈字常　勤:    2 新規 現存
     原田牟田１３１５－３１ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862323,049,3 池田歯科医院 〒830-1211 0942-77-1151池田　大助 池田　大助 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県三井郡大刀洗町本郷１９９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ７－６ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863323,050,1 ふきわけファミリア歯〒830-1221 0942-65-3331吹譯　浩史 吹譯　浩史 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ４９８－１ (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864333,043,4 古賀歯科医院 〒839-1321 古賀　道士 古賀　道士 昭50.10. 1歯   診療所
     福岡県うきは市吉井町１２３２の常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865333,048,3 三浦歯科医院 〒839-1401 5-3585 三浦　正明 三浦　正明 昭59. 4. 1歯   診療所
     福岡県うきは市浮羽町朝田６７６常　勤:    1 現存
     －４ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866333,049,1 すぎょう歯科 〒839-1402 09437-7-7818須堯　博 須堯　博 昭62. 2. 1歯   診療所
     福岡県うきは市浮羽町浮羽３９６常　勤:    1 現存
     －７ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867333,054,1 廣田歯科医院 〒839-1321 09437-5-2079廣田　恭彦 廣田　恭彦 平 7. 4. 1歯   診療所
     福岡県うきは市吉井町１３１６－常　勤:    3 交代 現存
     ６２ (歯       3) 平28. 4. 1
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 1868333,057,4 とりごえ歯科医院 〒839-1321 09437-5-2225鳥越　浩一郎 鳥越　浩一郎 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県うきは市吉井町１３７２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869333,058,2 うきは歯科クリニック〒839-1403 0943-77-8000髙橋　裕喜 髙橋　裕喜 平19. 9. 1歯   歯外 診療所
     福岡県うきは市浮羽町東隈上１２常　勤:    1 新規 現存
     の１ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870333,059,0 田村歯科クリニック 〒839-1321 0943-75-2245田村　昌彦 田村　昌彦 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県うきは市吉井町２１２－１常　勤:    2 移動 現存
     ０ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871333,060,8 五反田歯科医院 〒839-1321 0943-75-5616五反田　孝義 五反田　孝義 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県うきは市吉井町５６５番地常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872333,061,6 中村歯科くりにっく 〒839-1406 0943-77-2718中村　武史 中村　武史 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県うきは市浮羽町高見１４２常　勤:    2 新規 現存
     ８－４ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873333,062,4 ふかまち歯科クリニッ〒839-1342 0943-75-8808深町　太伊地 深町　太伊地 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県うきは市吉井町生葉字塚本常　勤:    1 新規 現存
     １０９６－１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874333,063,2 ＪＡにじ歯科診療所 〒839-1308 0943-76-2255にじ農業協同組合　代多田　剛之 平25.12. 1歯   診療所
     福岡県うきは市吉井町八和田８７常　勤:    1表理事組合長　川原　 新規 現存
     ５番地１ (歯       1)文次 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875333,064,0 佐藤歯科医院 〒839-1304 0943-75-5888医療法人　五つ星　理佐藤　敬一郎 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県うきは市吉井町千年２３０常　勤:    2事長　佐藤　敬一郎 組織変更 歯外 現存
     番地 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876333,065,7 わかみやデンタルクリ〒839-1311 0943-75-2401医療法人康友会　理事中村　康平 平28. 7. 1歯   診療所
     ニック 福岡県うきは市吉井町若宮字前田常　勤:    1長　中村　康夫 新規 現存
     １２０番地６ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1877333,801,5 医療法人　古賀歯科医〒839-1401 09437-7-2525医療法人　古賀歯科医古賀　聖敏 平 6. 9. 1歯   矯歯 診療所
     院 福岡県うきは市浮羽町朝田３８２常　勤:    1院　理事長　古賀　聖 組織変更 現存
     －２ (歯       1)敏 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878333,803,1 たけうち歯科医院 〒839-1343 0943-75-4511医療法人たけうち歯科武内　孝治 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県うきは市吉井町鷹取２６番常　勤:    2医院　理事長　武内　 組織変更 歯外 現存
     １０ (歯       2)孝治 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879343,025,9 松永歯科医院 〒830-0403 0944-33-1158松永　光則 松永　光則 昭61. 5. 1歯   診療所
     福岡県三潴郡大木町大字大角１７常　勤:    1 現存
     ９７の２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880343,026,7 まつざき歯科 〒830-0416 09443-2-0017松﨑　省三 松崎　省三 昭62. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県三潴郡大木町大字八町牟田常　勤:    1 現存
     ３８の２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881343,033,3 森歯科医院 〒830-0405 0944-32-2547森　洋一 森　洋一 平 6. 4. 1歯   診療所
     福岡県三潴郡大木町大字横溝６８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882343,035,8 スマイル歯科 〒830-0416 0944-33-2522才藤　毅 才藤　毅 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県三潴郡大木町大字八町牟田常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ７０１番地２ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883343,036,6 藤丸歯科医院 〒830-0416 0944-32-1465藤丸　幹修 藤丸　幹修 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県三潴郡大木町大字八町牟田常　勤:    2 交代 歯外 現存
     ２６７番地の１ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884343,037,4 のだ歯科・小児歯科 〒830-0422 0944-75-9700医療法人翔凰会　理事野田　妙子 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県三潴郡大木町大字高橋５３非常勤:    1長　野田　慎一朗 組織変更 矯歯 現存
     ２番１ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885353,044,7 白谷歯科医院 〒834-0112 0943-32-3540白谷　幸治 白谷　幸治 平元. 3. 1歯   診療所
     福岡県八女郡広川町大字久泉４７常　勤:    1 現存
     ６－６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1886353,053,8 あららぎ歯科医院 〒834-0112 0943-32-4846蘭　光二 蘭　光二 平 8. 3. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県八女郡広川町大字久泉字ヨ常　勤:    2 新規 現存
     ツ ６０５－５ (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887353,055,3 姫野歯科医院 〒834-0103 0943-32-0155姫野　尚宏 姫野　尚宏 平10. 4. 1歯   診療所
     福岡県八女郡広川町大字六田２８常　勤:    2 交代 現存
     ２ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888353,061,1 こやま歯科医院 〒834-0121 0943-33-4618古山　博宜 古山　博宜 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女郡広川町大字広川１４常　勤:    1 新規 現存
     ４－５ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889353,062,9 はまさき歯科クリニッ〒834-0113 0943-32-7800濱﨑　修 濱﨑　修 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県八女郡広川町川上５８６－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １ (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890353,068,6 はら歯科クリニック 〒834-0104 0943-24-8363原　信雄 原　信雄 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県八女郡広川町大字吉常３５常　勤:    1 新規 現存
     ７－１ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891353,069,4 やました歯科医院 〒834-0121 0942-52-3819山下　武延 山下　武延 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県八女郡広川町広川１３４９常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －８ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892353,071,0 とくどめ歯科医院 〒834-0026 0943-24-8620德留　弘和 德留　弘和 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県八女市井延字石崎１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893353,072,8 久保田歯科口腔外科医〒834-0115 0943-32-0216久保田　英朗 久保田　英朗 平27. 4. 1歯   歯外 診療所
     院 福岡県八女郡広川町大字新代６２常　勤:    1 新規 現存
     ３－３ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894353,074,4 いまやま歯科 〒834-0115 0943-32-7020今山　耕平 今山　耕平 平28. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県八女郡広川町新代１５３５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1895353,075,1 もりみつ歯科クリニッ〒834-0105 0943-31-1000森光　裕樹 森光　裕樹 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 八女郡広川町長延１０２９－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896353,076,9 いなとみ歯科クリニッ〒834-0115 0943-32-5123稲冨　智彦 稲冨　智彦 平30. 4. 1歯   診療所
     ク 八女郡広川町大字新代１３８９－常　勤:    2 交代 現存
     ５８８ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897353,801,0 医療法人立山　立山歯〒834-0115 0943-32-5882医療法人立山　理事長中島　俊行 平 9.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 福岡県八女郡広川町新代２３５２常　勤:    4　立山　由乗 新規 歯外 療養病床
     番地 (歯       4) 平27.12. 1 現存
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898423,023,7 樋口歯科医院 〒835-0024 樋口　則義 樋口　則義 昭46.10. 1歯   診療所
     福岡県みやま市瀬高町下庄２３０常　勤:    1 現存
     ３番地 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899423,030,2 西原歯科医院 〒835-0024 09446-3-6482西原　啓太 西原　啓太 昭51. 8. 1歯   診療所
     福岡県みやま市瀬高町下庄２４７常　勤:    1 現存
     ３番地１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900423,036,9 樺島歯科医院 〒835-0023 0944-62-2213樺島　邦仁 樺島　邦仁 平10. 3.14歯   小歯 診療所
     福岡県みやま市瀬高町小川２７６常　勤:    1 移動 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 3.14
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901423,041,9 藤田歯科医院 〒835-0013 0944-62-2195藤田　明弘 藤田　明弘 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県みやま市瀬高町太神１２６常　勤:    1 現存
     ６番地３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902423,042,7 安野歯科医院 〒835-0023 09446-3-7321安野　卓典 安野　卓典 昭61. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県みやま市瀬高町小川１１４常　勤:    1 現存
     ２番地１ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903423,043,5 菊池歯科医院 〒835-0007 09446-2-2696菊池　威彦 菊池　威彦 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市瀬高町長田８２６常　勤:    1 歯外 現存
     番地８ (歯       1) 平28. 7. 1
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 1904423,047,6 庄山歯科医院 〒835-0025 0944-62-3337庄山　昭彦 庄山　昭彦 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市瀬高町上庄１１６常　勤:    1 現存
     ４番地 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905423,049,2 吉田歯科医院 〒835-0004 09446-3-8244吉田　龍生 吉田　龍生 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県みやま市瀬高町山門１８１常　勤:    1 現存
     ５番地３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906423,050,0 安西歯科医院 〒835-0023 0944-62-2627安西　洋一 安西　洋一 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市瀬高町小川５２番常　勤:    2 現存
     地３ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907423,057,5 椛嶋歯科医院 〒835-0102 0944-67-0495椛嶋　好友 椛嶋　好友 平17. 4. 1歯   診療所
     福岡県みやま市山川町尾野２０２常　勤:    1 組織変更 現存
     ２番地 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908423,058,3 永江歯科医院 〒839-0212 0944-22-5020永江　健一 永江　健一 昭58. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市高田町江浦町５３常　勤:    2 現存
     ７番地２ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909423,059,1 中村歯科医院 〒839-0223 0944-22-2552中村　清人 中村　清人 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市高田町岩津３０２常　勤:    1 現存
     番地５ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910423,061,7 こが歯科こども歯科 〒839-0215 0944-22-6400河野　美佐 河野　美佐 平14. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市高田町濃施４６０常　勤:    2 新規 歯外 現存
     番地 (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911423,062,5 やすまる歯科診療所 〒835-0102 0944-67-1782相浦　靖治 相浦　靖治 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県みやま市山川町尾野字長良常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １９００－１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912423,063,3 うわとこ歯科医院 〒835-0101 0944-88-8661上床　俊裕 上床　俊裕 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県みやま市山川町立山１２８常　勤:    2 新規 現存
     ３－１ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913423,064,1 宇美歯科医院 〒835-0024 0944-63-8241宇美　房洋 宇美　房洋 平28. 2.16歯   診療所
     福岡県みやま市瀬高町下庄１４２常　勤:    2 交代 現存
     ９ (歯       2) 平28. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1914423,065,8 いまもと歯科医院 〒835-0022 0944-63-7631今本　智之 今本　智之 平30. 5. 7歯   矯歯 小歯診療所
     みやま市瀬高町文廣１５４０－３常　勤:    4 交代 歯外 現存
     (歯       4) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915433,032,6 新田歯科医院 〒832-0046 0944-73-0648新田　眞澄 新田　眞澄 昭45.11. 1歯   診療所
     福岡県柳川市奥州町３０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916433,033,4 石井歯科医院 〒832-0026 0944-73-7792石井　明彦 石井　明彦 平 6. 5. 1歯   診療所
     福岡県柳川市曙町３１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917433,036,7 相浦歯科医院 〒832-0022 相浦　洋治 相浦　洋治 昭46.11.12歯   診療所
     福岡県柳川市旭町２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918433,039,1 田中歯科医院 〒832-0086 田中　俊夫 田中　俊夫 昭52. 6. 1歯   診療所
     福岡県柳川市久々原５５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919433,040,9 古賀剛歯科医院 〒832-0077 0944-73-6012古賀　剛 古賀　剛 平 9. 5. 9歯   診療所
     福岡県柳川市筑紫町７０ー５６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1920433,041,7 木村博歯科医院 〒832-0058 0944-73-7588木村　博 木村　博 昭55.12. 1歯   診療所
     福岡県柳川市上宮永町３５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921433,044,1 江頭歯科医院 〒832-0007 09447-2-6116江頭　慶美 江頭　慶美 昭59. 6. 1歯   診療所
     福岡県柳川市金納５－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922433,045,8 古澤歯科医院 〒832-0069 古澤　一彦 古澤　一彦 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県柳川市新外町３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923433,046,6 生田歯科医院 〒832-0037 生田　正信 生田　正信 昭60. 7. 1歯   診療所
     福岡県柳川市細工町９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1924433,049,0 松本歯科医院 〒832-0077 09447-2-1182松本　陽一 松本　陽一 昭61.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県柳川市筑紫町４００－５ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925433,050,8 ひえだ歯科医院 〒832-0006 稗田　幸司 稗田　幸司 平元.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県柳川市東蒲池北京手１９３常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926433,051,6 野田歯科医院 〒832-0023 野田　英一 野田　英一 平 2. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県柳川市京町５５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927433,052,4 しまず歯科医院 〒832-0059 0944-72-0363島津　健生 島津　健生 平 3. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県柳川市下宮永町６５６－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928433,053,2 西村歯科医院 〒832-0003 西村　真 西村　真 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県柳川市立石字内田８９０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929433,054,0 こが哲男歯科医院 〒832-0088 0944-72-3210古賀　哲男 古賀　哲男 平 4. 2. 1歯   診療所
     福岡県柳川市間９５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1930433,056,5 竹下歯科医院 〒832-0045 0944-73-8020竹下　誠 竹下　誠 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県柳川市本町３３ー１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931433,058,1 古賀歯科診療所 〒832-0827 0944-72-7294古賀　善弘 古賀　善弘 昭46.11. 1歯   診療所
     福岡県柳川市三橋町蒲船津１１５常　勤:    1 現存
     ０－２ (歯       1) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932433,059,9 木村歯科医院 〒832-0806 3-0592 木村　一英 木村　一英 昭52. 1. 1歯   診療所
     福岡県柳川市三橋町柳河５８４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933433,060,7 中川歯科医院 〒832-0822 0944-74-0505中川　龍比湖 中川　龍比湖 昭53. 6. 1歯   診療所
     福岡県柳川市三橋町下百町３６－常　勤:    1 現存
     ６ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1934433,061,5 内田歯科医院 〒832-0824 0944-72-1007内田　博治 内田　博治 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県柳川市三橋町藤吉５２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935433,062,3 長友歯科 〒832-0826 0944-73-0889長友　裕子 長友　裕子 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県柳川市三橋町高畑２６０－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936433,063,1 えり歯科医院 〒832-0815 0944-72-6777江里　能成 江里　能成 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県柳川市三橋町白鳥４８４－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937433,064,9 石田歯科医院 〒832-0816 0944-72-4362石田　一貴 石田　一貴 平14.12.11歯   診療所
     福岡県柳川市三橋町久末８４２－常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平26.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938433,068,0 大渕いつき歯科クリニ〒839-0242 09447-6-3033大渕　溢喜 大渕　溢喜 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県柳川市大和町豊原５８９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939433,069,8 松藤歯科医院 〒839-0254 0944-76-1144松藤　正学 松藤　正学 平 6. 1. 1歯   診療所
     福岡県柳川市大和町中島１４３－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1940433,070,6 さいしょ歯科クリニッ〒832-0823 0944-74-5757最所　賢一 最所　賢一 平17.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県柳川市三橋町今古賀４２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941433,071,4 龍　歯科医院 〒832-0075 0944-72-3346龍　昭一郎 龍　昭一郎 平18. 6. 1歯   診療所
     福岡県柳川市柳町１６－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942433,072,2 古賀歯科医院 〒832-0025 0944-72-4367古賀　俊一郎 古賀　俊一郎 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県柳川市恵美須町２５－１ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943433,073,0 新田歯科医院 〒832-0013 0944-73-8148榛澤　博之 榛澤　博之 平19. 3. 1歯   歯外 診療所
     福岡県柳川市上町７－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944433,075,5 安田歯科医院 〒832-0031 0944-72-2789安田　誠 安田　誠 平20. 3. 1歯   診療所
     福岡県柳川市椿原町１５ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 3. 1
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 1945433,077,1 大和まつふじ歯科クリ〒839-0254 0944-76-5789松藤　拓之 松藤　拓之 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県柳川市大和町中島４８３番常　勤:    1 新規 現存
     １７ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946433,078,9 大橋歯科医院 〒832-0021 0944-74-5088大橋　裕 大橋　裕 平23. 7. 1歯   診療所
     福岡県柳川市隅町７２の２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947433,080,5 ホワイト歯科 〒832-0827 0944-78-1147古賀　久嗣 古賀　久嗣 平25. 9. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県柳川市三橋町蒲船津３８７常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948433,081,3 えがみ歯科 〒839-0243 0944-75-7770医療法人悦和会　理事江上　圭 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     柳川市大和町塩塚９５２番地 常　勤:    2長　江上　圭 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949433,082,1 古賀デンタルオフィス〒832-0807 0944-74-3113古賀　浩 古賀　浩 平26. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県柳川市三橋町枝光１６５番常　勤:    2 新規 現存
     ３号 (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950433,083,9 あい歯科 〒832-0822 0944-75-6480小野　雅浩 小野　雅浩 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県柳川市三橋町下百町４６番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951433,084,7 なかしま矯正歯科医院〒832-0827 0944-74-1787医療法人中島歯科医院中島　一記 平29. 8. 1矯歯 診療所
     柳川市三橋町蒲船津１４０４番地常　勤:    1　理事長　中島　重夫 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952433,085,4 くめ歯科 〒832-0058 0944-85-9660久米　伸茂 久米　伸茂 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     柳川市上宮永町４１６番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953433,086,2 さくら通り歯科クリニ〒832-0068 0944-72-2033椛島　俊作 椛島　俊作 平29.11. 1歯   診療所
     ック柳城 柳川市城隅町８番地６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954433,801,4 医療法人　中島歯科医〒832-0081 0944-74-1355医療法人　中島歯科医中島　重夫 昭63. 2. 1歯   矯歯 診療所
     院 福岡県柳川市西浜武１０１６－２常　勤:    1院　理事長　中島　重 現存
     (歯       1)夫 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1955433,804,8 歯科保健センター診療〒832-0815 0944-74-1333一般社団法人　柳川山松本　陽一 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     所 福岡県柳川市三橋町白鳥６４２－常　勤:    5門歯科医師会　会長　 現存
     ８ (歯       5)松本　陽一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956433,805,5 医療法人　成和会　平〒839-0254 0944-76-3695医療法人　成和会　平平河　孝憲 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     河歯科医院 福岡県柳川市大和町中島９５４番常　勤:    2河歯科医院　理事長　 移動 現存
     地１ (歯       2)平河　孝憲 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957433,806,3 医療法人祐賢会　かわ〒832-0821 0944-72-6278医療法人　祐賢会　理川口　賢 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ぐち歯科医院 福岡県柳川市三橋町百町１４４５常　勤:    2事長　川口　賢 組織変更 歯外 現存
     番地３ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958443,079,5 島田歯科医院 〒836-0843 2-3143 島田　保幸 島田　保幸 昭45.10. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市不知火町２丁目１常　勤:    1 休止
     ０番地の５ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959443,118,1 川野歯科医院 〒836-0012 0944-53-7109川野　未禧朗 川野　未禧朗 昭46. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市明治町１丁目１の常　勤:    1 現存
     １６ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960443,122,3 藤川歯科医院 〒837-0925 0944-52-7500藤川　崇之 藤川　崇之 昭47. 2.18歯   診療所
     福岡県大牟田市大字白川２８３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961443,132,2 吉田歯科医院 〒836-0056 0944-56-3434吉田　大蔵 吉田　大蔵 昭49. 6. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市姫島町３８番地の常　勤:    2 現存
     ５ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962443,135,5 佐野歯科医院 〒837-0916 3-4378 佐野　専一 佐野　専一 昭49. 6.20歯   診療所
     福岡県大牟田市大字田隈４２２－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963443,137,1 吉村歯科医院 〒836-0041 吉村　蕃 吉村　蕃 昭49. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市新栄町１２番地の常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964443,144,7 唐船歯科医院 〒836-0003 0944-52-7247増田　皙紀 増田　皙紀 昭52. 2. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市大字唐船字友１１常　勤:    1 現存
     ８番地の８ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1965443,147,0 山川歯科医院 〒836-0085 0944-52-4193山川　巖 山川　巖 平 5.12.20歯   診療所
     福岡県大牟田市一部町８３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966443,148,8 やまもと歯科医院 〒837-0927 0944-52-0030山本　博久 山本　博久 平 6.10.20歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市中白川町２－１－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平24.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967443,149,6 大川歯科医院 〒836-0092 0944-51-1230大川　泰博 大川　泰博 昭54. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県大牟田市桜町２１０番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968443,151,2 永江歯科クリニック 〒837-0903 0944-58-6474永江　正廣 永江　正廣 昭55. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市大字宮崎５番地の常　勤:    3 現存
     ８ (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969443,154,6 安澤歯科医院 〒837-0916 0944-54-0246安澤　和彦 安澤　和彦 昭56. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大牟田市田隈２０４番地の常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970443,156,1 原田歯科医院 〒836-0012 0944-52-8128原田　博延 原田　博延 昭56. 7. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市明治町２丁目１８常　勤:    1 現存
     の３ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971443,158,7 吉田歯科医院 〒836-0806 0944-52-5833吉田　治國 吉田　治國 昭56. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大牟田市東新町２丁目６番常　勤:    2 現存
     地の８ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972443,163,7 中村歯科医院 〒836-0025 0944-51-5598中村　哲士 中村　哲士 昭57. 3. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市中友町３番地の１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973443,164,5 多々隈歯科医院 〒836-0864 0944-52-4066多々隈　博 多々隈　博 昭57. 3.19歯   診療所
     福岡県大牟田市真道寺町３番地の常　勤:    2 現存
     ３ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974443,168,6 杉野歯科医院 〒836-0006 0944-51-8350杉野　忍 杉野　忍 昭59. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市大黒町１丁目３６常　勤:    1 現存
     の３ (歯       1) 平29. 7. 1
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 1975443,172,8 山下浩歯科医院 〒836-0004 09-54-3338 山下　浩 山下　浩 昭61. 8. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市大字手鎌１０６３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976443,173,6 坂口歯科医院 〒837-0915 0944-51-5253坂口　正純 坂口　正純 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市大字久福木２２３常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977443,177,7 しろもと歯科小児歯科〒837-0917 0944-52-6480白本　光鶴 白本　光鶴 平元. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 福岡県大牟田市草木１０３３－２常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978443,180,1 山下歯科クリニツク 〒836-0845 0944-55-0200山下　浩昭 山下　浩昭 平14. 5. 7歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市正山町１２０－３常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979443,182,7 下村歯科医院 〒836-0047 0944-56-3575下村　英二 下村　英二 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市大正町４丁目７－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980443,188,4 永井歯科クリニック 〒836-0073 0944-43-3595永井　純一 永井　純一 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市船津町２丁目３－常　勤:    1 現存
     ２２ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981443,189,2 川口歯科医院 〒837-0928 0944-53-8110川口　敏昭 川口　敏昭 平 3. 6.24歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市下白川町２丁目４常　勤:    1 歯外 現存
     ８６－１ (歯       1) 平28. 7. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982443,193,4 浜崎歯科クリニック 〒836-0002 0944-43-1000濱崎　弘佳 濱崎　弘佳 平 3.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市岬２８０１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983443,196,7 エトウ歯科医院 〒836-0814 0944-52-8108衛藤　重信 衛藤　重信 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市龍湖瀬町８－１９常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1984443,197,5 河野歯科医院 〒836-0861 0944-52-5830河野　真一郎 河野　真一郎 平 4.11. 6歯   診療所
     福岡県大牟田市宝坂町１－１－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985443,201,5 園田歯科医院 〒836-0032 0944-52-4188園田　哲也 園田　哲也 平 6. 9. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市新地町１７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986443,202,3 永田仁歯科クリニック〒837-0902 0944-50-1200永田　仁 永田　仁 平 6.11. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市大字上内１６０７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987443,204,9 寺本歯科医院 〒836-0895 0944-52-7741寺本　和哉 寺本　和哉 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市新勝立町５丁目８常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988443,205,6 本多歯科医院 〒836-0076 0944-53-6190本多　正徳 本多　正徳 平 8. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大牟田市三里町二丁目３－常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1989443,206,4 松田歯科クリニック 〒836-0862 0944-43-4545松田　徹 松田　徹 平 9. 3. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市原山町７ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990443,208,0 平野歯科クリニック 〒836-0846 0944-51-8500平野　尚史 平野　尚史 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市右京町６９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991443,209,8 さとう歯科医院 〒836-0096 0944-56-1888佐藤　信木 佐藤　信木 平11. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大牟田市萩尾町２丁目２７常　勤:    1 新規 現存
     １－１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992443,210,6 嶋田歯科医院 〒836-0856 0944-53-3664嶋田　真勝 嶋田　真勝 平11. 1.17歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大牟田市宮坂町１番地の１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993443,211,4 たかむら歯科医院 〒836-0034 0944-55-6647髙村　聖一 髙村　聖一 平11. 4. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市小浜町１００番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994443,212,2 みうら歯科医院 〒837-0917 0944-53-1515三浦　弘喜 三浦　弘喜 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大牟田市大字草木２１５－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平29. 4. 1
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 1995443,213,0 かじはら歯科医院 〒837-0904 0944-41-7200梶原　豊 梶原　豊 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市大字吉野字金牟田常　勤:    1 新規 現存
     １５９４－１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996443,214,8 ますだあつこ歯科クリ〒836-0034 0944-41-5555増田　厚子 増田　厚子 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県大牟田市小浜町１丁目６－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997443,215,5 中山歯科医院 〒837-0904 0944-58-0055中山　功 中山　功 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市大字吉野９５０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998443,216,3 はなかご矯正歯科 〒836-0843 0944-41-2202花籠　勝浩 花籠　勝浩 平16.12.24矯歯 診療所
     福岡県大牟田市不知火町２丁目１常　勤:    1 移動 現存
     －２ (歯       1) 平28.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999443,217,1 とみなが矯正歯科クリ〒836-0841 0944-41-8268冨永　宗嗣 冨永　宗嗣 平12. 7. 1矯歯 診療所
     ニック 福岡県大牟田市築町４－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000443,218,9 加藤歯科医院 〒836-0843 0944-41-8647加藤　洋治 加藤　洋治 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県大牟田市不知火町３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001443,219,7 まえだ歯科 〒836-0054 0944-57-0120前田　幸弘 前田　幸弘 平15. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県大牟田市天領町１－１１７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002443,223,9 山本歯科クリニック 〒836-0805 0944-57-3211山本　博崇 山本　博崇 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大牟田市通町２丁目７－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003443,225,4 大岸歯科医院 〒836-0065 0944-59-0888大岸　正志 大岸　正志 平18.10. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市三川町１丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     －４３ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004443,227,0 くさの歯科医院 〒836-0805 0944-53-0488草野　真理子 草野　真理子 平22. 4. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市通町２丁目１２－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2005443,229,6 冨永歯科医院 〒836-0841 0944-52-7648冨永　尚秀 冨永　尚秀 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市築町４－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006443,230,4 歯科口腔外科総合ク〒836-0052 0944-55-3333医療法人　 歯科口腔 　政秀 平23. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 福岡県大牟田市白金町６５番地 常　勤:    3外科総合クリニック　 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)理事長　 　政秀 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007443,232,0 よしだ歯科 〒837-0906 0944-58-4618医療法人ＡｇｒｅｅＤ吉田　亨 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大牟田市大字倉永３５－３常　勤:    1ｅｎｔａｌＯｆｆｉｃ 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)ｅ　理事長　吉田　亨 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008443,235,3 久保田こころ歯科 〒836-0874 0944-56-3739医療法人　久保田ここ久保田　武敏 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大牟田市末広町２１８番地常　勤:    1ろ歯科　理事長　久保 組織変更 現存
     (歯       1)田　武敏 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009443,236,1 なかしま歯科医院 〒837-0917 0944-52-5151中島　宗隆 中島　宗隆 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大牟田市大字草木８２０－常　勤:    2 交代 現存
     ３ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010443,238,7 よしみ歯科医院 〒836-0843 0944-53-4308吉見　浩 吉見　浩 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市不知火町２丁目１常　勤:    2 交代 現存
     １番地４ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011443,239,5 平山歯科医院 〒836-0802 0944-56-2776平山　佳世子 平山　佳世子 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市日出町１丁目４番常　勤:    1 交代 現存
     地８ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012443,240,3 山下歯科医院 〒837-0916 0944-52-8798山下　顕 山下　顕 平23. 9. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市田隈９２５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013443,242,9 末藤歯科医院 〒836-0807 0944-56-9463末藤　千香子 末藤　千香子 平24. 5. 3歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市旭町１－１－１０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014443,243,7 歯科みどり医院 〒836-0045 0944-53-8355草野　緑 草野　緑 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県大牟田市久保田町１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番地１３ (歯       1) 平30. 6. 1
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 2015443,244,5 福岡歯科クリニック 〒837-0924 0944-55-7764二宮　浩德 二宮　浩德 平24. 6. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市大字歴木１８０７常　勤:    1 交代 現存
     －８０ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016443,245,2 あつさか歯科クリニッ〒836-0046 0944-51-1620阿津坂　崇士 阿津坂　崇士 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県大牟田市本町４丁目５－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017443,246,0 大牟田ファーストデン〒836-0037 0944-32-8901医療法人社団　泰進会武内　秀之 平24. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     タルクリニック 福岡県大牟田市岬町３－４イオン常　勤:    4　代表理事　北條　泰 交代 歯外 現存
     モール大牟田１階１０７７区画 (歯       4) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018443,247,8 大黒町デンタルクリニ〒836-0006 0944-59-1818前田　良子 前田　良子 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県大牟田市大黒町２丁目１９常　勤:    1 交代 現存
     の４ (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019443,249,4 くろひじデンタルクリ〒836-0843 0944-85-9288黒肥地　光博 黒肥地　光博 平26.11. 1歯   診療所
     ニック 福岡県大牟田市不知火町１丁目Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     Ｒ九州大牟田駅 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020443,252,8 ありあけデンタルクリ〒836-0842 0944-56-5700医療法人社団大聖会　山田　裕香 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県大牟田市有明町２丁目２－常　勤:    1理事長　藤原　秀 交代 矯歯 現存
     １　ワイズスクエア２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021443,253,6 ひまわり歯科医院 〒836-0073 0944-85-8200野川　太郎 野川　太郎 平27. 5. 1歯   診療所
     福岡県大牟田市船津町４４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022443,254,4 シゲユキ歯科医院 〒836-0076 0944-53-6345本多　玲子 本多　玲子 平27. 9.18歯   小歯 診療所
     福岡県大牟田市三里町１丁目１６常　勤:    1 交代 現存
     －１７ (歯       1) 平27. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023443,255,1 津留歯科医院 〒837-0904 0944-58-0100安西　宣子 安西　宣子 平27.10. 8歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市大字吉野９１４の常　勤:    1 交代 現存
     １２ (歯       1) 平27.10. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2024443,257,7 歯科口腔外科総合ク〒837-0921 0944-57-3203医療法人 歯科口腔外金房　正剛 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック　三池診療所福岡県大牟田市大字三池６２６ 科総合クリニック　理 新規 現存
     事長　 　政秀 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025443,258,5 原田歯科クリニック 〒836-0003 0944-51-2781原田　泰成 原田　泰成 平28. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     大牟田市大字唐船１５０－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026443,259,3 タケ・デンタルクリニ〒837-0924 0944-52-2396林　浩平 林　浩平 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 大牟田市大字歴木１８０７－４４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ７ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2027443,260,1 アルファ歯科 〒836-0803 0944-85-8733井上　博人 井上　博人 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大牟田市鳥塚町３－１０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028443,261,9 かわの歯科医院 〒836-0076 0944-53-6604河野　裕昭 河野　裕昭 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大牟田市三里町２丁目１０－１２常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029443,802,0 医療法人大坪歯科医院〒836-0853 0944-57-5981医療法人　大坪歯科医大坪　建夫 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市上町１丁目１－１常　勤:    2院　理事長　大坪　建 現存
     ３ (歯       2)夫 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030443,804,6 医療法人　石井歯科医〒837-0912 0944-58-6666医療法人　石井歯科医石井　博 平 6. 9. 1歯   診療所
     院 福岡県大牟田市大字白銀字今町４常　勤:    1院　理事長　石井　博 組織変更 現存
     ９－１ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031443,805,3 医療法人　社団　貴望〒836-0844 0944-56-3377医療法人社団　貴望会古閑　たか子 平 6. 9. 1歯   診療所
     会　古閑歯科医院 福岡県大牟田市浄真町９２ 常　勤:    2　古閑歯科医院　理事 組織変更 現存
     (歯       2)長　古閑　たか子 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032443,806,1 医療法人　中尾歯科医〒837-0921 0944-56-6776医療法人　中尾歯科医中尾　元紀 平 6. 9. 1歯   診療所
     院 福岡県大牟田市大字三池５５９－常　勤:    5院　理事長　中尾　元 組織変更 現存
     １０ (歯       4)彦 平24. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2033443,807,9 医療法人千草会　井上〒837-0903 0944-58-5158医療法人千草会　理事井上　浩 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     歯科小児歯科医院 福岡県大牟田市大字宮崎１８２１常　勤:    2長　井上　浩 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034443,814,5 はすだ歯科医院 〒836-0065 0944-41-5678医療法人　三樹会　理蓮田　稔 平11. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市三川町１丁目２５常　勤:    1事長　蓮田　啓 新規 歯外 現存
     －１ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035443,816,0 松田歯科医院 〒836-0004 0944-56-9191医療法人ヒューマック松田　宏一 平15.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県大牟田市大字手鎌７４３番常　勤:    2ス　理事長　松田　宏 組織変更 現存
     地 (歯       2)一 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036513,045,1 原田歯科医院 〒820-1103 09496-2-0171原田　正久 原田　正久 昭49.12.20歯   診療所
     福岡県鞍手郡小竹町大字勝野３７常　勤:    2 現存
     ６５－５ (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037513,051,9 田中歯科医院 〒807-1312 09494-2-0247田中　雄一 田中　雄一 昭59. 7. 2歯   診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町中山３１８６常　勤:    1 現存
     の１２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038513,052,7 古賀歯科医院 〒820-1104 09496-2-4788古賀　寛一 古賀　寛一 昭59.12. 1歯   診療所
     福岡県鞍手郡小竹町大字新多２１常　勤:    3 現存
     －１４ (歯       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039513,053,5 野田歯科医院 〒820-1103 09496-2-0003野田　大三 野田　大三 昭60. 3. 1歯   診療所
     福岡県鞍手郡小竹町勝野４０６１常　勤:    2 現存
     －１ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040513,056,8 福田歯科医院 〒820-1101 09-2-3599 福田　潔 福田　潔 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県鞍手郡小竹町大字御徳字鴻常　勤:    1 現存
     巣１９７２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041513,058,4 たつぐち歯科医院 〒807-1312 0949-42-0032竜口　雅成 竜口　雅成 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２４常　勤:    1 移動 現存
     ４６－１６９ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042513,064,2 日髙歯科診療所 〒807-1313 0949-42-0140徳冨　稔江 徳冨　稔江 平 8. 9. 7歯   診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町新北１０２０常　勤:    1 交代 現存
     ー３ (歯       1) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2043513,065,9 松枝歯科医院 〒807-1313 09494-3-1212松枝　徹也 松枝　徹也 平 9. 8. 1歯   診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町新北２５３８常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044513,069,1 鞍手北歯科医院 〒807-1303 0949-42-4455中野　茂 中野　茂 平17. 4. 1歯   診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町木月大橋２２常　勤:    2 交代 現存
     ５５－１ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045513,071,7 やはら歯科医院 〒820-1103 09496-2-0236矢原　世道 矢原　世道 平23. 2.15歯   小歯 診療所
     福岡県鞍手郡小竹町勝野３３１８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046513,072,5 久原歯科医院 〒807-1312 0949-42-0059久原　佐知子 久原　佐知子 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２３常　勤:    2 交代 現存
     ６５－１ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047513,081,6 やよいフラワー歯科医〒807-1315 0949-52-7222山賀　輝尚 山賀　輝尚 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     院 鞍手郡鞍手町弥生１丁目８７番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048513,804,1 医療法人　井手歯科医〒807-1312 09494-2-5590医療法人　井手歯科医井手　芳郎 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２２常　勤:    1院　理事長　井手　芳 組織変更 現存
     ６３－３５ (歯       1)郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049523,061,6 大塚歯科医院 〒820-0608 0948-65-0195大塚　武文 大塚　武文 昭51. 7. 1歯   診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町大字豆田１２常　勤:    2 現存
     ６の２ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050523,070,7 川波歯科医院 〒820-0606 0948-65-4010川波　和義 川波　和義 昭56. 5. 1歯   診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町大字土居３９常　勤:    1 現存
     ０番地の２ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051523,088,9 猪俣歯科医院 〒820-0607 0948-65-4618猪俣　卓也 猪俣　卓也 平 2. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字西常　勤:    1 歯外 現存
     桂原３４９８－３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2052523,107,7 桂川歯科医院 〒820-0606 0948-65-5400舟木　和紀 舟木　和紀 平 8. 2.15歯   小歯 診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町土居８７７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053523,803,1 医療法人　大塚歯科ク〒820-0607 0984-65-0074医療法人　大塚歯科ク大塚　倉太 平 6.12. 1歯   診療所
     リニック 福岡県嘉穂郡桂川町土師２３６３常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     －２ (歯       1)塚　倉太 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054533,066,3 すぎはら歯科医院 〒822-1211 09472-2-0233杉原　瑛治 杉原　瑛治 昭54. 3.16歯   矯歯 診療所
     福岡県田川郡福智町伊方４４８７常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055533,073,9 五嶋歯科医院 〒824-0601 0947-82-5521五嶋　淑雄 五嶋　淑雄 昭59.12. 1歯   診療所
     福岡県田川郡添田町大字庄１０２常　勤:    1 現存
     ９番地の５ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056533,076,2 相良歯科医院 〒827-0003 0947-72-7446相良　立身 相良　立身 昭61. 3. 1歯   診療所
     福岡県田川郡川崎町大字川崎字雁常　勤:    1 現存
     喰１０６１－２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057533,077,0 永末歯科医院 〒822-1201 0947-22-0070永末　天 永末　天 平11. 5.31歯   診療所
     福岡県田川郡福智町金田８４１番常　勤:    1 移動 現存
     地１１ (歯       1) 平29. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058533,082,0 中津原歯科診療所 〒822-1405 0947-46-1568南　益祐 南　益祐 平17. 8.29歯   矯歯 診療所
     福岡県田川郡香春町大字中津原１常　勤:    1 移動 現存
     ８１０－１ (歯       1) 平29. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059533,084,6 うえだ歯科医院 〒827-0003 0947-72-4610植田　伸二 植田　伸二 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県田川郡川崎町大字川崎５２常　勤:    1 現存
     ７－９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060533,085,3 こうざき歯科医院 〒827-0004 0947-72-5355神﨑　康英 神﨑　康英 平16. 4.17歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県田川郡川崎町大字田原１２常　勤:    1 移動 現存
     ６７番地の２ (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2061533,087,9 諫山歯科医院 〒822-1300 0947-26-3435諫山　浩樹 諫山　浩樹 平 6. 6. 1歯   診療所
     福岡県田川郡糸田町４０９８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062533,088,7 中富歯科医院 〒827-0003 0947-72-8484中富　靜二 中富　靜二 平 6. 9. 1歯   診療所
     福岡県田川郡川崎町大字川崎８７常　勤:    1 新規 現存
     ３－２ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063533,089,5 いかわ歯科医院 〒827-0002 0947-42-4739居川　哲憲 居川　哲憲 平 7. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県田川郡川崎町大字池尻５３常　勤:    2 新規 現存
     ４－２ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064533,090,3 むらしろ歯科医院 〒822-1314 0947-26-3454村城　信也 村城　信也 平 7. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県田川郡糸田町中糸田３１２常　勤:    1 新規 現存
     ２－２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065533,094,5 伊藤歯科医院 〒824-0602 0947-82-2230伊藤　滿美 伊藤　滿美 平 9. 8. 1歯   診療所
     福岡県田川郡添田町大字添田１４常　勤:    1 交代 現存
     ２２－１ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066533,097,8 にむら歯科医院 〒824-0511 0947-63-4146丹村　大作 丹村　大作 平10.12.25歯   診療所
     福岡県田川郡大任町大字今任原１常　勤:    1 移動 現存
     ７６０－８ (歯       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067533,101,8 ひらつか歯科医院 〒827-0002 0947-45-0008平塚　守 平塚　守 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県田川郡川崎町大字池尻字免常　勤:    1 新規 現存
     武ノ丁３９７番地 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068533,103,4 黒石歯科医院 〒822-1403 0947-32-9118黒石　崇之 黒石　崇之 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県田川郡香春町高野１０１５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069533,105,9 なかぞの歯科クリニッ〒824-0602 0947-41-3456中園　一生 中園　一生 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県田川郡添田町大字添田１２常　勤:    1 新規 現存
     ３８－７ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070533,109,1 よしかわ歯科医院 〒827-0002 0947-44-1011吉川　英治 吉川　英治 平15. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県田川郡川崎町池尻９１６－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2071533,113,3 なかむら歯科医院 〒824-0602 0947-82-5177中村　公子 中村　公子 平17. 9. 1歯   診療所
     福岡県田川郡添田町大字添田１９常　勤:    1 新規 現存
     ７９－１５ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072533,114,1 手嶋歯科 〒827-0004 0947-72-8855手嶋　裕治 手嶋　裕治 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県田川郡川崎町大字田原１２常　勤:    1 新規 現存
     ６２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073533,120,8 ひまわりデンタルクリ〒827-0004 0947-73-9771吉村　正壽 吉村　正壽 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県田川郡川崎町田原５４９－常　勤:    2 移動 歯外 現存
     ３ (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074533,121,6 菅歯科医院 〒824-0601 0947-82-1471菅　義浩 菅　義浩 平25. 6. 1歯   診療所
     福岡県田川郡添田町庄９５９－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075533,122,4 ひいらぎ歯科医院 〒822-1201 0947-22-0338医療法人ひいらぎ会　静間　祐希 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県田川郡福智町金田９２１番常　勤:    2理事長　静間　祐希 組織変更 歯外 現存
     地１６ (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076533,123,2 永冨歯科クリニック 〒822-1202 0947-85-8930永冨　真一 永冨　真一 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県田川郡福智町神崎８７１番常　勤:    1 新規 現存
     地４ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077533,127,3 さくら歯科 〒822-1201 0947-22-7875医療法人博桜会　理事坂上　敬康 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     田川郡福智町金田９３４番地８ 常　勤:    3長　小野　博治 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078533,128,1 赤村歯科診療所 〒824-0432 0947-62-3939三橋　和雄 三橋　和雄 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     田川郡赤村大字内田１２０４－３常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2079533,129,9 聖デンタルクリニック〒822-1212 0947-23-2324岡﨑　伯光 岡﨑　伯光 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     田川郡福智町弁城３５２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080533,130,7 田中歯科医院 〒822-1101 0947-28-2464医療法人一心会　理事田中　憲一 平30. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     田川郡福智町赤池９３１番地４ 常　勤:    3長　田中　憲一 組織変更 小歯 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081533,801,3 医療法人尚美会　山下〒822-1300 0947-26-1720医療法人　尚美会　山山下　尚志 昭63. 2. 1歯   診療所
     歯科 福岡県田川郡糸田町３９６０－３常　勤:    3下歯科　理事長　山下 現存
     ８ (歯       3)　尚志 平30. 2. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082533,802,1 医療法人　中畑歯科医〒822-1403 0947-32-7189医療法人　中畑歯科医中畑　巧 平元. 9. 1歯   診療所
     院 福岡県田川郡香春町大字高野１０常　勤:    1院　理事長　中畑　巧 現存
     １８－１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083533,803,9 医療法人　井手口歯科〒827-0004 73-2585 医療法人　井手口歯科井手口　功 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     医院 福岡県田川郡川崎町大字田原７６常　勤:    2医院　理事長　井手口 現存
     ５ (歯       2)　功 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084533,804,7 医療法人宮城歯科医院〒824-0602 0947-82-0081医療法人宮城歯科医院宮城　浩 平13. 4. 9歯   小歯 診療所
     福岡県田川郡添田町大字添田１２常　勤:    1　理事長　宮城　浩 移動 現存
     ７４－１ (歯       1) 平25. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085533,805,4 医療法人岡本歯科医院〒822-1405 0947-32-6111医療法人　岡本歯科医岡本　学 平 5. 4. 1歯   診療所
     福岡県田川郡香春町大字中津原２常　勤:    2院　理事長　岡本　学 現存
     ５２２－１ (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086533,807,0 医療法人　朋弘会　い〒822-1403 0947-32-3418医療法人　朋弘会　い池田　弘 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     けだ歯科医院 福岡県田川郡香春町大字高野４８常　勤:    1けだ歯科医院　理事長 組織変更 現存
     ３の８ (歯       1)　池田　弘 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087533,809,6 医療法人福和会　丸の〒824-0511 0947-41-2288医療法人福和会　理事木戸　千隼 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     内歯科　丸の内こども福岡県田川郡大任町今任原字有次常　勤:    3長　別府　和泉 交代 歯外 現存
     歯科 ３０７７番地 (歯       3) 平27. 5. 1
     非常勤:   17
     (歯      17)
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 2088533,810,4 医療法人信西会　にし〒827-0002 0947-45-4680医療法人　信西会　理西村　淳子 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     むら歯科クリニック 福岡県田川郡川崎町大字池尻１６常　勤:    1事長　西村　淳子 組織変更 現存
     ８番地の５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089533,811,2 きたはら歯科医院 〒824-0602 0947-82-4540医療法人　慶光会　理北原　光一郎 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県田川郡添田町添田２９４８常　勤:    2事長　北原　光一郎 組織変更 歯外 現存
     －７ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090533,812,0 医療法人　すみれクリ〒822-1201 0947-22-5788医療法人　すみれクリ橋口　大輔 平18.11. 1歯   診療所
     ニック 福岡県田川郡福智町金田６０番地常　勤:    2ニック　理事長　橋口 移動 現存
     ２３ (歯       2)　大輔 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091533,813,8 医療法人正和会　ひま〒822-1101 0947-49-8888医療法人正和会　理事森高　健太郎 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     わり歯科 福岡県田川郡福智町赤池９２７－常　勤:    2長　渡邉　正俊 新規 矯歯 現存
     ６ (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092543,009,1 平田歯科診療所 〒822-0023 2-1388 平田　周三 平田　周三 昭44.10. 1歯   診療所
     福岡県直方市神正町６－２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093543,039,8 行實歯科医院 〒822-0007 09492-4-7170行實　啓助 行實　啓助 昭50. 4. 1歯   診療所
     福岡県直方市大字下境４１２３－常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094543,041,4 武田歯科医院 〒822-0002 武田　泰征 武田　泰征 昭50. 7. 1歯   診療所
     福岡県直方市大字頓野字西尾前１常　勤:    1 現存
     ９６６の１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2095543,042,2 高橋歯科医院 〒822-0001 0949-26-0972高橋　俊晴 高橋　俊晴 昭51. 4. 1歯   診療所
     福岡県直方市感田行合浦１５４２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096543,045,5 松野歯科医院 〒822-0024 0949-24-9222松野　繁樹 松野　繁樹 平 5. 7.15歯   診療所
     福岡県直方市須崎町１３－２４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097543,050,5 みずま歯科医院 〒822-0013 09492-5-0480水摩　敏雄 水摩　敏雄 昭55. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県直方市溝堀３丁目６－２９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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 2098543,051,3 栗原保歯科医院 〒822-0021 0949-24-3080栗原　保 栗原　保 昭55.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県直方市新知町６の１４ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099543,052,1 マナベ歯科クリニック〒822-0022 5-1505 真鍋　嘉一 真鍋　嘉一 昭57. 9. 1歯   診療所
     福岡県直方市知古１丁目１の７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100543,053,9 清水歯科医院 〒822-0001 09492-6-7636清水　共幸 清水　共幸 昭58. 7. 1歯   診療所
     福岡県直方市大字感田字中牟田１常　勤:    1 現存
     ４９７－１１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101543,054,7 あらまき歯科医院 〒822-0027 8-3150 荒巻　稔昌 荒巻　稔昌 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県直方市古町６－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102543,057,0 宇野歯科医院 〒822-0007 0949-24-0220宇野　大作 宇野　大作 昭63. 6. 1歯   診療所
     福岡県直方市大字下境字黍田４４常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103543,058,8 フジタ歯科医院 〒822-0032 0949-28-3636藤田　勝也 藤田　勝也 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県直方市下新入６２４－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104543,059,6 西岡歯科医院 〒822-0017 09492-2-4068西岡　信 西岡　信 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県直方市殿町１６－４８ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105543,061,2 あかま歯科クリニック〒822-0001 09492-6-8117赤間　功 赤間　功 平 4. 8. 1歯   診療所
     福岡県直方市大字感田１８８７－常　勤:    3 現存
     １３ (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106543,062,0 やまだ歯科 〒822-0002 0949-26-0180山田　光幸 山田　光幸 平16.11.24歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県直方市大字頓野１０９４－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107543,066,1 河野歯科医院 〒822-0026 09492-2-1819河野　直博 河野　直博 平 9. 3.27歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県直方市津田町２ー１９ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 3.27
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 2108543,067,9 のだ歯科・小児歯科医〒822-0002 0949-29-0310野田　大剛 野田　大剛 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県直方市大字頓野８０３－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109543,070,3 あべ歯科医院 〒822-0031 0949-24-8211阿部　直木 阿部　直木 平14. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県直方市大字植木７０９－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110543,071,1 頓野フレンド歯科 〒822-0002 0949-23-3990水野　雅之 水野　雅之 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県直方市頓野３２２５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111543,072,9 武田きょうすけ歯科医〒822-0027 0949-24-6480武田　恭介 武田　恭介 平23. 5.14歯   小歯 診療所
     院 福岡県直方市古町８－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112543,073,7 パール歯科 〒822-0008 0949-29-8648野島　まこと 野島　まこと 平26. 2.25歯   小歯 歯外診療所
     福岡県直方市湯野原２－８－７ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 2.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113543,074,5 たかはし歯科クリニッ〒822-0033 0949-23-3670髙橋　聡 髙橋　聡 平17.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 福岡県直方市大字上新入２０３５常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     番地２ (歯       4) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114543,076,0 山本歯科医院 〒822-0024 0949-22-6127山本　清 山本　清 平19. 6. 6歯   診療所
     福岡県直方市須崎町９番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115543,078,6 ライフデンタルクリニ〒822-0007 0949-29-3177白川　哲也 白川　哲也 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県直方市大字下境２５８６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116543,079,4 藤田歯科医院 〒822-0015 0949-22-1123藤田　孝一 藤田　孝一 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県直方市新町２－６－３６ 常　勤:    3 交代 矯歯 現存
     (歯       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117543,081,0 まつき歯科医院 〒822-0026 0949-22-2294松木　良介 松木　良介 平22. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県直方市津田町８－２４ 常　勤:    1 交代 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 2118543,082,8 くりはら歯科クリニッ〒822-0027 0949-22-2564栗原　宏行 栗原　宏行 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県直方市古町１７－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119543,083,6 千手歯科医院 〒822-0027 0949-24-3288千手　靖子 千手　靖子 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県直方市古町１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120543,084,4 安河内歯科医院 〒822-0025 0949-24-0577安河内　真司 安河内　真司 平23. 9. 1歯   診療所
     福岡県直方市日吉町３番１２号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121543,085,1 白土歯科医院 〒822-0027 0949-22-1348白 　徹 白 　徹 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県直方市古町７番３０号 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122543,087,7 川﨑歯科口腔医院 〒822-0002 0949-28-1818川﨑　大生 川﨑　大生 平24.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県直方市頓野３８０２番地の常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123543,088,5 みずほ内科・歯科クリ〒822-0006 0949-29-9055医療法人福泉会　理事川端　貴美子 平26. 1. 1歯   小歯 内  診療所
     (541,136,8) ニック 福岡県直方市大字上境２９１番地常　勤:    3長　川端　貴美子 組織変更 呼内 循   心内現存
     １ (医       1) 平26. 1. 1神内 精   
     (歯       2)
     非常勤:   28
     (医      26)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124543,089,3 のぞみ歯科直方 〒822-0008 0949-28-8581医療法人博真会　理事宮村　康洋 平26. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県直方市湯野原２丁目１番１常　勤:    2長　木村　真紀子 新規 歯外 現存
     号イオンモール直方１Ｆ (歯       2) 平26. 3. 1
     非常勤:   14
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125543,092,7 ながた歯科クリニック〒822-0001 0949-28-7338永田　桂士 永田　桂士 平27. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県直方市大字感田２２０２番常　勤:    1 新規 現存
     地６ (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   228 頁

 2126543,093,5 いしい歯科クリニック〒822-0017 0949-23-1180石井　健太郎 石井　健太郎 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県直方市殿町９４５－５　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127543,094,3 医療法人ひぐち歯科ク〒822-0001 0949-29-6110医療法人ひぐち歯科ク 口　克彦 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 福岡県直方市大字感田１７８１番常　勤:    1リニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     地１５ (歯       1)口　克彦 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128543,095,0 園田歯科医院 〒822-0031 0949-25-0170園田　晋平 園田　晋平 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     直方市植木２２８－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129543,096,8 前田歯科医院 〒822-0024 0949-22-0487前田　仁 前田　仁 平30. 2.21歯   診療所
     直方市須崎町１４－１９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130543,801,1 筑豊口腔保健センター〒822-0034 09492-2-2408一般社団法人直方歯科中園　陽一 昭59. 6. 1歯   診療所
     歯科診療所 福岡県直方市大字山部７５９－１常　勤:    3医師会　会長　中園　 現存
     (歯       3)陽一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131543,802,9 医療法人　ナカゾノ歯〒822-0002 0949-24-8887医療法人　ナカゾノ歯中園　陽一 平 6. 1. 1歯   診療所
     科医院 福岡県直方市大字頓野字野添２１常　勤:    2科医院　理事長　中園 組織変更 現存
     ０４－２４ (歯       2)　陽一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132543,803,7 医療法人麗歯会川島歯〒822-0022 0949-25-0648医療法人麗歯会　理事川島　隆則 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     科クリニック 福岡県直方市知古１丁目４番１７常　勤:    1長　川島　隆則 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133543,804,5 わたなべ歯科医院 〒822-0002 0949-26-7722医療法人　正和会　理渡邉　正俊 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県直方市大字頓野１８７０－常　勤:    2事長　渡邉　正俊 組織変更 矯歯 現存
     ９ (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134543,806,0 ありま歯科医院 〒822-0025 0949-29-4108有馬　哲夫 有馬　哲夫 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県直方市日吉町９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2135553,034,6 野見山歯科医院 〒820-0040 0948-22-6400野見山　滋光 野見山　滋光 昭44. 8. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市吉原町１１番３号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136553,035,3 倉員歯科医院 〒820-0005 2-3921 倉員　孝昭 倉員　孝昭 昭45. 9. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市新飯塚８－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137553,062,7 柴田純歯科診療所 〒820-0069 2-1130 柴田　純一 柴田　純一 昭51. 4. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市宮町１番４号朝倉ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138553,068,4 奈田歯科医院 〒820-0011 奈田　正憲 奈田　正憲 昭52.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県飯塚市柏の森５２０番地２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139553,071,8 奥野歯科医院 〒820-0013 5-0705 奥野　道夫 奥野　道夫 昭54.10. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市上三緒３４６番地２常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140553,072,6 岸田歯科医院 〒820-0043 0948-24-4833岸田　眞太郎 岸田　眞太郎 昭54.11. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市西町２番１８号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141553,073,4 松本歯科医院 〒820-0017 09482-2-5226松本　武 松本　武 昭54.11. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市菰田西２丁目７－３常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142553,074,2 田中歯科医院 〒820-0001 0948-25-3355田中　敏治 田中　敏治 平13.12.20歯   診療所
     福岡県飯塚市鯰田５６７番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143553,076,7 時枝歯科医院 〒820-0003 0948-25-1215時枝　正康 時枝　正康 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市立岩１３４０番地２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144553,077,5 津川歯科医院 〒820-0052 0948-25-1193津川　久 津川　久 昭57. 1. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市相田９１番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2145553,080,9 山口歯科医院 〒820-0042 09482-5-5737山口　章 山口　章 昭57.10. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市本町１３－８飯塚シ常　勤:    1 現存
     ョッピング信販ビル２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146553,083,3 はら歯科医院 〒820-0053 0948-22-3517原　博英 原　博英 昭59. 1. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市伊岐須２９６番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147553,084,1 シバタ歯科クリニック〒820-0042 0948-22-0372柴田　治俊 柴田　治俊 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市本町５番１３号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148553,086,6 首藤歯科医院 〒820-0066 0948-25-7267首藤　実 首藤　実 平13. 4. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市幸袋２１８番地９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149553,089,0 迫田歯科医院 〒820-0021 09482-4-5742迫田　雄治 迫田　雄治 昭57. 7. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市潤野５７番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150553,092,4 吉川歯科医院 〒820-0011 0948-25-1616吉川　和男 吉川　和男 平元. 6. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市柏の森１４６番地８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151553,093,2 くわはら歯科医院 〒820-0062 0948-24-4618桑原　優一 桑原　優一 平 3. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市目尾３７７番地 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152553,096,5 佐藤歯科医院 〒820-0021 0948-22-2306佐藤　寿彦 佐藤　寿彦 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市潤野８番地１８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153553,098,1 柴田ゆうじ歯科医院 〒820-0044 0948-21-4121柴田　裕兒 柴田　裕兒 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市横田３３４番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154553,099,9 丸林歯科医院 〒820-0045 0948-23-9642丸林　睦明 丸林　睦明 平 6.10. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市花瀬１７２番地８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2155553,102,1 やまちか歯科医院 〒820-0052 0948-28-0300山近　紳一郎 山近　紳一郎 平 9. 7. 1歯   歯外 診療所
     福岡県飯塚市相田２５９番地１３常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156553,103,9 中村歯科医院 〒820-0003 0948-22-0304中村　康広 中村　康広 平 9. 9. 7歯   診療所
     福岡県飯塚市立岩９１８番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157553,104,7 たなか歯科医院 〒820-0043 0948-26-5111田中　直樹 田中　直樹 平11. 1. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市西町１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158553,105,4 青山歯科医院 〒820-0011 0948-26-2068青山　和彦 青山　和彦 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県飯塚市柏の森９２番地９９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159553,107,0 はなむら歯科医院 〒820-0040 0948-22-0446花村　信也 花村　信也 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県飯塚市吉原町７－２２　セ常　勤:    2 新規 現存
     イユウビル１Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160553,108,8 しもみお歯科医院 〒820-0012 0948-26-7600朱本　光博 朱本　光博 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市下三緒１０番地１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161553,114,6 合屋歯科医院 〒820-0068 0948-28-1322合屋　孝則 合屋　孝則 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県飯塚市片島２丁目２－１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162553,119,5 はまさき矯正歯科医院〒820-0040 0948-22-8200濵嵜　広二朗 濵嵜　広二朗 平15.12. 1矯歯 診療所
     福岡県飯塚市吉原町６番１号ｉ．常　勤:    1 新規 現存
     ｔｏｗｎ４Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163553,120,3 さくら歯科 〒820-0044 0948-22-3317小野　貴司 小野　貴司 平22. 8.13歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市横田３３－３ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平28. 8.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164553,122,9 浅田歯科医院 〒820-0072 0948-22-1460浅田　啓祐 浅田　啓祐 平13.10. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市南尾６０３番地５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2165553,123,7 藤田歯科医院 〒820-0101 09488-2-3237藤田　雅人 藤田　雅人 昭57. 7. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市綱分７４０番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166553,124,5 しろうず歯科クリニッ〒820-0089 09482-5-6117白水　彰 白水　彰 昭57. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県飯塚市小正１２４番地６ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167553,125,2 渡辺歯科医院 〒820-0073 0948-25-2385渡邊　一弘 渡邊　一弘 平14. 3. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市平恒１８６番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168553,126,0 三原歯科医院 〒820-0712 0948-72-2151三原　晃輔 三原　晃輔 昭59. 7. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市大分１４９３番地１常　勤:    1 現存
     ２０ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169553,127,8 おおつか歯科医院 〒820-0701 0948-72-0895大塚　洋一 大塚　洋一 平 7.10.31歯   診療所
     福岡県飯塚市長尾４０５番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170553,128,6 中村しげお歯科医院 〒820-0088 0948-25-7648中村　重雄 中村　重雄 昭61. 6. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市弁分６１１番地５０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171553,129,4 村山歯科医院 〒820-0106 0948-82-3717村山　統 村山　統 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市赤坂４９８番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172553,130,2 浅原歯科 〒820-0074 0948-25-6480浅原　誠 浅原　誠 昭62.11. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市楽市４８８番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173553,131,0 ぶんの歯科医院 〒820-0702 0948-72-2235文野　知滋 文野　知滋 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市平塚８７番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174553,132,8 田中陽一歯科医院 〒820-0088 0948-28-5480田中　陽一 田中　陽一 平 6. 1. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市弁分１３７番地８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2175553,133,6 みかも歯科医院 〒820-0112 0948-82-4682美甘　正典 美甘　正典 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市有井３３４番地１２常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176553,134,4 ヒロ歯科クリニック 〒820-0011 0948-23-1203大塚　浩司 大塚　浩司 平21.11. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市柏の森６３４－３１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177553,135,1 山本歯科医院 〒820-0712 0948-72-3630山本　浩之 山本　浩之 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市大分１１５２番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178553,137,7 たけだ歯科 〒820-0106 0948-82-5388武田　聡 武田　聡 平 9. 2. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市赤坂４８８番地１ 新規 現存
     平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179553,139,3 スマイル歯科医院 〒820-0070 0948-28-2881坂口　春日 坂口　春日 平14. 8.27歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市堀池４４７番地１ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平26. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180553,141,9 なかはら歯科医院 〒820-1114 09496-2-0063中原　敏幸 中原　敏幸 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市口原３３４番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181553,142,7 医療法人　阿部歯科医〒820-0075 0948-22-0432医療法人　阿部歯科医阿部　運 平 3. 8. 1歯   診療所
     院 福岡県飯塚市天道１０１番地 常　勤:    1院　理事長　阿部　運 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182553,143,5 医療法人　康和会　ア〒820-0081 0948-21-2770医療法人　康和会　理柴田　康秀 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     イ歯科医院 福岡県飯塚市枝国４９５番地１５常　勤:    5事長　柴田　美恵子 新規 歯外 現存
     (歯       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183553,144,3 医療法人　西歯科クリ〒820-0083 0948-28-4618医療法人　西歯科クリ西　孝史朗 平21. 1.11歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県飯塚市秋松９２２－１ 常　勤:    2ニック　理事長　西　 移動 現存
     (歯       2)孝史朗 平27. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184553,146,8 渕上歯科医院 〒820-0068 0948-22-0647渕上　卓哉 渕上　卓哉 平21. 4. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市片島１丁目２ー１９常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
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 2185553,152,6 タカノ歯科医院 〒820-0081 0948-21-1030鷹野　雄司 鷹野　雄司 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市枝国４６４－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186553,153,4 山本歯科医院 〒820-0001 0948-22-6758山本　敬太 山本　敬太 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市鯰田１３８１番地１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187553,154,2 はやしだ歯科医院 〒820-0070 0948-22-7422林田　雅弘 林田　雅弘 平25. 5.17歯   診療所
     福岡県飯塚市堀池１５３－２　三常　勤:    1 移動 現存
     好ビル１０１号 (歯       1) 平25. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188553,155,9 ハート歯科クリニック〒820-0001 0948-23-8102医療法人社団　栄光会今井　光 平25. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     いまい 福岡県飯塚市鯰田２５１７番地１常　勤:    3　ハート歯科クリニッ 組織変更 矯歯 現存
     ０１ (歯       3)クいまい　理事長　今 平25. 2. 1
     井　光
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189553,157,5 ほわいと歯科 〒820-1114 09496-2-8000医療法人友香　理事長林　孝則 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市口原３４９番地１１常　勤:    1　林　孝則 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190553,158,3 ひだまりの歯科クリニ〒820-0005 0948-25-4618犬山　喜夫 犬山　喜夫 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福岡県飯塚市新飯塚４番２５号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191553,159,1 ぶん歯科クリニック 〒820-0033 0948-43-9636福田　文兵 福田　文兵 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市徳前１８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192553,160,9 安藤歯科医院 〒820-0011 0948-21-3339医療法人健輝会安藤歯安藤　徹 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市柏の森４７３番地９常　勤:    1科医院　理事長　安藤 組織変更 現存
     (歯       1)　徹 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2193553,161,7 にしもと歯科医院 〒820-0053 0948-29-5005医療法人にしもと歯科西本　淳一 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市伊岐須６３６番地５常　勤:    1医院　理事長　西本　 組織変更 現存
     (歯       1)淳一 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194553,162,5 佐野歯科クリニック 〒820-0065 0948-25-8041医療法人　佐野歯科ク佐野　顕治 平27.12. 1歯   診療所
     福岡県飯塚市中３２１番地１ 常　勤:    1リニック　理事長　佐 組織変更 現存
     (歯       1)野　顕治 平27.12. 1
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 2195553,163,3 医療法人　英歯会　穗〒820-0081 0948-26-1240医療法人　英歯会　理渡 　紘章 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     波ひまわり歯科小児歯福岡県飯塚市枝国長浦６６６番４常　勤:    4事長　渡 　紘章 交代 歯外 現存
     科医院 ８ (歯       4) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196553,164,1 おおた歯科・小児歯科〒820-0074 0948-26-5170医療法人おおた歯科・太田　常晴 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県飯塚市楽市６２０番地５ 常　勤:    3小児歯科　理事長　太 組織変更 現存
     (歯       3)田　常晴 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197553,165,8 医療法人ひぐちファミ〒820-0066 0948-22-1281医療法人ひぐちファミ樋口　琢善 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リー歯科 福岡県飯塚市幸袋１４０番地１ 常　勤:    1リー歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)口　琢善 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198553,166,6 とりお歯科クリニック〒820-0074 0948-23-1184鳥尾　直弘 鳥尾　直弘 平28.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     飯塚市楽市２４１番２の一部２４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １－３ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199553,167,4 でぐち歯科医院 〒820-0712 0948-72-0118出口　充 出口　充 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     飯塚市大分１５８４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200553,168,2 秋元歯科クリニック 〒820-0067 0948-22-6592秋元　喜文 秋元　喜文 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     飯塚市川津７０７－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201553,169,0 まるの歯科 〒820-0003 0948-25-2222医療法人陽山会　理事丸野　裕生 平29. 9. 1歯   診療所
     飯塚市立岩１３０８－１２ 常　勤:    1長　丸野　陽一 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202553,170,8 新飯塚いとう歯科クリ〒820-0003 0948-26-2786医療法人４Ｕ　理事長伊藤　剛 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 飯塚市立岩９３１番地１ 常　勤:    3　伊藤　剛 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203553,171,6 医療法人　はやま歯科〒820-0067 0948-26-8148医療法人はやま歯科医葉山　揚介 平30. 1. 1歯   診療所
     医院 飯塚市川津３７０番地４ 常　勤:    2院　理事長　葉山　揚 組織変更 現存
     (歯       2)介 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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 2204553,172,4 新飯塚いとう歯科ケア〒820-0003 0948-26-2786医療法人４Ｕ　理事長牟田　晃洋 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 飯塚市立岩字黒ノ本９６４番地３常　勤:    2　伊藤　剛 新規 矯歯 現存
     ２、字帯田１０４９番１１ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205553,173,2 ＪＩＮ　ＤＥＮＴＡＬ〒820-0088 0948-52-8811医療法人仁慶会　理事康　仁（磯部仁） 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     　ＣＬＩＮＩＣ 飯塚市弁分１６２番地１ 常　勤:    1長　磯部　仁 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206553,801,8 医療法人　済盟会　新〒820-0005 09482-2-7273医療法人　済盟会　理齋藤　武史 昭47. 5. 1歯   診療所
     飯塚歯科医院 福岡県飯塚市新飯塚１３番２７号常　勤:    1事長　齋藤　武史 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207553,803,4 嶺歯科診療所 〒820-0040 0948-23-0120医療法人社団　誠友会永末　尚敏 平12. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県飯塚市吉原町１１－１２ 常　勤:    3　理事長　永末　尚敏 移動 現存
     (歯       3) 平30. 5. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208553,805,9 医療法人　正純会　花〒820-0053 0948-22-8870医療法人　正純会　理花野　豊久 平 4.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     野歯科医院 福岡県飯塚市伊岐須３０３番地１常　勤:    3事長　花野　正純 歯外 現存
     (歯       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209553,807,5 医療法人　横手歯科診〒820-0001 0948-28-9869医療法人　横手歯科診横手　久人 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     療所 福岡県飯塚市鯰田２３９６番地１常　勤:    2療所　理事長　横手　 組織変更 現存
     (歯       2)久人 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210553,808,3 こもだ歯科医院 〒820-0017 0948-26-5001医療法人西歯科クリニ西　香織 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県飯塚市菰田西３丁目３番９常　勤:    3ック　理事長　西　孝 新規 現存
     号 (歯       3)史朗 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211563,051,8 石橋歯科医院 〒825-0014 09474-2-7780石橋　正規 石橋　正規 昭52. 5.16歯   診療所
     福岡県田川市魚町１０番４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212563,053,4 秀谷歯科診療所 〒825-0016 0947-46-0530秀谷　高則 秀谷　高則 平 6. 7. 1歯   診療所
     福岡県田川市新町２１－２８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213563,057,5 伊藤歯科医院 〒826-0021 0947-45-0885伊藤　龍生 伊藤　龍生 昭60. 5. 1歯   診療所
     福岡県田川市桜町１６－４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
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 2214563,058,3 友清歯科医院 〒825-0004 0947-42-6480友清　直 友清　直 昭60. 5. 1歯   診療所
     福岡県田川市夏吉２１１７の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215563,060,9 玉山歯科医院 〒826-0043 0947-42-3434玉山　光吾 玉山　光吾 昭61. 6. 1歯   診療所
     福岡県田川市大字奈良２５７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216563,066,6 やすだ歯科医院 〒826-0042 0947-46-0005安田　達弘 安田　達弘 平10. 4.17歯   診療所
     福岡県田川市大字川宮９１８－９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217563,069,0 よしみね歯科医院 〒825-0002 0947-42-1200吉峯　昭彦 吉峯　昭彦 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県田川市大字伊田４９７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218563,072,4 岩﨑歯科医院 〒825-0002 0947-45-4050岩﨑　中 岩﨑　中 平12. 4. 7歯   診療所
     福岡県田川市大字伊田２５６０－常　勤:    1 移動 現存
     ２９ (歯       1) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219563,075,7 水上歯科医院 〒825-0002 0947-42-8639水上　太 水上　太 平22. 8.24歯   診療所
     福岡県田川市大字伊田３５１０－常　勤:    1 移動 現存
     ２０ (歯       1) 平28. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220563,076,5 ごとう歯科クリニック〒825-0001 0947-45-5410五嶋　規順 五嶋　規順 平 8. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県田川市大字伊加利２１９５常　勤:    1 新規 現存
     ー４５ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221563,079,9 山田歯科医院 〒826-0023 09474-2-1775山田　千鶴 山田　千鶴 平12. 8. 1歯   診療所
     福岡県田川市上本町４番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222563,080,7 みずき歯科医院 〒826-0041 0947-44-4195髙橋　治子 髙橋　治子 平13. 4. 1歯   診療所
     福岡県田川市大字弓削田１１３９常　勤:    1 交代 現存
     番地 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223563,081,5 医療法人　康和会　ア〒826-0042 0947-44-2775医療法人　康和会　理多田　英紀 平14. 4. 1歯   歯外 診療所
     イ歯科田川 福岡県田川市大字川宮１７１１－常　勤:    4事長　柴田　美恵子 新規 現存
     ７ (歯       4) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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 2224563,082,3 デンタルクリニック大〒825-0017 0947-42-3185日高　理智 日高　理智 平16. 6. 1歯   診療所
     橋 福岡県田川市寿町４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225563,085,6 南歯科医院 〒825-0011 0947-44-0378南　垣碩 南　垣碩 平20. 9. 1歯   診療所
     福岡県田川市栄町１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226563,087,2 みのる歯科クリニック〒825-0004 0947-46-5052山田　稔 山田　稔 平22. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県田川市夏吉１８７２－１Ｎ常　勤:    1 新規 現存
     ＥＯマルイチＢ棟 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227563,092,2 いまはやしデンタルオ〒825-0003 0947-46-1223今林　大輔 今林　大輔 平24. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     フィス 福岡県田川市白鳥町２１１０番１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ５ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228563,094,8 たけ歯科こども歯科 〒826-0041 0947-42-1012医療法人　こぐま会　原　健 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県田川市弓削田１７４０ 常　勤:    4理事長　原　健 組織変更 現存
     (歯       4) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229563,097,1 スマイル歯科医院 〒827-0003 090-8180-0786兼坂　秀一 兼坂　秀一 平26.11. 1歯   診療所
     福岡県田川郡川崎町川崎５６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230563,098,9 サミック歯科クリニッ〒825-0002 0947-85-9030高柳　直樹 高柳　直樹 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県田川市大字伊田３４３９－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231563,099,7 デンタルケアいまだ歯〒825-0002 0947-46-2233今田　亮司 今田　亮司 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 福岡県田川市大字伊田４４７２－常　勤:    2 新規 現存
     １　１Ｆ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232563,100,3 ひらおか歯科医院 〒825-0002 0947-42-1059平岡　貴礼 平岡　貴礼 平27.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県田川市大字伊田４１３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2233563,101,1 こうざき歯科クリニッ〒825-0005 0947-85-8267神﨑　高徳 神﨑　高徳 平28. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県田川市大字糒２０９９－９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234563,802,4 宮定歯科医院 〒825-0002 0947-42-1560医療法人　健真会　理宮定　吾朗 平20.11.26歯   診療所
     福岡県田川市大字伊田字長浦４９常　勤:    3事長　宮定　吾朗 移動 現存
     ２２－１ (歯       3) 平26.11.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235563,803,2 医療法人　佐竹歯科医〒826-0022 0947-42-0605医療法人　佐竹歯科医佐竹　幸雄 平 2. 8. 1歯   診療所
     院 福岡県田川市本町１－３９ 常　勤:    1院　理事長　佐竹　幸 現存
     (歯       1)雄 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236563,806,5 医療法人　暁星会　山〒826-0043 0947-42-8000医療法人　暁星会　山山本　勉 平 8. 8. 1歯   診療所
     本歯科医院 福岡県田川市大字奈良化粧田１７常　勤:    2本歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ８０番地 (歯       2)山本　勉 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237563,808,1 医療法人社団　本坂歯〒825-0012 0947-46-3388医療法人社団　本坂歯坂東　澄保 平10.12. 1歯   診療所
     科医院　田川診療所 福岡県田川市日の出町２番８号 常　勤:    2科医院　理事長　本坂 組織変更 休止
     (歯       2)　裕之 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238563,810,7 医療法人尚美会　やま〒826-0042 0947-42-0444医療法人尚美会　山下山下　翼 平14. 6. 1歯   診療所
     したデンタルクリニッ福岡県田川市大字川宮１６５６番常　勤:    5歯科　理事長　山下　 新規 現存
     ク の１　ＯＡビルⅡ (歯       5)尚志 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239573,011,0 田中歯科医院 〒821-0011 0948-53-3375田中　芳浩 田中　芳浩 昭59.12. 1歯   診療所
     福岡県嘉麻市下山田１４番地４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240573,012,8 小島歯科医院 〒821-0012 0948-52-0235小島　浩一郎 小島　浩一郎 昭60. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県嘉麻市上山田１２１３番地常　勤:    3 現存
     １０ (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241573,013,6 沖歯科医院 〒821-0012 0948-52-0757沖　博文 沖　博文 平10.10.21歯   診療所
     福岡県嘉麻市上山田１４３３番地常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242573,014,4 ひがし歯科医院 〒821-0012 0948-53-1730東　誠治 東　誠治 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県嘉麻市上山田９４１番地６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
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 2243573,016,9 大塚歯科医院 〒820-0207 09484-2-1557大塚　泰二 大塚　泰二 昭55.12. 1歯   診療所
     福岡県嘉麻市口春２４３番地１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244573,017,7 福丸歯科クリニック 〒820-0202 09484-2-8600福丸　寛 福丸　寛 昭56. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県嘉麻市山野３２５番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245573,019,3 江頭歯科医院 〒820-0302 09485-7-3500江頭　博 江頭　博 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県嘉麻市大隈町４８８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246573,020,1 松尾歯科医院 〒820-0302 0948-57-0072松尾　範彦 松尾　範彦 平 3. 4. 1歯   診療所
     福岡県嘉麻市大隈町１０２７番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247573,021,9 ごとう歯科医院 〒820-0504 0948-62-5033後藤　英伸 後藤　英伸 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県嘉麻市下臼井１０７１番地常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248573,022,7 有吉歯科医院 〒820-0206 0948-43-1717有吉　道雄 有吉　道雄 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県嘉麻市鴨生１７番地 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249573,023,5 あとの歯科医院 〒820-0301 0948-57-4355後野　嘉之 後野　嘉之 平 7.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県嘉麻市牛隈１３６９番地１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250573,024,3 いしざき歯科医院 〒820-0205 0948-43-1080石﨑　慶太 石﨑　慶太 平10. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県嘉麻市岩崎１４８６番地２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251573,027,6 ひらデンタルクリニッ〒820-0203 0948-42-2418五嶋　章浩 五嶋　章浩 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県嘉麻市平８４５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252573,029,2 医療法人　良淳会　西〒820-0206 0948-42-5955医療法人　良淳会　理西川　耕司 平17. 7. 1歯   診療所
     川歯科医院 福岡県嘉麻市鴨生４８５番地８ 常　勤:    2事長　西川　良二 移動 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
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 2253573,030,0 医療法人社団　博文会〒820-0206 0948-42-4658医療法人社団　博文会平野　博文 平 8. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　ひらの歯科医院 福岡県嘉麻市鴨生５９４番地 常　勤:    2　理事長　平野　博文 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254573,031,8 医療法人さんご会ふじ〒820-0205 0948-42-0111医療法人さんご会　理藤井　謙英 平15.12.19歯   小歯 診療所
     い歯科医院 福岡県嘉麻市岩崎８８５番地１ 常　勤:    4事長　藤井　謙英 移動 現存
     (歯       4) 平27.12.19
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255573,032,6 てしま歯科クリニック〒820-0203 0948-42-6623手島　将 手島　将 平18. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県嘉麻市平十峠１４３３番－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256573,035,9 佐々木歯科医院 〒820-0205 0948-42-0336医療法人　佐々木歯科佐々木　純二 平23. 1. 1歯   診療所
     福岡県嘉麻市岩崎１０９７番地 常　勤:    3医院　理事長　佐々木 組織変更 現存
     (歯       3)　純二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257573,037,5 医療法人社団プラタナ〒820-0501 0948-62-2020医療法人社団　プラタ香月　亜希子 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ス会　いた歯科クリニ福岡県嘉麻市飯田２００ 常　勤:    1ナス会　理事長　岩本 交代 矯歯 現存
     ック (歯       1)　憲明 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2258573,039,1 松原歯科医院 〒820-0201 0948-42-2579清水　拓也 清水　拓也 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     嘉麻市漆生１５７６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259583,003,5 武田歯科医院 〒823-0011 0949-32-1842武田　篤二 武田　篤二 昭49.10. 1歯   診療所
     福岡県宮若市宮田２２５番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260583,004,3 佐々木歯科医院 〒823-0011 0949-33-3025佐々木　範生 佐々木　範生 昭55. 9.21歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宮若市宮田６４番地９ 常　勤:    4 現存
     (歯       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261583,007,6 長谷川淳歯科医院 〒823-0011 09493-2-2700長谷川　淳 長谷川　淳 昭59. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宮若市宮田５３番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2262583,008,4 吉成歯科医院 〒822-0101 0949-52-3333吉成　正典 吉成　正典 昭62. 6.27歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宮若市福丸３８６番地１ 常　勤:    4 歯外 現存
     (歯       4) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263583,009,2 青木歯科医院 〒823-0011 09493-2-0662青木　和敏 青木　和敏 昭63. 5. 1歯   診療所
     福岡県宮若市宮田４８１１番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264583,010,0 塩川歯科医院 〒823-0012 0949-33-1580塩川　宣子 塩川　宣子 平 2. 9. 1歯   診療所
     福岡県宮若市長井鶴２３５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265583,011,8 鴨川歯科医院 〒823-0004 09493-2-0553鴨川卓也 鴨川　卓也 平 6. 8. 8歯   診療所
     福岡県宮若市磯光１３７８番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266583,012,6 大曲歯科医院 〒822-0142 0949-52-3406大曲　恵美子 大曲　恵美子 平 8. 6. 1歯   診療所
     福岡県宮若市竹原３３９番地１ 常　勤:    3 新規 休止
     (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267583,013,4 やまもと歯科クリニッ〒823-0003 0949-32-1184山本　丈次郎 山本　丈次郎 平16. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県宮若市本城６７８番地４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268583,014,2 峯歯科医院 〒822-0101 0949-52-0690峯　大策 峯　大策 平17. 4. 1歯   診療所
     福岡県宮若市福丸１７５番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269583,015,9 医療法人　久信会　佐〒823-0004 0949-32-0458医療法人　久信会　理佐野　久裕 平 5.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     野歯科医院 福岡県宮若市磯光６７３番地 常　勤:    1事長　佐野　久裕 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270583,016,7 きむら歯科医院 〒823-0003 0949-32-5575木村　親寿 木村　親寿 平20.11. 1歯   診療所
     福岡県宮若市本城４３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271583,017,5 ともなが歯科 〒823-0001 0949-32-1055朝永　俊介 朝永　俊介 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県宮若市龍徳１１２４番地４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2272583,018,3 上鶴歯科医院 〒822-0101 0949-52-0176上鶴　昌史 上鶴　昌史 平25. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県宮若市福丸２５０番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273583,020,9 橋本歯科医院 〒823-0003 0949-32-1175マクニコル　直美 マクニコル　直美 平27. 5.28歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県宮若市本城５４１番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 5.28
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274583,021,7 医療法人　能凜会　え〒823-0003 0949-33-1122医療法人能凜会　理事江藤　章裕 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     とう歯科クリニック 宮若市本城１１３２番地１ 常　勤:    2長　江藤　章裕 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275583,022,5 宮若ひぐち歯科 〒822-0101 0949-28-7234 口　敦士 口　敦士 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     宮若市福丸２９５－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276613,040,1 永井歯科医院 〒807-0121 093-222-2828永井　晴彦 永井　晴彦 昭53. 5. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町船頭町７－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277613,043,5 仲道歯科医院 〒807-0025 仲道　信夫 仲道　信夫 昭54. 6. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末南１丁目常　勤:    1 現存
     １３番２７号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2278613,044,3 古橋歯科医院 〒811-4312 093-293-4567古橋　泰介 古橋　泰介 昭54.10. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町浅木１丁目１常　勤:    1 現存
     ６番１号 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279613,050,0 川元歯科医院 〒811-4236 093-282-5904川元　孝 川元　孝 平 5. 9.13歯   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前３常　勤:    1 移動 現存
     －１０ (歯       1) 平29. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280613,051,8 和田歯科医院 〒811-4233 093-283-3311和田　伸一 和田　伸一 昭59. 2. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町野間４丁目１常　勤:    1 現存
     番１７号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281613,054,2 井上歯科医院 〒807-0022 093-201-0015井上　俊雄 井上　俊雄 平13.12.17歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末北四丁目常　勤:    1 移動 現存
     １番１号 (歯       1) 平25.12.17
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 2282613,055,9 鶴田歯科医院 〒807-0055 093-202-5256鶴田　哲昭 鶴田　哲昭 昭60. 6. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町二西１丁目１常　勤:    1 現存
     －８ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283613,060,9 吉武歯科医院 〒807-0006 093-202-6480吉武　俊明 吉武　俊明 平 5.10. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地１常　勤:    1 移動 現存
     －８４ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284613,061,7 にのみや歯科医院 〒811-4211 093-282-1800二宮　達哉 二宮　達哉 昭63. 4. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木字藤常　勤:    1 現存
     田ケ崎１９３５－１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285613,063,3 もり歯科医院 〒807-0045 093-201-8181森　敏夫 森　敏夫 平元. 6. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町吉田東二丁目常　勤:    1 現存
     １番３号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286613,067,4 松本歯科医院 〒811-4312 093-293-2145松本　磨三生 松本　磨三生 平 3. 4. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町浅木二丁目１常　勤:    1 現存
     ３番５号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287613,068,2 水巻デンタルクリニッ〒807-0025 093-201-3090山元　和幸 山元　和幸 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県遠賀郡水巻町頃末南一丁目常　勤:    1 現存
     ４番１５号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288613,072,4 藤江歯科医院 〒811-4343 093-293-1341藤江　康忠 藤江　康忠 平 7. 5. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町田園二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番５号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289613,073,2 たるたに歯科医院 〒811-4235 093-283-0128樽谷　晋 樽谷　晋 平17.10.11歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町公園通り１－常　勤:    1 移動 歯外 現存
     １－２２ (歯       1) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290613,076,5 岸本歯科医院 〒811-4236 093-283-0648岸本　隆 岸本　隆 平 8.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前３常　勤:    1 新規 現存
     番２１号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291613,077,3 有吉歯科医院 〒807-0141 093-223-0404有吉　啓一 有吉　啓一 平 8.12. 7歯   診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町山鹿１２ー３常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平29.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2292613,079,9 かわさき歯科医院 〒811-4303 093-293-8171川﨑　泰造 川﨑　泰造 平17. 3.22歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀５常　勤:    1 移動 現存
     ０１－１ (歯       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293613,080,7 守谷歯科医院 〒811-4233 093-282-5051守谷　守 守谷　守 平24. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町野間２－１６常　勤:    1 移動 現存
     －５ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294613,081,5 花美坂歯科医院 〒807-0143 093-223-4181細田　清人 細田　清人 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町花美坂３６－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295613,082,3 なかやま歯科医院 〒811-4220 093-281-1181仲山　恒 仲山　恒 平17.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町東山田１丁目常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ２３－７ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296613,084,9 柴田歯科医院 〒811-4307 093-293-6851柴田　昇 柴田　昇 平19. 1. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川１－６常　勤:    1 新規 現存
     －１５ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297613,085,6 森山歯科医院 〒811-4218 093-282-0166森山　公 森山　公 平19. 2. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町中央台５－１常　勤:    2 交代 現存
     －２０ (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298613,086,4 岡田歯科医院 〒811-4305 093-293-4448岡田　和久 岡田　和久 平19. 4. 8歯   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町松の本１－４常　勤:    1 交代 現存
     －１１ (歯       1) 平25. 4. 8
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299613,087,2 しんどう歯科医院 〒807-0012 093-202-0183進藤　大輔 進藤　大輔 平19. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県遠賀郡水巻町古賀３丁目１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ２番３１号 (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300613,088,0 おかがきデンタルクリ〒811-4212 093-282-5231高瀬　豊和 高瀬　豊和 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山３３常　勤:    1 新規 現存
     ８－１ (歯       1) 平26. 6. 1
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 2301613,091,4 なかしま歯科医院 〒807-0023 093-201-7773中島　弘道 中島　弘道 平21. 3.21歯   小歯 歯外診療所
     福岡県遠賀郡水巻町中央６ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302613,092,2 おかの台歯科医院 〒807-0004 093-201-6063濱谷　秀治 濱谷　秀治 平23. 4. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町樋口東１－１常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303613,093,0 西牟田歯科医院 〒807-0056 093-201-8100西牟田　国博 西牟田　国博 平23. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県遠賀郡水巻町伊左座三丁目常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     一番三十二号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304613,094,8 なかむら歯科クリニッ〒811-4236 093-283-0338中村　祥和 中村　祥和 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前７常　勤:    1 新規 現存
     －１０コンフォートⅠ　１階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305613,095,5 医療法人　ひだか歯科〒807-0046 093-201-5200医療法人ひだか歯科医日髙　敏明 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 福岡県遠賀郡水巻町吉田西三丁目常　勤:    1院　理事長　日高　敏 組織変更 現存
     １４番１４号 (歯       1)明 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306613,096,3 ひさまつ歯科クリニッ〒811-4305 093-293-1151久松　孝浩 久松　孝浩 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 遠賀郡遠賀町松の本５－９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307613,801,6 医療法人　くまがい歯〒811-4217 093-283-2112医療法人　くまがい歯熊谷　堅 平元.12. 1歯   診療所
     科医院 福岡県遠賀郡岡垣町桜台１２－１常　勤:    1科医院　理事長　熊谷 現存
     (歯       1)　堅 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308613,802,4 若松歯科医院 〒807-0113 093-222-3333医療法人　慶愛優　理若松　敏行 平 2.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜１２－常　勤:    6事長　若松　敏行 現存
     ２２ (歯       6) 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309613,803,2 医療法人　三浦歯科医〒811-4227 093-282-4848医療法人　三浦歯科医三浦　喜久雄 平 2.11. 1歯   診療所
     院 福岡県遠賀郡岡垣町高陽台１丁目常　勤:    1院　理事長　三浦　喜 現存
     １２番５号 (歯       1)久雄 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310613,805,7 医療法人　高島歯科医〒807-0122 093-223-1515医療法人　高島歯科医高島　昭博 平 9. 2.19歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町９番５常　勤:    1院　理事長　高島　昭 移動 現存
     号 (歯       1)博 平30. 2.19
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 2311613,807,3 医療法人　はるおか歯〒807-0053 093-201-2255医療法人　はるおか歯春岡　誠 平 9. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県遠賀郡水巻町下二東２丁目常　勤:    2科医院　理事長　春岡 組織変更 歯外 現存
     １４－２６ (歯       2)　誠 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312613,808,1 医療法人沖永歯科医院〒807-0002 093-201-0772医療法人冲永歯科医院沖永　繁章 平12.11.13歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町樋口６番１７常　勤:    3　理事長　沖永　繁章 組織変更 現存
     号 (歯       3) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313613,809,9 医療法人恵祐会　めぐ〒807-0051 093-203-1888医療法人恵祐会　理事安藤　浩伸 平15. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     み歯科クリニック 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１丁目常　勤:    3長　中島　祐子 新規 歯外 現存
     １４番５号 (歯       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314613,810,7 あおぞら歯科 〒807-0054 093-201-5606医療法人富松歯科医院富松　豪 平16. 4. 1歯   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町二東１丁目４常　勤:    5　理事長　富松　準一 新規 現存
     番２１号 (歯       5) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315613,812,3 医療法人　山田歯科ク〒811-4224 093-282-2201医療法人　山田歯科ク山田　政典 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 福岡県遠賀郡岡垣町鍋田１丁目１常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     番１１号 (歯       1)田　政典 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316613,813,1 医療法人社団　秀和会〒807-0025 093-203-2500医療法人社団　秀和会秋山　悠一 平23. 4. 1歯   診療所
     　水巻歯科診療所 福岡県遠賀郡水巻町頃末南３丁目常　勤:    4　理事長　氷室　秀高 新規 現存
     ８番１２号 (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317623,023,5 中村歯科医院 〒809-0037 093-245-0830中村　武利 中村　武利 平 5. 7. 1歯   診療所
     福岡県中間市中鶴四丁目２２番２常　勤:    1 移動 現存
     ０号 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318623,024,3 三阪歯科医院 〒809-0015 093-244-0315三阪　賢二 三阪　賢二 昭53.11. 1歯   診療所
     福岡県中間市太賀１丁目２－３太常　勤:    2 現存
     賀ショッピングモール２Ｆ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319623,025,0 日高歯科医院 〒809-0001 093-245-3915日高　雄一 日高　雄一 昭54. 5. 1歯   診療所
     福岡県中間市大字垣生通ケ浦７９常　勤:    3 現存
     ７ (歯       3) 平29. 5. 1
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 2320623,027,6 日髙里史歯科医院 〒809-0031 093-244-9055日髙　里史 日髙　里史 昭56. 9. 1歯   診療所
     福岡県中間市小田ケ浦２－１６－常　勤:    1 現存
     １５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321623,030,0 板井歯科医院 〒809-0030 093-245-0056飯田　英雄 飯田　英雄 昭61. 1. 1歯   診療所
     福岡県中間市中央２丁目１０－２常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322623,031,8 原野歯科医院 〒809-0001 093-245-5252原野　啓二 原野　啓二 平16. 2.17歯   診療所
     福岡県中間市大字垣生８５７番３常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323623,032,6 まちだ歯科医院 〒809-0024 093-245-4970町田　典橘 町田　典橘 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県中間市池田１丁目３－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324623,033,4 前原歯科医院 〒809-0019 093-245-1250前原　弘樹 前原　弘樹 平29. 9.17歯   小歯 診療所
     中間市東中間１－３－７－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325623,034,2 加来歯科医院 〒809-0034 093-244-0134加来　千里 加来　千里 平 4. 4. 1歯   診療所
     福岡県中間市中間１丁目６番２２常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326623,036,7 あおき歯科医院 〒809-0015 093-245-7000青木　一朗 青木　一朗 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     中間市太賀１丁目１３－１ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327623,038,3 藤井歯科医院 〒809-0022 093-244-7155藤井　智 藤井　智 平 8. 4.12歯   診療所
     福岡県中間市鍋山町１３－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328623,040,9 しもかわ歯科医院 〒809-0014 093-245-8817下川　聖司 下川　聖司 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県中間市蓮花寺２丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329623,042,5 はたぶ歯科医院 〒809-0036 093-245-0420江島　信太郎 江島　信太郎 平13. 6. 1歯   診療所
     福岡県中間市長津２丁目２番１８常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平25. 6. 1
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 2330623,043,3 ももぞの歯科クリニッ〒809-0028 093-246-2070桃園　貴功 桃園　貴功 平14. 4. 1歯   診療所
     ク 福岡県中間市弥生１丁目１４－２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331623,044,1 田中歯科医院 〒809-0018 093-244-9063田中　裕治 田中　裕治 平15.12. 1歯   診療所
     福岡県中間市通谷４丁目１番１号常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332623,045,8 山崎まさひろ歯科 〒809-0019 093-243-7333山崎　雅広 山崎　雅広 平16.10. 1歯   診療所
     福岡県中間市東中間３丁目３番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333623,047,4 桃園歯科医院 〒809-0019 093-245-0205桃園　明生 桃園　明生 平20. 4.14歯   歯外 小歯診療所
     福岡県中間市東中間１－１－３２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334623,050,8 医療法人恵志会　松岡〒809-0034 093-245-8217医療法人恵志会　理事松岡　孝治 平26. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 福岡県中間市中間三丁目１６番１常　勤:    1長　松岡　孝治 組織変更 現存
     ０号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335623,061,5 ほかじょう歯科医院 〒809-0030 093-245-8900外城　順子 外城　順子 平27. 7.29歯   小歯 診療所
     福岡県中間市中央５丁目１７－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7.29
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336623,801,4 医療法人　茂山歯科医〒809-0033 093-245-4061医療法人　茂山歯科医茂山　幸雄 平元. 6. 1歯   診療所
     院 福岡県中間市土手の内２丁目２８常　勤:    2院　理事長　茂山　幸 現存
     －３ (歯       2)雄 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337623,802,2 田尻歯科医院 〒809-0036 093-245-1158医療法人社団雄宏会　田尻　元宏 平 3. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県中間市長津二丁目２５番１常　勤:    1理事長　田尻　元宏 現存
     ７号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338623,804,8 医療法人星輝会　三宅〒809-0018 093-246-1181医療法人　星輝会　理三宅　正輝 平 7. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科医院 中間市通谷４丁目２－２５ 常　勤:    2事長　三宅　正輝 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339623,805,5 医療法人ライフスマイ〒809-0011 093-246-2468医療法人　ライフ　理乗富　庄爾 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     ル歯科医院 福岡県中間市岩瀬１丁目１番１号常　勤:    4事長　乗富　庄爾 組織変更 現存
     (歯       4) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2340623,806,3 宮口歯科医院 〒809-0018 093-243-5055医療法人社団英成会　宮口　英也 平15. 1. 8歯   小歯 歯外診療所
     福岡県中間市通谷１丁目３６－２常　勤:    1理事長　宮口　英也 組織変更 現存
     ウエルパークヒルズ１階 (歯       1) 平27. 1. 8
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341643,074,4 あおき歯科医院 〒804-0082 093-861-0592青木　眞知子 青木　眞知子 平23. 8.16歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市戸畑区新池２丁目常　勤:    3 移動 矯歯 現存
     ８番１号 (歯       3) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342643,079,3 角野歯科医院 〒804-0062 881-2653 角野　斉胤 角野　斉胤 昭53. 3. 6歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生２丁目常　勤:    1 現存
     １０の２１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343643,084,3 今里歯科医院 〒804-0094 093-871-4852今里　興治 今里　興治 昭57. 1.25歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区天神２丁目常　勤:    1 現存
     １番２７号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344643,088,4 くすだ歯科医院 〒804-0062 093-871-3155楠田　延勝 楠田　延勝 昭59. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生３丁目常　勤:    1 現存
     １６－２３ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345643,090,0 かねさき歯科医院 〒804-0064 093-882-3364金﨑　信明 金崎　信明 昭60.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区沖台２丁目常　勤:    2 現存
     １５－１９ (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346643,094,2 かく歯科医院 〒804-0011 09-871-9666 加来　昭典 加来　昭典 昭61.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区中原西２丁常　勤:    1 現存
     目１４－６ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347643,096,7 ひでしま歯科医院 〒804-0081 093-882-4182秀島　治 秀島　治 昭62. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市戸畑区千防１丁目常　勤:    1 現存
     ３の６江頭ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348643,097,5 柴原歯科医院 〒804-0062 093-871-8526柴原　修治 柴原　修治 平23. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生１丁目常　勤:    2 移動 現存
     ９－２３ (歯       2) 平29. 1. 1
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 2349643,098,3 近藤歯科医院 〒804-0011 093-871-7710近藤　啓二 近藤　啓二 平元.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区中原西２丁常　勤:    1 現存
     目５－９ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350643,099,1 林歯科医院 〒804-0081 093-861-0052林　邦治 林　邦治 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市戸畑区千防３丁目常　勤:    1 現存
     ３－２３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351643,101,5 田中歯科医院 〒804-0073 093-861-2080田中　徹 田中　徹 平 7. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区明治町７－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352643,106,4 広田歯科医院 〒804-0082 093-871-2250廣田　種英 廣田　種英 平 7.10.19歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区新池１－１常　勤:    1 交代 現存
     １－１２ (歯       1) 平28.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353643,107,2 いせ歯科クリニック 〒804-0042 093-882-0882伊勢　泰士 伊勢　泰士 平 8. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区夜宮１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １ー２３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354643,108,0 竹内歯科医院 〒804-0064 093-881-4776竹内　敏洋 竹内　敏洋 平 9. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区沖台２丁目常　勤:    2 交代 現存
     １０番１６号 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355643,110,6 歯科ゆがわクリニック〒804-0081 093-873-3515湯川　博之 湯川　博之 平10. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市戸畑区千防２丁目常　勤:    3 新規 現存
     ５－３４ (歯       2) 平28. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356643,111,4 山口歯科医院 〒804-0061 093-871-2241河野　博子 河野　博子 平10. 4.20歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市戸畑区中本町１１常　勤:    3 交代 現存
     －４ (歯       3) 平28. 4.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357643,113,0 永松歯科医院 〒804-0082 093-881-5601永松　純 永松　純 平11. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区新池１丁目常　勤:    1 交代 現存
     １１番２４号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358643,115,5 しげとう歯科医院 〒804-0044 093-881-4618重藤　弘之 重藤　弘之 平21. 5.18歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市戸畑区菅原３丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２－３１ (歯       1) 平27. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2359643,116,3 ふじなわ歯科クリニッ〒804-0012 093-873-3737藤縄　司 藤縄　司 平12. 6. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市戸畑区中原東１－常　勤:    1 新規 現存
     １５－２６ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360643,117,1 どひ歯科クリニック 〒804-0021 093-881-6488土肥　直史 土肥　直史 平12.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市戸畑区一枝１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ６－１７ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361643,118,9 あまの歯科クリニック〒804-0092 093-873-7311天野　裕介 天野　裕介 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市戸畑区小芝３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番１５号 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362643,119,7 さやがたに歯科医院 〒804-0023 093-881-9060畑山　直輝 畑山　直輝 平14. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町常　勤:    1 新規 現存
     ２番１号 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363643,121,3 戸畑駅前なかお歯科ク〒804-0061 093-882-8461中尾　伸宏 中尾　伸宏 平23. 9.16歯   歯外 矯歯診療所
     リニック 福岡県北九州市戸畑区中本町８番常　勤:    5 移動 小歯 現存
     １１号 (歯       5) 平29. 9.16
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364643,122,1 しばた歯科医院 〒804-0064 093-881-0648柴田　和成 柴田　和成 平29.10.26歯   小歯 診療所
     北九州市戸畑区沖台１－８－２２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365643,123,9 くさなぎ歯科 〒804-0011 093-882-3808草薙　勝仁 草薙　勝仁 平16.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市戸畑区中原西２丁常　勤:    1 新規 歯外 現存
     目１３－３１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366643,124,7 末松歯科医院 〒804-0092 093-882-3450末松　宏之 末松　宏之 平16.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区小芝二丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５－２９ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367643,125,4 中野歯科医院 〒804-0044 093-871-5640中野　好恵 中野　好恵 平17. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区菅原３丁目常　勤:    1 交代 現存
     ２番１４号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368643,126,2 にわデンタルクリニッ〒804-0011 093-871-1128丹羽　林太郎 丹羽　林太郎 平18. 7. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市戸畑区中原西３－常　勤:    1 新規 現存
     ２－８　サンカレッジ仙水１Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   253 頁

 2369643,128,8 夜宮公園デンタルクリ〒804-0042 093-884-3993是石　啓輔 是石　啓輔 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 福岡県北九州市戸畑区夜宮２丁目常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２－８ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370643,129,6 はすわ歯科医院 〒804-0093 093-884-1333蓮輪　裕介 蓮輪　裕介 平25. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区沢見一丁目常　勤:    2 新規 現存
     ２－３３ (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371643,130,4 いしべ歯科医院 〒804-0067 093-882-5060石部　徹 石部　徹 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市戸畑区汐井町２－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２－３Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372643,131,2 戸畑なかしま歯科 〒804-0081 093-616-0418中島　敬介 中島　敬介 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市戸畑区千防２－１常　勤:    2 新規 現存
     ０－６ (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373643,132,0 やなぎだ歯科 〒804-0013 093-881-6262柳田　優介 柳田　優介 平28. 5. 1歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市戸畑区境川１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ７－２３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374643,135,3 北九州オーラルケア診〒804-0061 093-873-1188中島　享彦 中島　享彦 平29. 6. 1歯   診療所
     療所 北九州市戸畑区中本町３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375643,136,1 ゆかこキッズデンタル〒804-0021 093-873-4188村岡　由佳子 村岡　由佳子 平29.10. 1小歯 歯   矯歯診療所
     クリニック 北九州市戸畑区一枝２－６－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376643,137,9 戸畑あすか歯科クリニ〒804-0081 093-883-6480医療法人幸縁会　理事角田　雄太郎 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 北九州市戸畑区千防二丁目１番１常　勤:    3長　濵口　真臣 新規 歯外 現存
     ６号 (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377643,138,7 こばやし歯科クリニッ〒804-0013 093-871-3910小林　拓人 小林　拓人 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 北九州市戸畑区境川２丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     ２－１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2378643,139,5 荒井歯科医院こしば 〒804-0092 093-873-5400医療法人荒井歯科医院荒井　太輔 平30. 4. 1歯   診療所
     北九州市戸畑区小芝一丁目１番４常　勤:    1　理事長　荒井　孝 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379643,802,8 荒井歯科医院 〒804-0042 093-881-2125医療法人　荒井歯科医荒井　孝 平元. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市戸畑区夜宮２－４常　勤:    3院　理事長　荒井　孝 現存
     －２４ (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380643,808,5 医療法人　本城歯科医〒804-0067 093-873-3555医療法人　本城歯科医本城　孝浩 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     院 福岡県北九州市戸畑区汐井町１－常　勤:    1院　理事長　本城　孝 組織変更 現存
     １ＪＲ戸畑駅 (歯       1)浩 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381653,057,6 井上歯科医院 〒808-0073 093-701-0501井上　義教 井上　義教 昭52.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区赤島町１１常　勤:    1 現存
     の１７ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382653,068,3 永野歯科医院 〒808-0024 093-771-8148永野　裕治 永野　裕治 昭60. 5.24歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区浜町２丁目常　勤:    1 現存
     １５－９ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383653,069,1 古橋歯科医院 〒808-0145 093-741-3566古橋　會治 古橋　會治 昭60. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区高須南１丁常　勤:    1 現存
     目８－３４ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384653,070,9 ぬき歯科医院 〒808-0105 093-791-0369貫　大三郎 貫　大三郎 昭60. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区鴨生田２丁常　勤:    2 現存
     目６－３４ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385653,071,7 清長歯科医院 〒808-0145 093-741-4577清長　武 清長　武 昭60. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区高須南２丁常　勤:    1 現存
     目１－５０ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386653,073,3 なかやま歯科医院 〒808-0034 093-751-2241中山　博雄 中山　博雄 平12.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市若松区本町２丁目常　勤:    1 移動 現存
     １５番５号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2387653,074,1 藤田歯科医院 〒808-0062 093-761-4782藤田　治 藤田　治 平 9. 8.14歯   診療所
     福岡県北九州市若松区古前一丁目常　勤:    1 移動 現存
     １１－１０ (歯       1) 平24. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388653,076,6 ふくま歯科医院 〒808-0101 093-701-1180福間　昭仁 福間　昭仁 昭62.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市若松区西天神町３常　勤:    1 現存
     －１４ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389653,077,4 吉川歯科医院 〒808-0043 093-771-8887吉川　透 吉川　透 昭62.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区西畑町１０常　勤:    2 現存
     －２ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390653,078,2 山崎歯科医院 〒808-0034 093-771-1366山崎　淳仁 山崎　淳仁 昭63. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区本町１丁目常　勤:    1 現存
     １－３１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391653,079,0 重田歯科医院 〒808-0025 093-751-2020重田　義光 重田　義光 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区中川町２－常　勤:    1 現存
     ２９川菱ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392653,080,8 いまい歯科医院 〒808-0073 093-791-2144今井　顯 今井　顯 平12.10.22歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市若松区赤島町４－常　勤:    1 移動 現存
     ８ (歯       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393653,084,0 城戸歯科医院 〒808-0026 093-751-5570城戸　修 城戸　修 平元. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区桜町１１－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394653,086,5 木村歯科医院 〒808-0034 093-761-3058木村　英生 木村　英生 平 3. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区本町３丁目常　勤:    1 現存
     ７番５号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395653,089,9 荒木歯科医院 〒808-0142 093-741-3773荒木　照久 荒木　照久 平 4. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区青葉台南２常　勤:    1 現存
     丁目１７番３号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396653,092,3 田中正一郎歯科クリニ〒808-0106 093-791-7045田中　正一郎 田中　正一郎 平 6. 6. 1歯   診療所
     ック 福岡県北九州市若松区片山１丁目常　勤:    2 新規 現存
     ４－８ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2397653,095,6 竹中歯科医院 〒808-0014 093-761-2493竹中　正史 竹中　正史 平10.11.21歯   診療所
     福岡県北九州市若松区栄盛川町６常　勤:    2 移動 現存
     －４ (歯       2) 平28.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398653,096,4 あべ歯科医院 〒808-0103 093-791-8308安部　雅幸 安部　雅幸 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区二島５－１常　勤:    1 新規 現存
     －３７　２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399653,097,2 ふるいち歯科クリニッ〒808-0035 093-771-8000古市　卓也 古市　卓也 平 7. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県北九州市若松区白山１－９常　勤:    2 新規 現存
     －１８ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400653,099,8 右田歯科医院 〒808-0064 093-761-3594右田　秀信 右田　秀信 平 8. 1.28歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市若松区宮丸２丁目常　勤:    1 交代 現存
     １１の３ (歯       1) 平29. 1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401653,100,4 しみず修歯科 〒808-0102 093-772-1181清水　修 清水　修 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市若松区東二島２丁常　勤:    1 新規 現存
     目３－４ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402653,101,2 しずおか歯科 〒808-0042 093-752-5777 岡　佳克 岡　佳克 平11. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市若松区棚田町３－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２９ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403653,105,3 なかしま歯科クリニッ〒808-0001 093-771-4828中島　稔博 中島　稔博 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市若松区小石本村町常　勤:    1 新規 現存
     １３－１４ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404653,110,3 ひかり歯科医院 〒808-0139 093-741-6480松崎　朗栄 松崎　朗栄 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区小敷ひびき常　勤:    1 新規 現存
     の三丁目４番６号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405653,113,7 いず歯科クリニック 〒808-0145 093-741-5003伊豆　研二 伊豆　研二 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区高須南１－常　勤:    2 新規 現存
     １－３２ (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406653,115,2 むかいぼう歯科 〒808-0147 093-701-8678向坊　明浩 向坊　明浩 平22. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区高須北３丁常　勤:    1 新規 現存
     目１番６号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2407653,116,0 金丸歯科医院 〒808-0032 093-761-5117山口　祐典 山口　祐典 平22.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市若松区老松１丁目常　勤:    3 交代 歯外 現存
     １番１３号 (歯       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408653,117,8 藤井歯科医院 〒808-0033 093-761-1870藤井　雅洋 藤井　雅洋 平23. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区大井戸町１常　勤:    1 交代 現存
     ０番１号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409653,118,6 中島歯科医院 〒808-0026 093-761-2953中島　隆喜 中島　隆喜 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区桜町３番２常　勤:    2 交代 現存
     ８号 (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410653,119,4 木藤歯科医院 〒808-0034 093-751-2552木藤　博文 木藤　博文 平23. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市若松区本町１－７常　勤:    1 新規 現存
     －３４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411653,121,0 まちの歯医者さん 〒808-0071 093-701-4758中宗　真仁 中宗　真仁 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区今光１丁目常　勤:    2 新規 現存
     ２－１２ (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412653,122,8 たなかりょういち歯科〒808-0077 093-701-0077医療法人たなかりょう田中　領一 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 福岡県北九州市若松区用勺町４番常　勤:    1いち歯科医院　理事長 組織変更 現存
     ２４号 (歯       1)　田中　領一 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413653,123,6 芳賀歯科・矯正歯科ク〒808-0131 093-691-8217医療法人　芳賀歯科・芳賀　剛 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 福岡県北九州市若松区塩屋三丁目常　勤:    3矯正歯科クリニック　 組織変更 現存
     ３番５号 (歯       3)理事長　芳賀　剛 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414653,124,4 くぼたふみえ小児歯科〒808-0103 093-791-0207医療法人　瑞鳳会　理久保田　文恵 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市若松区二島五丁目常　勤:    1事長　久保田　瑞惠 新規 歯外 現存
     １番５号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415653,126,9 ケイズ歯科クリニック〒808-0012 093-701-5108医療法人　将和会　理山田　栄作 平27. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     深町 福岡県北九州市若松区深町一丁目常　勤:    2事長　瓜生　和彦 新規 歯外 現存
     １番１号 (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416653,127,7 おにづか歯科 〒808-0103 093-791-4184鬼塚　聖也 鬼塚　聖也 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区二島５丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２０－２ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2417653,128,5 たなか歯科医院 〒808-0017 093-751-6648田中　博 田中　博 平28. 9. 1歯   診療所
     北九州市若松区東小石町１４番１常　勤:    1 組織変更 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418653,129,3 たかす歯科・矯正歯科〒808-0144 093-742-1818医療法人義裕会　理事福井　しのぶ 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     北九州市若松区高須東四丁目２番常　勤:    2長　福井　しのぶ 組織変更 歯外 現存
     ４号 (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419653,131,9 みやむら歯科医院 〒808-0014 093-771-8218医療法人亘志クリニッ宮村　一志 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     北九州市若松区栄盛川町２番２号常　勤:    1ク　理事長　宮村　一 組織変更 現存
     (歯       1)志 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420653,132,7 帆足歯科医院 〒808-0035 093-761-5456帆足　亮太郎 帆足　亮太郎 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     北九州市若松区白山１丁目１－５常　勤:    2 その他 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421653,133,5 笹本歯科医院 〒808-0034 093-761-3278笹本　実 笹本　実 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北九州市若松区本町２－１２－２常　勤:    5 交代 現存
     ４ (歯       5) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422653,802,5 医療法人　宝歯会　か〒808-0005 093-771-8604医療法人　宝歯会　か梶原　浩喜 平13.11.13歯   小歯 歯外診療所
     じわら歯科医院 福岡県北九州市若松区下原町１番常　勤:   13じわら歯科医院　理事 移動 矯歯 現存
     １号 (歯      13)長　梶原　浩喜 平25.11.13
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423653,804,1 医療法人　吉永歯科医〒808-0033 093-761-4693医療法人　吉永歯科医吉永　久秋 平 6.10. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市若松区大井戸町１常　勤:    3院　理事長　吉永　久 組織変更 現存
     －９ (歯       3)秋 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424653,806,6 医療法人　健歯会　浦〒808-0014 093-771-2930医療法人　健歯会　理村上　浩一 平12. 4. 1歯   診療所
     野歯科医院 福岡県北九州市若松区栄盛川町７常　勤:    1事長　森　誠 組織変更 現存
     －１４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425653,807,4 医療法人　清心会　清〒808-0142 093-742-0041医療法人　清心会　理清水　雄二 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     水デンタルクリニック福岡県北九州市若松区青葉台南２常　勤:    3事長　清水雄二 組織変更 現存
     丁目２３番７号 (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426653,808,2 医療法人福和会　二島〒808-0102 093-791-6487医療法人福和会　理事赤﨑　洋介 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     デンタルクリニック 福岡県北九州市若松区東二島５丁常　勤:    5長　別府　和泉 新規 歯外 現存
     目２－１９ (歯       5) 平26.10. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
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 2427653,809,0 医療法人宝歯会ひまわ〒808-0015 093-771-2190医療法人宝歯会かじわ山中　房子 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     り歯科医院 福岡県北九州市若松区上原町３番常　勤:    1ら歯科医院　理事長　 新規 歯外 現存
     １１号 (歯       1)梶原　浩喜 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428653,810,8 医療法人福和会　和泉〒808-0103 093-701-1118医療法人福和会　理事別府　和泉 平16. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 福岡県北九州市若松区二島一丁目常　勤:    5長　別府　和泉 新規 歯外 現存
     ３番１号 (歯       5) 平28. 6. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429653,811,6 若松こころ歯科 〒808-0034 093-771-7811医療法人　心会　理事岩隈　嘉博 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区本町２－１常　勤:    2長　吉野　晴美 交代 現存
     ７－１ベイサイドプラザ若松アネ(歯       2) 平29. 4. 1
     ックス１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430653,812,4 医療法人　ひびきのデ〒808-0135 093-695-3168医療法人　ひびきのデ安本　勝観 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ンタルクリニック 福岡県北九州市若松区ひびきの１常　勤:    1ンタルクリニック　理 交代 歯外 現存
     番３号 (歯       1)事長　安本　勝観 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431653,813,2 ハートのこころ歯科 〒808-0145 093-741-4802医療法人　心会　理事吉永　洋平 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市若松区高須南２－常　勤:    4長　吉野　晴美 交代 現存
     ２－１サンリブ高須店１階 (歯       4) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432663,171,3 永田歯科医院 〒805-0024 093-68-6763 永田　博見 永田　博見 昭44. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区中畑２丁常　勤:    1 現存
     目４－３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433663,178,8 毛利歯科医院 〒807-0821 093-602-2225毛利　邦秀 毛利　邦秀 昭45. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区陣原５丁常　勤:    1 現存
     目４－２０ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434663,190,3 松山歯科医院 〒805-0019 093-671-5486松山　道孝 松山　道孝 平 8. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央２ー常　勤:    1 移動 現存
     １２ー１５ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435663,201,8 坂田歯科医院 〒807-0825 坂田　隆英 坂田　隆英 昭45.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾３丁常　勤:    1 現存
     目３－２２ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   260 頁

 2436663,213,3 酒井歯科医院 〒807-0073 酒井　正之 酒井　正之 昭48. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1 現存
     東２丁目１８－１３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437663,223,2 豊丹生歯科医院 〒807-0843 093-611-2267豊丹生　道昭 豊丹生　道昭 昭49. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森二常　勤:    1 現存
     丁目７－２０ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438663,227,3 佐藤歯科医院 〒807-0825 602-3322 佐藤　鎭城 佐藤　鎭城 昭49. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾１丁常　勤:    1 現存
     目１３－２４ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439663,243,0 石井歯科医院 〒807-0843 093-613-0194石井　康夫 石井　康夫 昭50.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森４常　勤:    1 現存
     丁目１０－３ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440663,246,3 加来歯科医院 〒806-0059 加来　哲 加来　哲 昭51. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区萩原２丁常　勤:    1 現存
     目１３－１３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441663,249,7 菅歯科・小児歯科医院〒806-0047 631-5814 菅　英雄 菅　英雄 昭51. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区鷹ノ巣２常　勤:    2 現存
     丁目５の２ (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442663,254,7 安倍歯科医院 〒806-0031 安倍　尚武 安倍　尚武 昭52.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊西１丁常　勤:    1 現存
     目７－１７ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443663,264,6 井関歯科医院 〒806-0028 621-4493 井関　謹吾 井関　謹吾 昭54. 1.11歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手２丁常　勤:    1 現存
     目４－３３ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444663,268,7 前田歯科医院 〒807-1111 093-618-2312前田　雄司 前田　雄司 昭54. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区船越１丁常　勤:    1 現存
     目４－３７ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445663,276,0 尾上歯科医院 〒806-0047 093-641-4184尾上　隆光 尾上　隆光 昭55. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１常　勤:    2 現存
     丁目１６－１ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2446663,287,7 国房歯科医院 〒806-0064 093-641-8887國房　清光 國房　清光 平20. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区割子川２常　勤:    1 移動 現存
     丁目４－１０ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447663,292,7 原田歯科医院 〒807-0875 093-602-0002原田　英治 原田　英治 昭57. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区浅川台１常　勤:    1 現存
     丁目２の４６ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448663,294,3 安永歯科医院 〒805-0027 093-652-4323安永　滿 安永　滿 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡東区東鉄町１常　勤:    1 移動 現存
     番２０号 (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449663,295,0 山之内歯科医院 〒807-0831 093-601-2375山之内　努 山之内　努 昭57. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区則松７丁常　勤:    1 現存
     目２０番３号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450663,304,0 友清歯科医院 〒805-0050 093-662-0770友清　純孝 友清　純孝 昭58. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡東区春の町３常　勤:    2 現存
     丁目４－２０ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451663,308,1 かさい歯科医院 〒806-0013 093-662-3836笠井　史朗 笠井　史朗 昭59. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区清納１丁常　勤:    1 現存
     目２の２８ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452663,309,9 角野歯科医院 〒806-0067 622-0780 角野　亘 角野　亘 昭59. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区引野３丁常　勤:    1 現存
     目１番２７号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453663,312,3 大曲歯科医院 〒807-0815 093-691-0418大曲　統司明 大曲　統司明 昭60. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城東１常　勤:    2 現存
     丁目８－１７ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454663,315,6 きたむら歯科医院 〒807-0825 093-691-5221北村　吉緒 北村　吉緒 昭60. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾４丁常　勤:    1 現存
     目９－９柴田ビル (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455663,322,2 なかがわ歯科医院 〒805-0061 093-662-4897中川　泰 中川　泰 昭61. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町２常　勤:    1 現存
     丁目５－５ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2456663,323,0 加来ひろし歯科医院 〒806-0049 09-622-4343 加来　弘志 加来　弘志 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区穴生４丁常　勤:    1 現存
     目１７－２２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457663,330,5 江口歯科医院 〒807-0828 093-601-8262江口　治幸 江口　治幸 昭62. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区友田１丁常　勤:    1 現存
     目３－２６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458663,331,3 もりたか小児歯科医院〒806-0044 093-622-3187森高　久恵 森高　久恵 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区相生町２常　勤:    1 現存
     －１メイトピア相生 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459663,333,9 太田歯科医院 〒807-0842 093-611-4182太田　俊一 太田　俊一 平12.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区永犬丸東常　勤:    1 移動 現存
     町１－１２－５ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460663,336,2 福田歯科医院 〒807-0873 093-691-6480福田　仁 福田　仁 昭63. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区藤原２丁常　勤:    1 現存
     目１５－１２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461663,338,8 シマヅ歯科医院 〒806-0043 093-622-3198島津　俊良 島津　俊良 昭63. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区青山１丁常　勤:    1 現存
     目８－２２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462663,339,6 黒木歯科医院 〒805-0061 093-681-6480黒木　敬士 黒木　敬士 平 9. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町一常　勤:    1 移動 現存
     丁目７番６号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2463663,341,2 かたせ歯科医院 〒807-0831 093-692-1900片瀬　増治 片瀬　増治 平元. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区則松６丁常　勤:    2 現存
     目１２－３ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464663,344,6 上村歯科医院 〒805-0019 093-681-5515上村　耕基 上村　耕基 平元. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央１丁常　勤:    2 現存
     目４－５－２０１号 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465663,345,3 たちわな歯科医院 〒807-0801 093-691-9110立和名　靖彦 立和名　靖彦 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城１丁常　勤:    1 現存
     目１９－２４ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2466663,348,7 ふるさわ歯科医院 〒807-0803 093-691-8864古澤　稔 古澤　稔 平10. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎常　勤:    1 移動 現存
     ２丁目２－１４スタディハイツⅡ(歯       1) 平28. 4. 1
     １０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467663,349,5 児玉歯科医院 〒805-0019 093-662-2418児玉　高広 児玉　高広 平元.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央２丁常　勤:    1 現存
     目１５－２６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468663,350,3 宮本歯科医院 〒806-0049 093-622-3600宮本　健 宮本　健 平 2. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区穴生１丁常　勤:    1 現存
     目１２－２９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469663,351,1 たしろ歯科医院 〒807-0803 093-603-9660田代　豊 田代　豊 平 2. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    1 現存
     ３丁目１３－１７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470663,352,9 わだ歯科医院 〒806-0023 641-7897 和田　正之 和田　正之 平 2. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区八千代町常　勤:    1 現存
     １３－１０ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471663,355,2 清水歯科クリニック 〒806-0055 093-621-7717清水　良次 清水　良次 平 2. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区幸神２丁常　勤:    1 現存
     目１－２１Ａスタービル (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472663,356,0 やすます歯科 〒807-0814 093-692-1117安増　恵子 安増　恵子 平 3. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区貴船台１常　勤:    1 現存
     －３１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2473663,360,2 安倍歯科医院 〒805-0017 093-671-3946安倍　敬治 安倍　敬治 平 3. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区山王１丁常　勤:    1 現存
     目１５－１０ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474663,362,8 松村歯科医院 〒807-0851 093-691-2010松村　千恵 松村　千恵 平10. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区永犬丸３常　勤:    1 移動 現存
     －１０－６ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475663,364,4 池本歯科クリニック 〒806-0028 093-622-8148池本　成志 池本　成志 平 4. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手２丁常　勤:    1 現存
     目１番１８号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476663,368,5 木村歯科医院 〒807-0855 093-601-0149木村　元信 木村　元信 平 4. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区松寿山２常　勤:    1 現存
     丁目１５－８ (歯       1) 平28. 7. 1
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 2477663,369,3 山口歯科医院 〒806-0059 093-631-3202山口　孝文 山口　孝文 平17. 4.11歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区萩原２丁常　勤:    2 移動 現存
     目１－１４ (歯       2) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478663,370,1 蜷木歯科医院 〒805-0061 093-681ー0182蜷木　健 蜷木　健 平 4. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町３常　勤:    2 現存
     －３－２ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479663,371,9 くろいわ歯科医院 〒807-1143 093-618-2255黒岩　健太郎 黒岩　健太郎 平 4. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区楠橋南３常　勤:    1 現存
     丁目２０－２３ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480663,375,0 酒井歯科クリニック 〒807-0815 093-691-2567酒井　正樹 酒井　正樹 平15.10.14歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城東５常　勤:    1 移動 現存
     －６－２４ (歯       1) 平27.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2481663,376,8 ひめだ歯科医院 〒807-0075 612-8117 姫田　東高 姫田　東高 平 5. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1 現存
     ３丁目５－１９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482663,378,4 むらしま歯科医院 〒807-0833 093-693-8100村嶋　隆三郎 村嶋　隆三郎 平 5. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区南鷹見町常　勤:    1 現存
     １５－２０折尾ロイヤルビル３Ｆ(歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483663,379,2 しもかわ歯科クリニッ〒807-0072 093-612-8210下川　信治郎 下川　信治郎 平 5. 6. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区上上津役常　勤:    1 交代 現存
     ４丁目１９－１７ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484663,380,0 原田歯科医院 〒806-0021 093-621-7407原田　孝昭 原田　孝昭 平29. 3. 1歯   診療所
     北九州市八幡西区黒崎２丁目１０常　勤:    1 移動 現存
     －１－１０２ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485663,382,6 きむら歯科医院 〒805-0015 093-653-1117木村　昌美 木村　昌美 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡東区荒生田１常　勤:    1 新規 現存
     丁目３－１２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486663,383,4 豊丹生歯科医院 〒806-0028 093-621-3341豊丹生　道和 豊丹生　道和 平 9.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手１丁常　勤:    1 移動 現存
     目２番１０号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2487663,385,9 江藤歯科医院 〒806-0044 093-621-5917江藤　行信 江藤　行信 平 6. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区相生町３常　勤:    2 交代 現存
     －１４ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488663,388,3 塚本歯科医院 〒805-0059 093-671-3707塚本　和志 塚本　和志 平 6. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区尾倉１丁常　勤:    2 交代 現存
     目４－２２ (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489663,389,1 西村歯科医院 〒807-0878 093-692-8020西村　正明 西村　正明 平 6.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ツ頭２常　勤:    1 新規 現存
     丁目１ー２１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2490663,390,9 てしば歯科クリニック〒807-0815 093-603-5118手柴　興 手柴　興 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城東４常　勤:    1 新規 現存
     －９－８ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491663,392,5 さだかた歯科医院 〒807-1112 093-611-5030貞方　和明 貞方　和明 平29.11.23歯   診療所
     北九州市八幡西区千代３－１－５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492663,396,6 しぶた歯科 〒805-0061 093-682-0350澁田　省三 澁田　省三 平 9. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    1 移動 現存
     ー９ー６ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493663,398,2 こにし歯科医院 〒805-0021 093-653-4181小西　幸治 小西　幸治 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡東区石坪町１常　勤:    1 移動 現存
     番９号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494663,399,0 くにゆき歯科クリニッ〒807-0806 093-693-8870國行　正一 國行　正一 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区御開３丁常　勤:    1 移動 現存
     目５－１２ (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495663,400,6 やまだ歯科クリニック〒806-0039 093-622-3383山田　直博 山田　直博 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区西王子町常　勤:    1 新規 現存
     １３－３５ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496663,403,0 西野歯科医院 〒807-0843 093-614-1789西野　一寿 西野　一寿 平 8. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ヶ森４常　勤:    1 新規 現存
     －５－５ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2497663,405,5 小柳　まさはる歯科医〒807-1264 093-619-1122小柳　雅治 小柳　雅治 平 8. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘１常　勤:    1 新規 現存
     －６－２５ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498663,406,3 いけだ歯科クリニック〒806-0044 093-642-0676池田　宏志 池田　宏志 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     北九州市八幡西区相生町３－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499663,408,9 柴田歯科医院 〒806-0011 093-641-9577柴田　壮一 柴田　壮一 平 8. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区紅梅２丁常　勤:    2 交代 現存
     目９ー１３ (歯       1) 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500663,409,7 はたえ歯科医院 〒806-0051 093-642-2277波多江　喜伸 波多江　喜伸 平 8. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区東鳴水２常　勤:    1 交代 現存
     丁目２ー１６ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501663,411,3 よしここども歯科クリ〒805-0061 093-672-7266田中　容士子 田中　容士子 平 8.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    1 新規 現存
     丁目９番１３号２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502663,413,9 はなだ歯科医院 〒807-1264 093-619-1601花田　真和 花田　真和 平 8.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区星ケ丘６常　勤:    2 新規 現存
     丁目１番４２号 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503663,416,2 有松歯科医院 〒807-0074 093-611-0101有松　靖弘 有松　靖弘 平20.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1 移動 現存
     西３丁目１－７ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504663,421,2 上田歯科医院 〒807-0075 093-613-1230上田　隆一 上田　隆一 平13. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1 移動 現存
     １丁目１０番５号 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505663,422,0 多田歯科医院 〒807-0843 093-613-4448多田　剛 多田　剛 平 9. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森４常　勤:    2 新規 現存
     ー１１ー１ピボット加来ビル２０(歯       2) 平30. 5. 1
     ３号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506663,423,8 ささぐり歯科医院 〒807-0075 093-613-4618笹栗　義之 笹栗　義之 平 9. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1 新規 歯外 現存
     一丁目２０番１４号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2507663,424,6 オリモト歯科医院 〒806-0049 093-631-5277折本　聡 折本　聡 平 9.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区穴生１－常　勤:    1 新規 現存
     ９－１６ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508663,425,3 やまもと歯科医院 〒805-0048 093-653-2455山本　輝行 山本　輝行 平 9.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区大蔵３丁常　勤:    1 新規 現存
     目２－５ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2509663,427,9 石橋歯科医院 〒807-0843 093-613-0850石橋　洋太郎 石橋　洋太郎 平15. 8.18歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森２常　勤:    2 移動 現存
     丁目１０－１２ (歯       2) 平27. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510663,429,5 千草歯科医院 〒807-0803 093-693-1670千草　隆治 千草　隆治 平10. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎常　勤:    1 新規 現存
     ３丁目１４－１９ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511663,434,5 田中歯科医院 〒807-0851 093-692-6185田中　祥之 田中　祥之 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区永犬丸３常　勤:    1 新規 現存
     丁目１－１７ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512663,435,2 岡歯科医院 〒807-1102 093-617-0077岡　芳光 岡　芳光 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月中央常　勤:    4 新規 現存
     １－７－３２ (歯       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513663,436,0 スズキ歯科クリニック〒807-0825 093-692-4844鈴木　賢二 鈴木　賢二 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾４－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２－１９ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514663,438,6 ありまつ矯正歯科医院〒806-0021 093-621-8811有松　稔晃 有松　稔晃 平11. 3. 1矯歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁常　勤:    2 新規 現存
     目１－７アースコート黒崎駅前Ｂ(歯       2) 平29. 3. 1
     ＬＤＧ．２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515663,439,4 いのうえ歯科医院 〒805-0061 093-663-5855井上　伸一 井上　伸一 平11. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町３常　勤:    1 新規 現存
     －５－１川原ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516663,441,0 久原歯科医院 〒805-0013 093-651-4159久原　雅之 久原　雅之 平11. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡東区昭和２－常　勤:    1 交代 現存
     ４－１６ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2517663,443,6 スマイル歯科医院 〒806-0021 093-622-0118山上　敏 山上　敏 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎５丁常　勤:    1 移動 現存
     目５番５２号 (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518663,446,9 つるた歯科クリニック〒807-1153 093-619-3550鶴田　浩範 鶴田　浩範 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区岩崎４－常　勤:    1 新規 現存
     １－２５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519663,449,3 ナルトミ歯科医院 〒807-0805 093-602-5137山本　真道 山本　真道 平12. 1. 4歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区光貞台１常　勤:    2 交代 現存
     丁目１番３０号 (歯       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520663,451,9 須藤歯科医院 〒807-1123 093-619-3950須藤　雅彦 須藤　雅彦 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区下畑町６常　勤:    1 新規 現存
     －２５ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521663,453,5 ありまつ聖二歯科クリ〒806-0045 093-644-0644有松　聖二 有松　聖二 平12. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区竹末１丁常　勤:    1 新規 現存
     目５番２号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522663,454,3 吉田歯科医院 〒806-0012 093-661-4396吉田　敬一 吉田　敬一 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区陣山１丁常　勤:    2 交代 現存
     目１番２５号 (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523663,455,0 右田じゅうしん歯科ク〒806-0021 093-645-1101右田　柔心 右田　柔心 平12. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区黒崎１丁常　勤:    1 新規 歯外 現存
     目５－７サンビル２Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524663,456,8 くすもと歯科医院 〒805-0023 093-654-5777楠本　俊司 楠本　俊司 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡東区宮の町２常　勤:    1 新規 現存
     丁目８－４ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2525663,457,6 ふたむら歯科医院 〒805-0015 093-651-2331二村　光 二村　光 平12.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡東区荒生田３常　勤:    1 新規 現存
     －５－１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2526663,458,4 たなか歯科医院 〒807-0828 093-695-2626田中　幸二 田中　幸二 平12.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区友田１丁常　勤:    2 新規 現存
     目１－１アーバンライフ折尾１Ｆ(歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527663,465,9 さかもと歯科クリニッ〒807-0872 093-601-3858坂元　直哉 坂元　直哉 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区浅川１丁常　勤:    1 新規 現存
     目２０－１７ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528663,466,7 まつのぶ歯科クリニッ〒807-0828 093-603-1925松延　智之 松延　智之 平13. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区友田一丁常　勤:    1 新規 現存
     目１２－６ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529663,468,3 こうぞう歯科クリニッ〒807-0827 093-603-4618宮田　浩三 宮田　浩三 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区楠木１丁常　勤:    1 新規 現存
     目７－４ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530663,470,9 瀧口歯科医院 〒805-0067 093-671-3013瀧口　知靖 瀧口　知靖 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祇園２－常　勤:    1 移動 現存
     １－３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531663,471,7 槻田橋歯科診療所 〒805-0023 093-651-7650山中　義男 山中　義男 平15.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡東区宮の町２常　勤:    1 新規 現存
     丁目１２番２号 (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2532663,472,5 なかむら歯科医院 〒805-0054 093-663-2008中村　貴司 中村　貴司 平16. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡東区天神町１常　勤:    1 新規 現存
     －２８ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533663,473,3 むらかみ歯科医院 〒806-0067 093-622-4618村上　英伸 村上　英伸 平16. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区引野３丁常　勤:    1 新規 歯外 現存
     目１８－２５ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534663,474,1 青山歯科クリニック 〒806-0043 093-631-8825長村　修三 長村　修三 平16. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区青山３－常　勤:    2 新規 現存
     ２－１ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535663,475,8 ひろき歯科医院 〒807-0075 093-614-6188 木　剛士 木　剛士 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1 新規 現存
     ４－２－１１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2536663,476,6 ＨＡＮＡデンタルクリ〒806-0032 093-641-4323有吉　将 有吉　将 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区筒井町１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ２番２７号筒井グリーンハイツ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537663,477,4 ヤマチカ歯科小児歯科〒807-1261 093-618-5936山近　博文 山近　博文 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     北九州市八幡西区木屋瀬四丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番１０号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538663,478,2 いしばし歯科医院 〒807-0874 093-695-7701石橋　健治 石橋　健治 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区大浦３－常　勤:    1 新規 現存
     ７－２１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539663,480,8 野田歯科医院 〒806-0022 093-641-8488野田　邦治 野田　邦治 平16.10. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区藤田４丁常　勤:    2 交代 現存
     目１－１９ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2540663,481,6 渡辺歯科医院 〒806-0059 093-622-3315渡邉　亮一 渡邉　亮一 平17. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区萩原１－常　勤:    1 新規 現存
     ８－１５ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541663,483,2 しょうの歯科医院 〒807-1121 093-611-4618庄野　庸雄 庄野　庸雄 平22.12. 6歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区石坂１－常　勤:    2 移動 現存
     １－２ (歯       2) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542663,486,5 はなさとデンタルクリ〒807-0857 093-691-4180神本　洋 神本　洋 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区北筑２丁常　勤:    1 新規 現存
     目９番１９号１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543663,487,3 有松歯科医院 〒805-0050 093-671-2270有松　敬浩 有松　敬浩 平17.11.28歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区春の町２常　勤:    1 交代 現存
     丁目１の２４ (歯       1) 平29.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544663,489,9 ながた歯科クリニック〒807-0843 093-614-5755永田　一斉 永田　一斉 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     丁目１２－１２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545663,490,7 りみこ歯科クリニック〒807-0831 093-692-8212井山　理美子 井山　理美子 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区則松４丁常　勤:    1 新規 現存
     目７－１３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2546663,492,3 今村歯科医院 〒805-0067 093-671-4849今村　均 今村　均 平18. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祗園１－常　勤:    3 交代 現存
     １－３ (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547663,494,9 三ヶ森歯科医院 〒807-0077 093-613-7403田代　悟 田代　悟 平19. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区沖田４－常　勤:    1 新規 現存
     １７－２２ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548663,495,6 田代歯科医院 〒806-0022 093-621-5287田代　芳之 田代　芳之 平19. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区藤田２丁常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     目４－１ (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2549663,496,4 いちろう・すみれ歯科〒807-0075 093-981-6480岩尾　一郎 岩尾　一郎 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    2 新規 現存
     ４丁目２１－８ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550663,497,2 いまむら歯科クリニッ〒806-0051 093-647-1325今村　英之 今村　英之 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区東鳴水３常　勤:    1 新規 現存
     －４－１２ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551663,500,3 あおぞら歯科 〒807-0871 093-230-4181多田　敬一郎 多田　敬一郎 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区浅川学園常　勤:    1 新規 現存
     台３丁目１０－５ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552663,501,1 矢野歯科医院 〒806-0028 093-631-2402矢野　尚一 矢野　尚一 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手２－常　勤:    2 交代 歯外 現存
     ４－２５かまやビル２Ｆ (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553663,502,9 しみずファミリー歯科〒806-0047 093-642-1184清水　敏博 清水　敏博 平20. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１常　勤:    1 新規 現存
     丁目１７番１号２階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554663,503,7 八幡歯科クリニック 〒807-0815 093-692-8838宮﨑　秀人 宮﨑　秀人 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城東一常　勤:    1 新規 現存
     丁目１４番１号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555663,505,2 打和歯科医院 〒807-1102 093-617-0035打和　貞亮 打和　貞亮 平20. 9.17歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月中央常　勤:    2 交代 現存
     ２－１－８ (歯       2) 平26. 9.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2556663,506,0 川野歯科医院 〒807-0815 093-691-3445川野　俊介 川野　俊介 平21. 1.26歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城東１常　勤:    1 交代 現存
     丁目１０－２ (歯       1) 平27. 1.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557663,508,6 いばやし歯科医院 〒807-1112 093-613-6207居林　晴久 居林　晴久 平21. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代１丁常　勤:    1 新規 現存
     目７番１号 (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558663,512,8 とよた歯科医院 〒807-1262 093-619-0777豊田　崇裕 豊田　崇裕 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区野面７５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ８番１号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2559663,513,6 つねが歯科クリニック〒807-1111 093-611-0418常賀　敬史郎 常賀　敬史郎 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区船越３－常　勤:    1 新規 現存
     ６－１７ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560663,515,1 たかデンタルクリニッ〒807-0071 093-614-6480坂井　孝雄 坂井　孝雄 平22. 6. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区上の原三常　勤:    1 新規 現存
     丁目３１－１３ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561663,517,7 スターデンタルクリニ〒806-0044 093-883-6808安本　一生 安本　一生 平22.11. 1歯   診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区相生町５常　勤:    1 新規 現存
     －１５ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562663,518,5 ほかじょう歯科クリニ〒807-0825 093-883-6455外城　正樹 外城　正樹 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区折尾５丁常　勤:    1 新規 現存
     目５－２７ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563663,519,3 松野歯科医院 〒807-0876 093-603-7372医療法人　永樹会　理松野　秀樹 平23. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区浅川日の常　勤:    1事長　松野　秀樹 組織変更 現存
     峯一丁目２２番２３号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564663,520,1 山本歯科医院 〒807-1152 093-618-4181山本　秀一郎 山本　秀一郎 平23. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区高江５－常　勤:    1 新規 現存
     ４－２５ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2565663,523,5 せお歯科医院 〒805-0015 093-652-8118瀬尾　隆文 瀬尾　隆文 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡東区荒生田２常　勤:    2 交代 現存
     －３－１２ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566663,524,3 上田歯科診療所 〒805-0067 093-681-6077上田　孝一 上田　孝一 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祇園１－常　勤:    2 交代 現存
     １２－２０ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567663,525,0 みやぎ歯科医院 〒805-0021 093-651-7277宮城　直己 宮城　直己 平23. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡東区石坪町１常　勤:    2 交代 歯外 現存
     ６－１０ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2568663,527,6 おおみね歯科医院 〒807-0843 093-611-0501大峯　康一 大峯　康一 平23.12.16歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森３常　勤:    2 移動 現存
     丁目４－５ (歯       2) 平29.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569663,528,4 ごきげんデンタルクリ〒807-0806 093-693-5868西山　敏之 西山　敏之 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区御開１－常　勤:    1 新規 現存
     １－２０ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570663,529,2 わたなべ宏司・歯科ク〒805-0071 093-681-1444医療法人誠寿会　理事森本　政則 平24. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡東区東田三丁常　勤:    2長　渡邉　里紗 組織変更 歯外 現存
     目２番１０２号イオンモール八幡(歯       2) 平30. 1. 1
     東１Ｆ 非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571663,530,0 浅川歯科医院 〒807-0876 093-602-2222町田　利雄 町田　利雄 平24. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区浅川日の常　勤:    2 新規 現存
     峯２－２７－２２ (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572663,531,8 ののやま歯科医院 〒807-0074 093-613-0310野々山　信 野々山　信 平24. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1 新規 現存
     西１－３－１０ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573663,533,4 医療法人こうぞの歯科〒805-0069 093-671-4317医療法人こうぞの歯科香園　武志 平25. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 福岡県北九州市八幡東区前田二丁常　勤:    2医院　理事長　香園　 組織変更 歯外 現存
     目６番２３号 (歯       2)武志 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574663,534,2 おおくら歯科医院 〒805-0059 093-681-8540医療法人　みやび会　大藏　雅文 平25. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡東区尾倉三丁常　勤:    1理事長　大藏　雅文 組織変更 現存
     目２番１５号 (歯       1) 平25. 2. 1
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 2575663,536,7 医療法人杏愛会　萩原〒806-0059 093-631-5858医療法人杏愛会　理事錨　宜子 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 福岡県北九州市八幡西区萩原二丁常　勤:    8長　山賀　輝尚 組織変更 歯外 現存
     目１１番２９号 (歯       8) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576663,537,5 とも歯科クリニック 〒807-1144 093-619-3838守川　朋宏 守川　朋宏 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区真名子２常　勤:    1 新規 現存
     －４－３とも歯科クリニック (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577663,538,3 ジョイ歯科・こども歯〒807-0831 093-695-1188吉廣　めぐみ 吉廣　めぐみ 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区則松７－常　勤:    1 新規 現存
     ２２－２３キミエ華里レジデンス(歯       1) 平25.10. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578663,540,9 ながよし歯科 〒807-0856 093-695-3539永吉　雅人 永吉　雅人 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区八枝１丁常　勤:    1 新規 現存
     目３－６ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579663,541,7 ＤＥＮＴＡＬ　４　Ｃ〒805-0069 093-616-6610松崎　友祐 松崎　友祐 平28. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区前田２丁常　勤:    1 移動 現存
     目１１番１７号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580663,542,5 ウェルネス歯科 〒806-0058 093-644-3940医療法人　ガガ　理事塩田　省三 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区鉄竜二丁常　勤:    2長　塩田　省三 組織変更 現存
     目２１番８号 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581663,543,3 あらき歯科クリニック〒806-0012 093-982-4282荒木　英隆 荒木　英隆 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区陣山二丁常　勤:    1 新規 現存
     目１番１９号 (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582663,544,1 いしまつ歯科クリニッ〒806-0049 093-641-4182石松　宏隆 石松　宏隆 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区穴生１丁常　勤:    2 新規 現存
     目１７－２２ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583663,545,8 岩﨑歯科医院 〒805-0067 093-663-1319岩﨑　正 岩﨑　正 平26. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祇園３丁常　勤:    1 交代 現存
     目２番１号 (歯       1) 平26. 9. 1
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 2584663,547,4 愛デンタルクリニック〒806-0023 093-621-4182医療法人愛彩会　理事植田　愛彦 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区八千代町常　勤:    3長　植田　愛彦 組織変更 歯外 現存
     ４番２６号 (歯       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585663,548,2 上津役歯科クリニック〒807-0073 080-1538-5777医療法人　佑美会　理山竹　久美子 平27. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1事長　岡田　健一 新規 休止
     東２丁目１９番１５号 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2586663,549,0 上野歯科医院 〒806-0011 093-621-1246上野　貴之 上野　貴之 平27. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁常　勤:    2 交代 現存
     目７の５ (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587663,551,6 えいのまる歯科・小児〒807-0851 093-603-4660行正　卓磨 行正　卓磨 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科 福岡県北九州市八幡西区永犬丸４常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －６－３２ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588663,552,4 いりえ歯科クリニック〒807-0803 093-981-6280入江　暢章 入江　暢章 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    1 新規 現存
     １丁目２－１６ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589663,553,2 訪問歯科診療所さくら〒806-0016 093-661-3861今村　宏 今村　宏 平28. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区河桃町１常　勤:    1 新規 現存
     ０－１７ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590663,554,0 新徳歯科医院 〒806-0044 093-631-0275新徳　慶一郎 新徳　慶一郎 平28. 5. 5歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区相生町１常　勤:    1 交代 現存
     ５－１４ (歯       1) 平28. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591663,555,7 医療法人　徳和会　ひ〒806-0033 093-632-6480医療法人　徳和会　理吉用　卓 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     まわり歯科 北九州市八幡西区岡田町１２番１常　勤:    1事長　上田　和茂 新規 歯外 現存
     ６号 (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592663,556,5 向坊歯科診療所 〒806-0044 093-621-5946向坊　重広 向坊　重広 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     北九州市八幡西区相生町２－１２常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593663,557,3 せき歯科医院 〒805-0068 093-616-2830関　善弘 関　善弘 平28.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     北九州市八幡東区桃園１丁目５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2594663,558,1 ゆうかデンタルクリニ〒805-0002 093-883-8666佐 　夕香 佐 　夕香 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 北九州市八幡東区枝光２丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595663,559,9 えのもと歯科クリニッ〒807-0071 093-482-6480榎本　裕介 榎本　裕介 平28.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ク 北九州市八幡西区上の原３－２７常　勤:    1 新規 小歯 現存
     －１０ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596663,560,7 たかとり歯科クリニッ〒807-0071 093-611-5166医療法人敬愛舎　理事鷹取　正幸 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 北九州市八幡西区上の原四丁目２常　勤:    1長　鷹取　正幸 組織変更 歯外 現存
     ０番１号 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2597663,561,5 高田歯科医院 〒805-0050 093-671-3382医療法人高樹会高田歯高田　繁樹 平29. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     北九州市八幡東区春の町５丁目７常　勤:    2科医院　理事長　高田 組織変更 現存
     －５ (歯       2)　繁樹 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598663,562,3 高見歯科医院 〒805-0016 093-651-0662裵　惺浩 裵　惺浩 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     北九州市八幡東区高見２丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599663,563,1 とむら歯科クリニック〒805-0002 093-662-6622戸村　和智 戸村　和智 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     北九州市八幡東区枝光２－４－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600663,564,9 あきづき歯科クリニッ〒807-0075 093-616-0470秋築　宏志 秋築　宏志 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 北九州市八幡西区下上津役３丁目常　勤:    1 新規 現存
     ６番１号ハーモナイズ３６１　１(歯       1) 平29. 7. 1
     階１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601663,565,6 ふくい歯科・小児歯科〒807-0821 093-622-2226医療法人福正会　理事福井　正彦 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     北九州市八幡西区陣原一丁目２番常　勤:    1長　福井　正彦 組織変更 現存
     ７号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602663,567,2 おおなり歯科医院 〒806-0059 093-631-8211医療法人大成会おおな大成　信 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     北九州市八幡西区萩原一丁目２番常　勤:    1り歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ３７号 (歯       1)大成　信 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2603663,568,0 やまなみ歯科クリニッ〒805-0071 093-883-7311山並　正志 山並　正志 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 北九州市八幡東区東田１－４－２常　勤:    1 新規 現存
     ５－２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2604663,569,8 まがた歯科クリニック〒807-0856 093-602-6480眞方　宏明 眞方　宏明 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     北九州市八幡西区八枝４丁目３－常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ７ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605663,801,5 医療法人　杏友会　友〒805-0067 093-671-1176医療法人　杏友会　友友岡　義範 昭45. 6. 1歯   診療所
     岡歯科診療所 福岡県北九州市八幡東区祇園１丁常　勤:    2岡歯科診療所　理事長 現存
     目７番２号 (歯       2)　友岡　義範 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2606663,802,3 医療法人　筒井歯科医〒807-0825 093-601-8181医療法人　筒井歯科医筒井　祐介 平22. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区折尾３－常　勤:    4院　理事長　筒井　祐 移動 現存
     １－５ (歯       4)介 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607663,803,1 医療法人　安永矯正歯〒805-0027 093-651-3786医療法人　安永矯正歯安永　寿江 平19. 5. 1矯歯 診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡東区東鉄町１常　勤:    1科医院　理事長　安永 移動 現存
     －２０　２Ｆ (歯       1)　寿江 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608663,805,6 医療法人さんか八幡西〒806-0055 093-641-3641医療法人さんか　理事三箇　正賢 平元. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡西区幸神４丁常　勤:    3長　三箇　敏昭 矯歯 現存
     目７－１０ (歯       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609663,807,2 医療法人　矢成歯科医〒807-0831 093-602-1141医療法人　矢成歯科医矢成　秀次 平元.10. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区則松６丁常　勤:    1院　理事長　矢成　秀 現存
     目１９番３０号 (歯       1)次 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610663,808,0 東川歯科医院 〒807-1261 093-617-6474医療法人　慈療会　理東川　和生 平元.12. 1歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５常　勤:    1事長　東川　和生 現存
     丁目４－１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611663,810,6 医療法人　杉野歯科医〒807-0845 093-612-8148医療法人　杉野歯科医杉野　博二 平 2.12. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南常　勤:    1院　理事長　杉野　博 現存
     町３丁目４－１７ (歯       1)二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612663,811,4 医療法人　くらなが歯〒807-0831 093-692-1733医療法人　くらなが歯倉永　瑞嗣 平 2.12. 1歯   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区則松４丁常　勤:    1科医院　理事長　倉永 現存
     目７番２０号 (歯       1)　瑞嗣 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2613663,812,2 医療法人　アラサワ歯〒807-1111 093-618-3433医療法人　アラサワ歯荒澤　耕治 平18. 4. 3歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区船越二丁常　勤:    2科医院　理事長　荒澤 移動 歯外 現存
     目３１番１４号 (歯       2)　耕治 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614663,813,0 医療法人　彩恵会　栗〒806-0047 093-631-6678医療法人　彩恵会　栗栗田　英樹 平 5. 4. 1歯   診療所
     田歯科医院 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１常　勤:    4田歯科医院　理事長　 現存
     丁目１９－２１ (歯       4)栗田　英樹 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2615663,814,8 医療法人　藤村歯科医〒806-0055 093-631-2902医療法人　藤村歯科医藤村　克成 平 5. 8. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区幸神３丁常　勤:    1院　理事長　藤村　克 組織変更 現存
     目１１－６５ (歯       1)成 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616663,815,5 医療法人　堺歯科医院〒807-0827 093-602-1000医療法人　堺歯科医院堺　信春 平 5. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区楠木二丁常　勤:    3　理事長　堺　信春 組織変更 現存
     目８番１２号 (歯       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617663,816,3 医療法人　辻歯科医院〒805-0008 093-671-8148医療法人　辻歯科医院辻　利貞 平 6. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区枝光本町常　勤:    1　理事長　辻　利貞 組織変更 現存
     ６－８ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618663,817,1 医療法人　矯永会　な〒806-0021 093-641-4188医療法人　矯永会　な永山　純一郎 平10.12. 1矯歯 診療所
     がやま矯正歯科クリニ福岡県北九州市八幡西区黒崎２丁常　勤:    3がやま矯正歯科クリニ 移動 現存
     ック 目１０番１８号 (歯       3)ック　理事長　永山　 平28.12. 1
     純一郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619663,818,9 医療法人　花田歯科医〒806-0066 093-645-6404医療法人　花田歯科医花田　福徳 平 8. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区若葉１丁常　勤:    1院　理事長　花田　福 矯歯 現存
     目１０番１号 (歯       1)徳 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620663,821,3 医療法人　やまぐち歯〒807-0072 093-612-5678医療法人　やまぐち歯山口　和久 平 9.12. 1歯   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区上上津役常　勤:    1科医院　理事長　山口 組織変更 現存
     ４丁目２３番１６号 (歯       1)　和久 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621663,822,1 医療法人博栄会うえの〒807-0836 093-692-6480医療法人　博栄会　理飯田　政和 平10. 4. 1歯   診療所
     歯科クリニック 福岡県北九州市八幡西区長崎町１常　勤:    5事長　上野　智美 組織変更 現存
     ０番２号 (歯       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
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 2622663,823,9 医療法人そらだ小児歯〒807-0874 093-602-8369医療法人そらだ小児歯空田　安博 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区大浦一丁常　勤:    1科医院　理事長　空田 移動 現存
     目５番１５号 (歯       1)　安博 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623663,824,7 医療法人天真堂　村上〒806-0022 093-621-4618医療法人天真堂　村上田中　仁 平13. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 福岡県北九州市八幡西区藤田３丁常　勤:    7歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     目３番１６号 (歯       7)長　村上　照男 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624663,825,4 医療法人　上野歯科医〒807-0804 093-603-6711医療法人　上野歯科医上野　道生 平12. 5. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘常　勤:    2院　理事長　上野　道 組織変更 現存
     ３番２６号 (歯       2)生 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625663,826,2 医療法人社団桜香　学〒807-0871 093-692-1672医療法人社団　桜香　植松　秀人 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     園台ファミリー歯科 福岡県北九州市八幡西区浅川学園常　勤:    3理事長　案西　浩平 交代 歯外 現存
     台３丁目１８番１号 (歯       3) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626663,828,8 たかやま歯科医院 〒805-0012 093-651-4618医療法人たかやま歯科髙山　茂樹 平14. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡東区川淵町９常　勤:    1医院　理事長　髙山　 組織変更 現存
     番１７号 (歯       1)茂樹 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627663,830,4 医療法人　天真堂　村〒807-0851 093-691-0848医療法人天真堂村上歯六車　和能 平15.10. 1歯   矯歯 歯外診療所
     上歯科クリニック永犬福岡県北九州市八幡西区永犬丸四常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 小歯 現存
     丸 丁目１番２７号 (歯       1)　村上　照男 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628663,831,2 医療法人富松歯科医院〒807-1261 093-618-2659医療法人富松歯科医院富松　準一 平15.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１常　勤:    2　理事長　富松　準一 組織変更 歯外 現存
     丁目２０番１２号 (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629663,832,0 医療法人　あらたけ歯〒807-0873 093-692-0582医療法人　あらたけ歯荒嶽　祐二 平24. 1. 1歯   診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区藤原一丁常　勤:    4科クリニック　理事長 移動 現存
     目８番２４号自由ヶ丘プラチナム(歯       4)　荒嶽　祐二 平30. 1. 1
     ２０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630663,833,8 医療法人健歯会田中歯〒805-0019 093-661-5795医療法人健歯会田中歯田中　正徳 平16. 1. 1歯   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡東区中央二丁常　勤:    2科医院　理事長　田中 組織変更 現存
     目７番２３号 (歯       2)　正徳 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631663,836,1 宮﨑歯科医院 〒807-0073 093-611-2078医療法人宮﨑歯科医院宮﨑　譲 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    2　理事長　宮﨑　譲 組織変更 現存
     東一丁目６番３号 (歯       2) 平28.12. 1
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 2632663,837,9 医療法人　黒崎歯科医〒806-0022 093-621-1910医療法人黒崎歯科医院高木　伸二 平17. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区藤田１丁常　勤:    2　理事長　髙木　伸二 組織変更 現存
     目２ー８ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633663,838,7 ホワイト歯科・香月 〒807-1103 093-618-2228医療法人　慶愛優　理眞方　宏明 平17. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月西一常　勤:    2事長　若松　敏行 新規 矯歯 現存
     丁目９番２号 (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634663,840,3 まきはら歯科医院 〒807-0803 093-602-0108医療法人　正和会　理槙原　正人 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    2事長　槙原　正人 組織変更 歯外 現存
     １丁目４番１１号 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635663,841,1 医療法人　たかむら歯〒807-0846 093-613-5106医療法人　たかむら歯髙村　信嘉 平18. 1. 1歯   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区里中３丁常　勤:    3科医院　理事長　髙村 交代 現存
     目１番３号 (歯       3)　信嘉 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636663,843,7 ひまわり歯科 〒807-0874 093-691-2663医療法人　瑞鳳会　理久保田　瑞惠 平18. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市八幡西区大浦１丁常　勤:    1事長　久保田　瑞惠 組織変更 歯外 現存
     目１４－１０ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637663,844,5 かい歯科医院 〒806-0030 093-641-8460医療法人　康歯会　理甲斐　康晴 平18.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区山寺町９常　勤:    2事長　甲斐　康晴 組織変更 現存
     番７号 (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638663,845,2 医療法人恵尚会　山手〒806-0026 093-621-3888医療法人　恵尚会　理嚴（富山）　明尚 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     通り歯科医院 福岡県北九州市八幡西区西神原町常　勤:    2事長　富山　明尚 組織変更 矯歯 現存
     ２－２９ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639663,846,0 本城駅前歯科クリニッ〒807-0803 093-601-2800医療法人四つ歯会　理中野　哲哉 平19.12. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    4事長　中野　哲哉 組織変更 現存
     １丁目１５番地５ (歯       4) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2640663,847,8 医療法人亀山歯科クリ〒806-0026 093-621-3804医療法人亀山歯科クリ亀山　秀一郎 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区西神原町常　勤:    3ニック　理事長　亀山 組織変更 歯外 現存
     ３番２９号 (歯       3)　秀一郎 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641663,848,6 医療法人協和会　八幡〒805-0061 093-671-4618医療法人協和会　理事豊島　雅子 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東デイクリニック 福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    5長　副嶋　浩樹 組織変更 歯外 現存
     丁目１７－６ (歯       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642663,849,4 富山歯科クリニック 〒805-0041 093-651-1611池上　龍朗 池上　龍朗 平22. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祝町２－常　勤:    2 交代 現存
     １３－１２ (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2643663,850,2 あつし矯正歯科ひろみ〒807-0824 093-693-1050原　淳 原　淳 平23. 4. 1矯歯 小歯 診療所
     小児歯科 福岡県北九州市八幡西区光明２丁常　勤:    2 新規 現存
     目１１－１８ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644663,851,0 自由ヶ丘歯科 〒807-0873 093-695-7700医療法人一会　理事長吉永　哲郎 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区藤原一丁常　勤:    1　木本　和久 新規 矯歯 現存
     目４番８号 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645663,852,8 久野歯科医院 〒806-0021 093-621-4551久野　晃一郎 久野　晃一郎 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎３－常　勤:    3 交代 現存
     ５－１６ (歯       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646663,853,6 製鉄病院前ハート歯科〒805-0019 093-671-1568四元　尚子 四元　尚子 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 福岡県北九州市八幡東区中央２－常　勤:    1 新規 現存
     ９－１０ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647663,855,1 澤井歯科医院 〒806-0059 093-631-6887澤井　是周 澤井　是周 平27. 1. 2歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市八幡西区萩原１－常　勤:    1 交代 現存
     ８－６３ (歯       1) 平27. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2648663,856,9 八幡めぐみ歯科クリニ〒807-0078 093-613-0418小野　紘明 小野　紘明 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区中の原二常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     丁目１９番３号 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649663,857,7 医療法人えぐち歯科・〒807-0075 093-611-6222医療法人えぐち歯科・江口　明宏 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     小児歯科医院 福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1小児歯科医院　理事長 組織変更 現存
     四丁目２２番２０号 (歯       1)　江口　明宏 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650663,858,5 よつば歯科 〒806-0036 093-616-8280医療法人山田歯科クリ植田　浩二 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市八幡西区西曲里町非常勤:    1ニック　理事長　山田 新規 現存
     ３番１号 (歯       1)　政典 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2651663,859,3 フクハラ歯科医院 〒806-0028 093-642-8148福原　栄司 福原　栄司 平27. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手３－常　勤:    2 交代 現存
     ３－１２　丸善ビル２０１ (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652663,861,9 副田歯科医院 〒807-0852 093-601-8484副田　一幸 副田　一幸 平28. 3.10歯   診療所
     福岡県北九州市八幡西区永犬丸西常　勤:    1 交代 現存
     町２－２４－２１ (歯       1) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653723,032,5 筒井歯科医院 〒871-0914 0979-72-4677筒井　修一 筒井　修一 昭63. 5. 1歯   診療所
     福岡県築上郡上毛町大字宇野１０常　勤:    1 現存
     ４２番地８ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654723,033,3 中山歯科医院 〒871-0821 0979-22-0761中山　啓井 中山　啓井 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県築上郡吉富町大字幸子４８常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655723,034,1 髙田歯科医院 〒829-0301 0930-56-4858髙田　英幸 高田　英幸 平 2. 8. 1歯   診療所
     福岡県築上郡築上町大字椎田７９常　勤:    1 現存
     ７番地 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656723,036,6 森山歯科医院 〒829-0343 6-4879 森山　清明 森山　清明 平 5. 9. 1歯   診療所
     福岡県築上郡築上町大字西八田２常　勤:    1 新規 現存
     ４５１番地４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657723,038,2 まるやま歯科医院 〒871-0822 0979-23-5100丸山　洋一 丸山　洋一 平 9. 3. 1歯   診療所
     福岡県築上郡吉富町大字今吉１４常　勤:    2 組織変更 現存
     番地の１ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2658723,040,8 神歯科医院 〒829-0122 0930-53-3000神　房次 神　房次 平22. 4. 1歯   診療所
     福岡県築上郡築上町大字伝法寺４常　勤:    1 移動 現存
     ００－１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659723,042,4 門本歯科医院 〒871-0811 0979-26-0402門本　伸樹 門本　伸樹 平14. 9.21歯   診療所
     福岡県築上郡吉富町大字広津４４常　勤:    1 交代 現存
     １－１ (歯       1) 平26. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660723,043,2 林歯科医院 〒871-0802 0979-24-0086林　あつ子 林　あつ子 平15. 4. 1歯   診療所
     福岡県築上郡吉富町小犬丸４７８常　勤:    3 交代 現存
     ー１ (歯       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2661723,044,0 松延デンタルクリニッ〒829-0301 0930-56-5256松延　彰泰 松延　彰泰 平18. 9. 1歯   診療所
     ク 福岡県築上郡築上町椎田９７３番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662723,045,7 医療法人双葉会　たか〒829-0111 0930-52-1205医療法人　双葉会　理髙村　和弘 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     むら歯科・小児歯科 福岡県築上郡築上町大字安武１０常　勤:    2事長　髙村　伊都子 組織変更 現存
     ０－１ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663723,046,5 おおまる歯科医院 〒829-0321 0930-56-5077大丸　仁 大丸　仁 平20. 4. 1歯   診療所
     福岡県築上郡築上町大字坂本１２常　勤:    1 新規 現存
     ４番地１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664723,047,3 宮部歯科医院 〒829-0311 0930-56-5001宮部　宏之 宮部　宏之 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県築上郡築上町大字湊３３５常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665723,801,3 医療法人　有本歯科医〒829-0102 0930-52-0063医療法人　有本歯科医有本　利兵衛 平 5. 9. 1歯   診療所
     院 福岡県築上郡築上町大字築城８６常　勤:    3院　理事長　有本　利 組織変更 現存
     ２番地１ (歯       3)兵衛 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666723,803,9 医療法人らいおんデン〒871-0811 0979-22-2123医療法人らいおんデン小澤　竜太郎 平16.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     タルクリニック 福岡県築上郡吉富町大字広津１０常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     ２番地５号 (歯       1)長　小澤　竜太郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667733,029,9 石辺歯科医院 〒800-0352 44-5566 石邊　節雄 石邊　節雄 昭53. 4. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町富久町１丁目常　勤:    1 現存
     ３の１松竜ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668733,030,7 中川歯科医院 〒800-0361 093-434-6648中川　和芳 中川　和芳 平19. 4.16歯   小歯 診療所
     福岡県京都郡苅田町神田町２丁目常　勤:    2 移動 現存
     ３２－３ (歯       2) 平25. 4.16



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   284 頁

 2669733,032,3 秦歯科医院 〒800-0352 093-434-5611秦　周平 秦　周平 昭57. 4. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町富久町１丁目常　勤:    1 現存
     ２７番地の９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670733,034,9 白石歯科医院 〒800-0353 093-434-3380白石　和太郎 白石　和太郎 昭58.11. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町尾倉３４２５常　勤:    1 現存
     の３第二福田ビル一Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671733,035,6 古野歯科医院 〒824-0125 093033-2120 古野　秀實 古野　秀實 昭59. 6. 1歯   診療所
     福岡県京都郡みやこ町国作１２０常　勤:    1 現存
     ５番地 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672733,036,4 本廣歯科医院 〒800-0353 093-436-0345本廣　晋 本廣　晋 昭60.12.30歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町尾倉２丁目４常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673733,039,8 つつみ歯科医院 〒800-0344 0930-22-0418堤　裕之 堤　裕之 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町新津１丁目１常　勤:    2 現存
     １－３３ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674733,040,6 橋本歯科医院 〒800-0352 434-0108 橋本　建治 橋本　建治 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町富久町１丁目常　勤:    2 現存
     ３１－９ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675733,043,0 岩永歯科医院 〒800-0351 093-436-0476岩永　典人 岩永　典人 平 4. 4. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町京町１－１－常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676733,044,8 かわまえ歯科クリニッ〒800-0344 0930-24-0439川前　卓朗 川前　卓朗 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 福岡県京都郡苅田町新津２丁目９常　勤:    2 移動 現存
     番地１８ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677733,045,5 入部歯科医院 〒824-0811 093032-4821 入部　英明 入部　英明 平 6. 6. 1歯   診療所
     福岡県京都郡みやこ町勝山箕田３常　勤:    1 新規 現存
     ７４番地５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678733,046,3 さかい歯科医院 〒800-0361 436-6633 酒井　早苗 酒井　早苗 平 6. 7. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町神田町２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２－２３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679733,048,9 門司歯科医院 〒800-0344 0930-22-7974門司　靖 門司　靖 平 8. 8.13歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県京都郡苅田町新津１３９２常　勤:    1 交代 現存
     ー４ (歯       1) 平29. 8.13
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 2680733,049,7 よしなが歯科医院 〒824-0231 0930-45-1117 永　隆一 永　隆一 平 8.12. 1歯   診療所
     福岡県京都郡みやこ町犀川本庄５常　勤:    1 新規 現存
     ７０番地１　５７３番地２ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681733,050,5 かわもと歯科クリニッ〒800-0351 093-434-5827河本　相幸 河本　相幸 平10. 5. 1歯   診療所
     ク 福岡県京都郡苅田町京町２丁目２ 新規 現存
     ５－２ 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682733,051,3 平野歯科医院 〒824-0121 0930-33-8535平野　慎一 平野　慎一 平10. 5. 1歯   診療所
     福岡県京都郡みやこ町豊津１１０常　勤:    1 新規 現存
     ７番地 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683733,053,9 岡本歯科医院 〒824-0821 0930-32-2070岡本　勇人 岡本　勇人 平18. 4. 1歯   診療所
     福岡県京都郡みやこ町勝山上田６常　勤:    2 交代 現存
     ６３番地１ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684733,054,7 さかき歯科医院 〒824-0121 0930-33-2037 　祥宏 　祥宏 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県京都郡みやこ町豊津３５９常　勤:    2 組織変更 現存
     －６ (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685733,055,4 あま歯科医院 〒800-0361 093-435-0550天　泰隆 天　泰隆 平23. 1. 1歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町神田町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １７番地１３ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686733,056,2 松延歯科医院 〒800-0323 0930-22-1387松延　允資 松延　允資 平23. 8.11歯   診療所
     福岡県京都郡苅田町与原３丁目８常　勤:    3 交代 現存
     －９ (歯       3) 平29. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687733,058,8 おかだ歯科医院 〒800-0361 093-435-0950医療法人おかだ歯科医岡田　潔 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都郡苅田町神田町一丁目２０番常　勤:    1院　理事長　岡田　潔 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688733,802,9 医療法人社団ますだ会〒800-0323 0930-22-8272医療法人社団ますだ会増田　憲治 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　苅田行橋矯正　ます福岡県京都郡苅田町与原１丁目８常　勤:    1　理事長　増田　憲治 組織変更 現存
     だ歯科 －１１ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689733,803,7 医療法人　シン歯科医〒800-0361 093-434-1200医療法人　シン歯科医進　拓眞 平19. 4. 1歯   診療所
     院 福岡県京都郡苅田町神田町１丁目常　勤:    1院　理事長　進　拓眞 移動 現存
     ５－４ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2690733,804,5 医療法人恵祐会　かん〒800-0352 093-435-1033医療法人恵祐会　理事野口　扶美子 平11. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     だ歯科クリニック 福岡県京都郡苅田町富久町一丁目常　勤:    1長　中島　祐子 新規 矯歯 現存
     ２番１号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691733,805,2 塩次歯科医院 〒800-0351 093-434-2827医療法人　塩次歯科医塩次　稔浩 平12. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県京都郡苅田町京町２丁目３常　勤:    1院　理事長　塩次　稔 組織変更 現存
     番２号 (歯       1)浩 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692733,808,6 医療法人　宝歯会　苅〒800-0361 093-436-4618医療法人宝歯会かじわ中野　吉敏 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     田スマイル歯科小児歯福岡県京都郡苅田町神田町２丁目常　勤:    4ら歯科医院　理事長　 新規 歯外 現存
     科医院 ２５－２０ (歯       4)梶原　浩喜 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693743,029,7 前田歯科医院 〒828-0021 0979-82-3560前田　恒己 前田　恒己 昭49. 5. 1歯   歯外 診療所
     福岡県豊前市大字八屋２２４２番常　勤:    1 現存
     地１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694743,031,3 中野歯科医院 〒828-0027 0979-82-1033中野　和俊 中野　和俊 平24.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県豊前市大字赤熊１４２０－常　勤:    2 移動 現存
     １ (歯       2) 平24.12. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2695743,033,9 渡辺歯科医院 〒828-0053 09798-2-7974渡辺　泰教 渡辺　泰教 昭63. 5. 1歯   診療所
     福岡県豊前市千束１８２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696743,034,7 川木戸歯科医院 〒828-0011 0979-82-8211川木戸　敏 川木戸　敏 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県豊前市大字四郎丸１３０１常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697743,035,4 まつもと歯科医院 〒828-0025 0979-82-8110松本　研一 松本　研一 平 4. 5. 1歯   診療所
     福岡県豊前市大字恒富１９９－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698743,036,2 石崎歯科医院 〒828-0022 0979-82-7171石崎　貞美 石崎　貞美 平 4. 6. 1歯   診療所
     福岡県豊前市大字宇島２５－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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 2699743,037,0 山田歯科医院 〒828-0043 0979-82-3778山田　欣央 山田　欣央 平22. 2.15歯   診療所
     福岡県豊前市大字岸井７番１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700743,038,8 わたなべ歯科クリニッ〒828-0021 0979-83-1182渡邉　知則 渡邉　知則 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県豊前市大字八屋２５７５ー常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701743,039,6 石田歯科医院 〒828-0053 0979-82-3156石田　昌嗣 石田　昌嗣 平 9. 7. 1歯   診療所
     福岡県豊前市大字千束２９４番地常　勤:    1 交代 現存
     の１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702743,040,4 出水歯科医院 〒828-0074 0979-88-2052出水　幹夫 出水　幹夫 平 9. 7. 1歯   診療所
     福岡県豊前市大字下河内１１１０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703743,047,9 郡司掛歯科医院 〒828-0028 0979-82-2212郡司掛　康昌 郡司掛　康昌 平19. 7. 1歯   診療所
     福岡県豊前市青豊１９番地１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704743,049,5 中尾歯科診療所 〒828-0021 0979-82-1828中尾　浩子 中尾　浩子 平18. 7. 1歯   診療所
     福岡県豊前市大字八屋１６７７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705743,053,7 歯科今田医院 〒828-0021 0979-82-5041今田　圭二 今田　圭二 平20. 8. 1歯   診療所
     福岡県豊前市大字八屋２０１０－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706743,056,0 豊前ゆめ歯科 〒828-0042 0979-84-1630中田　元希 中田　元希 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県豊前市大字堀立２８７－６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707743,057,8 くらとみ歯科医院 〒828-0021 0979-64-6330医療法人小林医院　理倉富　慶太郎 平26. 1. 1歯   歯外 診療所
     福岡県豊前市大字八屋１１５９番常　勤:    1事長　小林　清 交代 現存
     １ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2708743,801,9 医療法人　平良歯科医〒828-0021 0979-82-4203医療法人　平良歯科医平良　祥 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県豊前市大字八屋１９０９－常　勤:    2院　理事長　平良　祥 現存
     １ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2709743,802,7 医療法人平和会　鳥谷〒828-0031 0979-82-2007医療法人平和会　理事鳥谷　芳和 平16. 5. 1歯   診療所
     歯科医院 福岡県豊前市大字三毛門７６６番常　勤:    2長　鳥谷　芳和 組織変更 現存
     地１ (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710753,016,1 白川歯科医院 〒824-0001 09302-3-4820白川　貞保 白川　貞保 昭44.10. 1歯   診療所
     福岡県行橋市行事７－４－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711753,032,8 井手口歯科医院 〒824-0027 2-3206 井手口　盡 井手口　盡 昭46. 4.20歯   診療所
     福岡県行橋市大字高瀬２２１－５常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712753,036,9 山中歯科医院 〒824-0005 0930-24-2465山中　雅文 山中　雅文 昭52.10. 1歯   診療所
     福岡県行橋市中央１－１－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713753,038,5 宮城歯科医院 〒824-0038 0930-24-7511宮城　巧 宮城　巧 昭54. 6. 1歯   診療所
     福岡県行橋市西泉１丁目６の５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714753,039,3 川部歯科医院 〒824-0001 0930-24-5921川部　和三 川部　和三 平 5.11. 1歯   診療所
     福岡県行橋市行事２丁目５－１１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715753,042,7 白川歯科矯正歯科クリ〒824-0005 白川　安彦 白川　安彦 昭56.12. 1歯   診療所
     ニック 福岡県行橋市中央２丁目５３５の常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716753,044,3 村上歯科医院 〒824-0001 09302-4-6655村上　知行 村上　知行 昭58. 4. 1歯   診療所
     福岡県行橋市行事四丁目１８－２常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717753,045,0 田渕歯科医院 〒824-0032 09302-4-4188田渕　浩 田渕　浩 平 7. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県行橋市南大橋５－３－２２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718753,051,8 杉本歯科医院 〒824-0058 09302-4-4658杉本　直樹 杉本　直樹 昭62. 8. 1歯   診療所
     福岡県行橋市大字長木４４５－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   289 頁

 2719753,053,4 片岡歯科医院 〒824-0064 09302-2-9648片岡　良司 片岡　良司 昭63. 4. 1歯   診療所
     福岡県行橋市上津熊字フジタ１０常　勤:    1 現存
     ２－４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720753,054,2 秋山歯科医院 〒824-0036 09302-3-7992秋山　伸一 秋山　伸一 昭63. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県行橋市南泉１丁目１－７ 常　勤:    1 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721753,056,7 郡谷歯科医院 〒824-0018 09302-2-8851郡谷　利浩 郡谷　利浩 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県行橋市大字今井３６７５－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722753,057,5 佐藤歯科医院 〒824-0031 09302-5-5885佐藤　義輝 佐藤　義輝 平 3. 7. 1歯   診療所
     福岡県行橋市西宮市１丁目９番１常　勤:    1 現存
     ３号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723753,060,9 さかきデンタルクリニ〒824-0036 09302-6-1188榊　恭範 榊　恭範 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 福岡県行橋市南泉３の８の１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724753,061,7 一之瀬歯科医院 〒824-0064 09302-3-0245一之瀬　達也 一之瀬　達也 平 8. 1. 1歯   診療所
     福岡県行橋市上津熊２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725753,062,5 鶴島歯科医院 〒824-0018 09302-2-1656鶴島　光生 鶴島　光生 平 8. 1. 1歯   診療所
     福岡県行橋市大字今井字文久３４常　勤:    1 交代 現存
     １０ー５ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726753,063,3 よしたけ歯科医院 〒824-0033 09302-4-1115吉武　裕司 吉武　裕司 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県行橋市北泉３丁目６ー１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727753,065,8 溝口歯科医院 〒824-0008 0930-26-1184溝口　英司 溝口　英司 平11. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県行橋市宮市町４番５号－２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728753,067,4 いのうえゆきこ小児歯〒824-0026 0930-26-3888今倉　由紀子 今倉　由紀子 平13. 8. 1小歯 矯歯 診療所
     科クリニック 福岡県行橋市道場寺１３２５－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2729753,068,2 ＳＡＫＵＲＡ　ＤＥＮ〒824-0031 0930-24-0561大江　琢真 大江　琢真 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ福岡県行橋市西宮市２丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730753,069,0 きど歯科医院 〒824-0031 0930-25-0800城戸　周治 城戸　周治 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県行橋市西宮市２丁目２０番常　勤:    2 新規 現存
     ６号 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731753,070,8 ひろき歯科クリニック〒824-0038 0930-24-0166小林　弘毅 小林　弘毅 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県行橋市西泉３－５－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732753,071,6 赤川歯科医院 〒824-0033 0930-26-6480赤川　大五郎 赤川　大五郎 平16. 6. 1歯   診療所
     福岡県行橋市北泉５丁目１０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733753,073,2 森﨑歯科医院 〒824-0031 0930-24-7213森﨑　禎雄 森﨑　禎雄 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県行橋市西宮市１丁目７－４常　勤:    1 新規 現存
     ０サンライズレーンＢ棟１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734753,074,0 いわきり歯科医院 〒824-0034 0930-23-8808岩切　幸 岩切　幸 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県行橋市泉中央８－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735753,075,7 田中歯科医院 〒824-0031 0930-23-0648田中　良太 田中　良太 平18.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県行橋市西宮市４－３－１７常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736753,076,5 斉藤歯科医院 〒824-0026 0930-25-2525齊藤　健一 齊藤　健一 平20. 7. 1歯   診療所
     福岡県行橋市大字道場寺１５０２常　勤:    1 新規 現存
     －１イオメール新田原ビル２Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737753,078,1 毛利歯科医院 〒824-0034 0930-22-0789毛利　正樹 毛利　正樹 平21. 5. 1歯   診療所
     福岡県行橋市泉中央８丁目２０－ 新規 現存
     ７ 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738753,079,9 まつお歯科クリニック〒824-0062 0930-25-1182松尾　研 松尾　研 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     行橋市下津熊８７４－１ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2739753,081,5 医療法人　宝歯会　行〒824-0031 0930-25-4618医療法人　宝歯会　か永谷　義明 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     橋スマイル歯科小児歯福岡県行橋市西宮市３丁目８－１常　勤:    3じわら歯科医院　理事 新規 歯外 現存
     科医院 　ゆめタウン行橋内 (歯       3)長　梶原　浩喜 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740753,084,9 仲西歯科医院 〒824-0005 0930-28-9284医療法人Ｋ・Ｋホスピ仲西　宏介 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県行橋市中央３丁目４番７号常　勤:    2タリティ　理事長　仲 交代 矯歯 現存
     (歯       2)西　修 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741753,086,4 ほんだ歯科 〒824-0026 0930-28-8076本田　秀光 本田　秀光 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     行橋市道場寺９０７番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742753,087,2 ラビット歯科クリニッ〒824-0066 0930-25-2770谷村　隆己 谷村　隆己 平28. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 行橋市大字吉国字小町９１番地１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743753,088,0 加茂デンタルクリニッ〒824-0001 0930-25-4560医療法人新誠会　理事加茂　誠 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 行橋市行事七丁目１２番２１号 常　勤:    2長　加茂　誠 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744753,089,8 もとさか歯科医院 〒824-0032 0930-55-6678医療法人海風会　理事本坂　裕之 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     行橋市南大橋四丁目７番１９号 常　勤:    1長　本坂　裕之 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745753,801,6 医療法人　小林歯科医〒824-0003 09302-2-3235医療法人　小林歯科医小林　宏徳 平元. 9. 1歯   診療所
     院 福岡県行橋市大橋３丁目９－３ 常　勤:    1院　理事長　小林　宏 現存
     (歯       1)徳 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746753,802,4 医療法人　泉歯科医院〒824-0006 09302-4-7497医療法人　泉歯科医院泉　利治 平元. 9. 1歯   診療所
     福岡県行橋市門樋町１１－３８ 常　勤:    1　理事長　泉　利治 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747753,803,2 医療法人　井上歯科医〒824-0001 0930-22-2287医療法人井上歯科医院井上　龍彦 平26. 1. 1歯   診療所
     院 福岡県行橋市行事７丁目２６番２常　勤:    2　理事長　井上　龍彦 移動 現存
     １号 (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2748753,804,0 一般社団法人　京都歯〒824-0031 09302-4-7777一般社団法人京都歯科井上　龍彦 平 2. 4. 1歯   診療所
     科医師会　京都歯科保福岡県行橋市西宮市５丁目１－５常　勤:    1医師会　会長　井上　 現存
     健センター歯科診療所 (歯       1)龍彦 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2749753,805,7 医療法人　福岡カリフ〒824-0005 09302-5-1333医療法人　福岡カリフ諸山　隆正 平 4. 8. 1歯   診療所
     ォルニア歯科クリニッ福岡県行橋市中央２丁目２－２ 常　勤:    2ォルニア歯科クリニッ 現存
     ク (歯       2)ク　理事長　諸山　隆 平28. 8. 1
     正
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750753,807,3 医療法人　よしゆき歯〒824-0034 0930-24-5501医療法人　よしゆき歯梁　善之 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県行橋市泉中央２丁目３－２常　勤:    1科医院　理事長　粱　 組織変更 現存
     (歯       1)善之 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751753,809,9 医療法人福和会　行橋〒824-0001 0930-24-8247医療法人福和会　理事森下　泰弘 平12. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     グリーン歯科医院 福岡県行橋市行事１丁目２－１０常　勤:    4長　別府　和泉 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752753,811,5 こすもす歯科医院 〒824-0043 0930-26-5666医療法人　海風会　理福井　義彦 平13. 5. 1歯   診療所
     福岡県行橋市大字流末１２５２番常　勤:    1事長　本坂　裕之 新規 現存
     地１ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753753,812,3 医療法人　恵祐会　め〒824-0026 0930-25-0012医療法人　恵祐会　理岡本　愛彦 平13. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ぐみ歯科クリニック 福岡県行橋市大字道場寺１４０９常　勤:    2事長　中島　祐子 新規 歯外 現存
     番地の５ (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754753,813,1 医療法人恵祐会　ハー〒824-0003 0930-26-4618医療法人恵祐会　理事北代　一寿 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     トフル歯科クリニック福岡県行橋市大橋３丁目１番２８常　勤:    1長　中島　祐子 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755753,814,9 さかき矯正小児歯科 〒824-0031 0930-26-3150医療法人　ピュア　理榊　俊昭 平19. 5. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     福岡県行橋市西宮市１丁目１４番常　勤:    1事長　榊　俊昭 組織変更 現存
     ３２号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2756763,109,2 冨岡歯科医院 〒800-0025 093-381-6150冨岡　晋 冨岡　晋 平20. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町１丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２－２６ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757763,114,2 神田歯科医院 〒800-0047 093-381-2392神田　昭司 神田　昭司 昭51. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区藤松１丁目常　勤:    1 現存
     １２番１５号 (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758763,115,9 矢野歯科医院 〒800-0031 093-391-3021矢野　健一郎 矢野　健一郎 昭52. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区高田１丁目常　勤:    1 現存
     ６－１２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759763,116,7 落合歯科医院 〒801-0863 落合　眞澄 落合　眞澄 昭52. 3.18歯   診療所
     福岡県北九州市門司区栄町９番１常　勤:    1 現存
     １号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760763,117,5 白石歯科医院 〒800-0028 093-381-2092白石　悦郎 白石　悦郎 昭52. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市門司区下二十町５常　勤:    1 現存
     番１号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761763,119,1 あきみつ歯科医院 〒800-0024 秋満　忠啓 秋満　忠啓 昭53. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区大里戸ノ上常　勤:    1 現存
     ２丁目２番１５号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762763,120,9 逸木歯科医院 〒800-0055 093-391-3430逸木　秀行 逸木　秀行 昭53.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区東新町１－常　勤:    2 現存
     ９－１ (歯       2) 平28. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763763,122,5 佐野歯科医院 〒800-0038 093-391-2983佐野　茂 佐野　茂 昭53.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区大里原町９常　勤:    2 現存
     －１８ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764763,126,6 柳田歯科医院 〒800-0112 柳田　功夫 柳田　功夫 昭54. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区大字畑字大常　勤:    1 現存
     道８２９－１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2765763,127,4 大溝歯科医院 〒800-0025 093-391-5238大溝　芳宏 大溝　芳宏 昭54. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    1 現存
     ４－４ (歯       1) 平29.10. 1
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 2766763,130,8 中村歯科医院 〒801-0873 093-321-3807中村　孝志 中村　孝志 昭55. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区東門司１丁常　勤:    1 現存
     目１３－３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767763,131,6 松本歯科 〒800-0025 093-371-7822松本　裕彦 松本　裕彦 昭56. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    1 現存
     ２－１３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768763,134,0 藤井歯科医院 〒800-0025 093-381-0585藤井　修一 藤井　修一 平 9.11.10歯   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    1 移動 現存
     ６番２２号 (歯       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769763,136,5 力丸歯科医院 〒801-0851 093-321-3928力丸　哲美 力丸　哲美 昭59. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区東本町１丁常　勤:    1 現存
     目５－１４ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770763,140,7 木尾歯科医院 〒800-0037 木尾　泰久 木尾　泰久 昭60. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区原町別院１常　勤:    1 現存
     １番２９号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771763,141,5 坂井歯科医院 〒800-0052 093-381-2342坂井　哲 坂井　哲 昭60.11.25歯   診療所
     福岡県北九州市門司区東馬寄４の常　勤:    1 現存
     １９ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772763,143,1 おちあい歯科 〒800-0112 093-481-1727落合　俊 落合　俊 昭61. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区大字畑２１常　勤:    1 現存
     ２８－１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773763,145,6 加野歯科医院 〒800-0036 093-371-1213加野　一平 加野　一平 昭63. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区柳原町７－常　勤:    1 現存
     ２２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774763,147,2 かわばた歯科クリニッ〒800-0054 093-391-2227川端　茂 川端　茂 平10. 6.22歯   診療所
     ク 福岡県北九州市門司区社ノ木１丁常　勤:    1 移動 現存
     目１７－１０コーポランド社ノ木(歯       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2775763,148,0 山本歯科医院 〒800-0057 093-381-2025山本　英世 山本　英世 平 6. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区大里新町７常　勤:    1 移動 現存
     －１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776763,149,8 土肥歯科医院 〒800-0024 093-371-7878土肥　誠司 土肥　誠司 平24. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区大里戸ノ上常　勤:    1 移動 現存
     １－１３－１９ (歯       1) 平30. 5. 1
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 2777763,150,6 出畑歯科医院 〒800-0016 093-391-6001出畑　斉嗣 出畑　斉嗣 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区上二十町１常　勤:    1 移動 現存
     －１ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778763,151,4 金子歯科医院 〒801-0863 093-331-3633金子　利雄 金子　利雄 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区栄町１１－常　勤:    2 現存
     １１ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779763,152,2 にった歯科医院 〒800-0056 093-381-4939新田　洋司 新田　洋司 平 2. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区西新町１丁常　勤:    1 現存
     目９－１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780763,153,0 川端歯科医院 〒801-0862 093-321-4113川端　明雄 川端　明雄 平 2. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区錦町１２－常　勤:    1 現存
     ２７ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781763,155,5 井上歯科医院 〒800-0025 093-381-1308井上　直樹 井上　直樹 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区柳町３丁目常　勤:    1 移動 現存
     ３－１９ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782763,157,1 いこの歯科クリニック〒800-0047 093-391-1238伊古野　良一 伊古野　良一 平 5. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区藤松３－１常　勤:    1 現存
     －９ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783763,158,9 村岡歯科医院 〒801-0851 093-332-0953村岡　昌哉 村岡　昌哉 平 6. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区東本町１丁常　勤:    2 交代 現存
     目２－４ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784763,163,9 平塚歯科医院 〒800-0114 093-481-8020平塚　元貴 平塚　元貴 平 8. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区吉志３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １－１３ＫＫＧビル１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2785763,164,7 みやじま歯科 〒800-0048 093-371-3363宮島　智房 宮島　智房 平10. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市門司区稲積２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番１号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786763,166,2 中原歯科医院 〒801-0882 093-332-8020中原　淳 中原　淳 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区清見一丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２０番５号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2787763,167,0 おおみぞ矯正歯科医院〒800-0025 093-382-3525大溝　法孝 大溝　法孝 平11. 9. 1矯歯 診療所
     福岡県北九州市門司区柳町２－４常　勤:    2 新規 現存
     －４ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788763,168,8 やまが歯科クリニック〒800-0028 093-391-0560山鹿　憲 山鹿　憲 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区下二十町８常　勤:    1 新規 現存
     －１岩井ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789763,169,6 ひぐち歯科 〒800-0039 093-372-8181樋口　靖 樋口　靖 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区中町２－１常　勤:    1 新規 現存
     ＪＲ門司駅２Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790763,170,4 かしお歯科医院 〒801-0823 093-341-2322加塩　大輔 加塩　大輔 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市門司区春日町２１常　勤:    1 新規 現存
     －２７ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791763,171,2 なかの歯科クリニック〒800-0025 093-382-6480中野　稔也 中野　稔也 平17. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    2 新規 現存
     ８番２０号 (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792763,173,8 末永歯科医院 〒801-0881 093-321-2410末永　一郎 末永　一郎 平19. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区鳴竹１－１常　勤:    2 交代 現存
     ４－１６ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793763,174,6 だいりみなみ歯科 〒800-0042 093-391-2271馬場　研説 馬場　研説 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市門司区上馬寄２－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １－１ (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794763,175,3 広渡デンタルクリニッ〒801-0863 093-331-3553 渡　厚 渡　厚 平19. 6. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市門司区栄町３－１常　勤:    1 新規 現存
     ６　２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2795763,177,9 毛利歯科医院 〒800-0008 093-321-0057毛利　正昭 毛利　正昭 平20. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区葛葉２丁目常　勤:    2 交代 現存
     ３－１ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796763,178,7 鳥谷歯科医院 〒800-0027 093-391-3355林　秀哲 林　秀哲 平21. 8. 1歯   矯歯 診療所
     福岡県北九州市門司区黄金町２－常　勤:    2 交代 現存
     ２４－２０１号 (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2797763,179,5 古川デンタルクリニッ〒800-0054 093-342-8883古川　泰之 古川　泰之 平22.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市門司区社ノ木２丁常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     目７－５ (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798763,180,3 山本歯科医院 〒800-0114 093-481-0120小笹　佳子 小笹　佳子 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区吉志１－１常　勤:    2 交代 現存
     ４－１８ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799763,181,1 北野歯科医院 〒801-0852 093-321-0256北野　良英 北野　良英 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市門司区港町１－２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800763,183,7 関門トンネル前　オレ〒801-0851 093-332-6874医療法人永孝会　理事江頭　貴史 平24.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ンジ歯科 福岡県北九州市門司区東本町一丁常　勤:    3長　八丁　裕次 新規 矯歯 現存
     目７番１８号 (歯       3) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801763,184,5 いしばし　まゆこ　こ〒800-0052 093-342-8280石橋　真由子 石橋　真由子 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ども　ＤＥＮＴＡＬ　福岡県北九州市門司区東馬寄５番常　勤:    1 新規 現存
     ＣＬＩＮＩＣ １３号 (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802763,185,2 しらのえ歯科クリニッ〒801-0802 093-341-1339増田　美智子 増田　美智子 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 福岡県北九州市門司区白野江２－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ５－８ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803763,186,0 りきまる歯科クリニッ〒801-0834 093-322-3000医療法人りきまる歯科力丸　哲哉 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 北九州市門司区本町２番１０号サ常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     ンリヤン門司港２Ｆ (歯       2)力丸　哲哉 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804763,187,8 西野歯科医院 〒800-0025 093-381-1355西野　宇信 西野　宇信 平29. 4. 1歯   診療所
     北九州市門司区柳町１丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805763,188,6 牛島歯科医院 〒801-0862 093-321-3308医療法人牛島歯科医院牛島　直文 平30. 1. 1歯   診療所
     北九州市門司区錦町２番１２号 常　勤:    2　理事長　牛島　直文 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2806763,801,4 医療法人児玉歯科クリ〒801-0863 093-332-7038医療法人児玉歯科クリ児玉　崇 平27. 6.29歯   歯外 小歯診療所
     ニック 福岡県北九州市門司区栄町６番１常　勤:    2ニック　理事長　児玉 移動 矯歯 現存
     １号 (歯       2)　崇 平27. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807763,802,2 医療法人　川端歯科医〒800-0005 093-381-1816医療法人　川端歯科医川端　賢一 平 2. 8. 1歯   矯歯 診療所
     院 福岡県北九州市門司区羽山１丁目常　勤:    1院　理事長　川端　賢 現存
     ２－１６ (歯       1)一 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808763,805,5 医療法人　橋本歯科ク〒801-0873 093-332-3832医療法人　橋本歯科ク橋本　誠司 平10. 1. 1歯   診療所
     リニック 福岡県北九州市門司区東門司１丁常　勤:    2リニック　理事長　橋 組織変更 現存
     目２番１９号 (歯       2)本　誠司 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809763,806,3 医療法人恵祐会新小文〒800-0057 093-372-3939医療法人恵祐会　理事木村　謙一 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     字歯科クリニック 福岡県北九州市門司区大里新町３常　勤:    3長　中島　祐子 新規 歯外 現存
     番８号 (歯       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810773,112,4 杉山歯科医院 〒802-0002 093-521-1722杉山　正勝 杉山　正勝 昭44. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１丁常　勤:    1 現存
     目４－１４ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811773,166,0 平野歯科医院 〒803-0844 093-561-1557平野　俊三 平野　俊三 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴１丁常　勤:    2 移動 現存
     目１０－２０ (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812773,186,8 浅尾歯科医院 〒803-0831 093-56-3169 浅尾　博己 浅尾　博己 昭47. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明２丁常　勤:    2 現存
     目１５－７ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813773,223,9 岡田歯科医院 〒802-0974 093-961-6906岡田　博司 岡田　博司 平14. 4.14歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力１－常　勤:    2 移動 現存
     ６－２２ (歯       2) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814773,235,3 小林歯科医院 〒802-0042 093-551-5790小林　茂春 小林　茂春 昭44. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区足立１丁常　勤:    2 現存
     目４－３２ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815773,248,6 杉山歯科医院 〒803-0278 093-451-1431杉山　正道 杉山　正道 昭46. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳吉西１常　勤:    1 現存
     丁目４番３号 (歯       1) 平28. 3. 1
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 2816773,258,5 徳永歯科医院 〒802-0081 093-531-4519徳永　憲一 徳永　憲一 昭46.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区紺屋町１常　勤:    1 現存
     －１サンシャイン南国ビル２０２(歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817773,262,7 米村歯科医院 〒802-0006 093-551-2963米村　博文 米村　博文 昭46.12.15歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町２丁常　勤:    1 現存
     目３－４ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818773,268,4 山地歯科医院 〒803-0812 093-581-8128山地　直樹 山地　直樹 昭47. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区室町２丁常　勤:    1 現存
     目５の１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819773,280,9 遠山歯科医院 〒802-0981 093-962-7816遠山　敞夫 遠山　敞夫 昭48. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区企救丘５常　勤:    1 現存
     丁目５－３号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820773,281,7 長谷川歯科医院 〒803-0814 582-5800 長谷川　喬 長谷川　喬 昭48. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区大手町３常　勤:    1 現存
     番１土居ビル２０１号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821773,282,5 安藤歯科医院 〒802-0981 093-951-0692安藤　信義 安藤　信義 昭48. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区企救丘４常　勤:    1 現存
     丁目７－１７ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822773,289,0 ムクノ歯科医院 〒802-0006 093-521-2061向野　明甫 向野　明甫 昭48. 7.23歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町２丁常　勤:    1 現存
     目６－１小倉商工会館２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823773,296,5 白石歯科医院 〒802-0061 093-951-5482白石　輝久 白石　輝久 昭49. 3.19歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区三郎丸１常　勤:    4 現存
     丁目５－１２白石ハイツ (歯       4) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824773,298,1 小川歯科医院 〒803-0836 093-581-7004小川　卓 小川　卓 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井２丁常　勤:    2 移動 現存
     目１－５ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825773,302,1 鮎川歯科医院 〒802-0007 鮎川　保正 鮎川　保正 昭49. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区船場町７常　勤:    1 現存
     －４ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2826773,313,8 加藤歯科医院 〒802-0816 093-921-2613加藤　晴三 加藤　晴三 昭50. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園３－常　勤:    1 現存
     ２－３０ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827773,317,9 井上歯科医院 〒803-0833 093-591-2332井上　雅人 井上　雅人 昭51. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘常　勤:    1 現存
     ８の１８ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828773,319,5 中富歯科医院 〒803-0841 093-591-0568中富　俊介 中富　俊介 昭51. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区清水１丁常　勤:    1 現存
     目１８－１３ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829773,320,3 三好歯科医院 〒800-0201 093-471-7521三好　彬 三好　彬 昭51. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区上吉田二常　勤:    2 現存
     丁目１８－１０ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830773,321,1 宗歯科医院 〒800-0217 093-471-4222宗　雅彦 宗　雅彦 昭51. 3.15歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根四常　勤:    1 現存
     丁目５－６ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831773,325,2 堀歯科医院 〒802-0071 堀　信一 堀　信一 昭51. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金一丁常　勤:    1 現存
     目２－７ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832773,331,0 横溝歯科医院 〒803-0845 093-652-2434横溝　唯史 横溝　唯史 昭51. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区上到津４常　勤:    1 現存
     丁目３番９－１０１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833773,337,7 大家歯科医院 〒800-0233 093-473-1100大家　和夫 大家　和夫 昭53. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網西５常　勤:    2 現存
     丁目１８－３０ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834773,346,8 たき歯科医院 〒802-0026 093-511-0902瀧　豊 瀧　豊 昭54. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区大畠１丁常　勤:    1 現存
     目１の２０号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835773,351,8 岡部歯科医院 〒803-0827 093-592-4790岡部　泰三 岡部　泰三 昭54. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘１常　勤:    1 現存
     丁目１４－３７ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2836773,353,4 ヤマヂ歯科クリニック〒803-0836 093-591-8211山地　正樹 山地　正樹 昭54. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井５丁常　勤:    5 現存
     目４番２６号 (歯       5) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2837773,355,9 小田歯科クリニック 〒802-0005 093-541-4618小田　秀幸 小田　秀幸 昭54. 9.15歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区堺町１丁常　勤:    1 現存
     目２番１６号十八銀行第一生命ビ(歯       1) 平24. 9. 1
     ル３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838773,359,1 ひさなべ歯科医院 〒800-0205 093-473-6294久鍋　清 久鍋　清 昭54.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区沼南町１常　勤:    1 現存
     丁目１番１４号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839773,360,9 芳川歯科医院 〒802-0002 093-511-0418芳川　美雄 芳川　美雄 昭55. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町４丁常　勤:    2 現存
     目４－３２ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840773,361,7 植波歯科医院 〒802-0978 093-963-5454植波　寛也 植波　寛也 昭55. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区蒲生４丁常　勤:    1 現存
     目４番１８号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841773,363,3 セイワ歯科医院 〒803-0863 093-592-2838副嶋　清和 副嶋　清和 昭55. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区南丘１丁常　勤:    1 現存
     目２４－１４ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842773,365,8 サクマ歯科医院 〒802-0022 093-511-1238作間　正則 作間　正則 昭55. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区上富野５常　勤:    1 現存
     －５－１７ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843773,371,6 山根歯科医院 〒800-0226 093-473-9411山根　和正 山根　和正 昭55.10. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1 現存
     一丁目２－３ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844773,373,2 守永歯科医院 〒802-0985 963-6229 守永　孝正 守永　孝正 昭55.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区大字志井常　勤:    4 現存
     ２６５－９ (歯       4) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845773,374,0 副島歯科診療所 〒802-0065 093-931-0036副島　寛憲 副島　寛憲 昭55.10. 4歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区三萩野１常　勤:    1 現存
     丁目１－８衆楽ビル２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2846773,379,9 はら歯科医院 〒800-0201 093-471-0180原　靖子 原　靖子 昭56. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区上吉田１常　勤:    1 現存
     丁目２－１２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847773,380,7 田原歯科医院 〒803-0272 093-452-1609田原　英輔 田原　英輔 昭56. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区長行西四常　勤:    1 現存
     丁目１３番２０号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848773,381,5 保利歯科医院 〒802-0032 093-531-6963保利　喜代治 保利　喜代治 昭56.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区赤坂２丁常　勤:    1 歯外 現存
     目１番２号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849773,382,3 岩鍋歯科医院 〒803-0844 093-571-1497岩鍋　正志 岩鍋　正志 平18. 2.10歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁常　勤:    1 移動 現存
     目５－２５ (歯       1) 平30. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850773,385,6 松永歯科医院 〒802-0003 093-531-4477松永　憲夫 松永　憲夫 昭57. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区米町１丁常　勤:    1 現存
     目１番１５号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2851773,387,2 泉歯科医院 〒800-0251 093-473-8888泉　俊男 泉　俊男 昭57. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区葛原１丁常　勤:    2 現存
     目１０番３号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852773,394,8 作間歯科医院 〒803-0812 561-3909 作間　利正 作間　利正 昭57. 9.17歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区室町２丁常　勤:    2 現存
     目２－４アヴィニール馬場３Ｆ (歯       2) 平29.11.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853773,396,3 堀江歯科医院 〒802-0022 093-511-0785堀江　和彦 堀江　和彦 平14.12.22歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区上富野２常　勤:    3 移動 現存
     丁目９番１６号 (歯       3) 平26.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854773,398,9 曽我歯科医院 〒802-0975 曽我　富美雄 曽我　富美雄 昭58. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力団地常　勤:    1 現存
     ２－５ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855773,401,1 きよもと歯科 〒803-0836 561-5005 清本　和之 清本　和之 昭58. 5. 2歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井３丁常　勤:    2 現存
     目１７番１０号 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2856773,402,9 井上歯科医院 〒803-0818 093-591-9059井上　正方 井上　正方 昭58. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区竪町１丁常　勤:    1 現存
     目１－８ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857773,405,2 浦田歯科医院 〒802-0075 093-941-1693浦田　保信 浦田　保信 昭58. 7.13歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区昭和町１常　勤:    3 現存
     １－１６ (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858773,411,0 田中歯科医院 〒803-0274 093-452-4600田中　正孝 田中　正孝 昭59. 2. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区長尾６丁常　勤:    1 現存
     目５番７号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859773,412,8 うちだ歯科医院 〒803-0856 093-592-6996内田　和彦 内田　和彦 平18.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区弁天町５常　勤:    1 移動 現存
     －２ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860773,415,1 ナガノ歯科医院 〒803-0861 592-2015 永野　郁代 永野　郁代 昭59. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区篠崎３丁常　勤:    2 現存
     目１０－３ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861773,416,9 榎本歯科医院 〒803-0835 093-571-1479榎本　通典 榎本　通典 昭59. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区井堀３丁常　勤:    2 歯外 現存
     目２６－２５ (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862773,417,7 中野歯科医院 〒803-0856 093-561-4065中野　完次 中野　完次 平17.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区弁天町４常　勤:    1 移動 現存
     －２２ソフィアハイツ１０１号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863773,420,1 有田歯科医院 〒802-0084 093-922-2888有田　登志男 有田　登志男 平 6. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区香春口１常　勤:    2 移動 現存
     －２－１９有實ビル２Ｆ (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864773,422,7 小野歯科医院 〒802-0043 093-921-7014小野　敬一郎 小野　敬一郎 昭60. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区足原１丁常　勤:    1 現存
     目１２の２０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865773,426,8 板家小児歯科医院 〒802-0062 093-921-3443板家　隆 板家　隆 昭60.12. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    1 現存
     ２丁目１番３号 (歯       1) 平27.12. 1
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 2866773,427,6 村上歯科医院 〒802-0841 093-922-6874村上　司 村上　司 昭61. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区北方２丁常　勤:    1 現存
     目６－２２ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867773,428,4 佐伯歯科医院 〒802-0003 093-531-4955佐伯　和道 佐伯　和道 昭61. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区米町１丁常　勤:    1 現存
     目２－１７ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868773,430,0 阿南歯科医院 〒803-0851 093-582-1407阿南　貴久 阿南　貴久 昭61. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区木町１丁常　勤:    1 現存
     目７－８ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2869773,431,8 原田歯科医院 〒802-0801 093-921-0051原田　敏樹 原田　敏樹 昭61. 2.20歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区富士見２常　勤:    1 現存
     丁目４－９ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870773,432,6 わたなべ歯科医院 〒800-0236 093-473-8558渡辺　晃博 渡辺　晃博 平13.12. 3歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区下貫３丁常　勤:    1 移動 現存
     目３－１７ (歯       1) 平25.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871773,433,4 サトウ歯科医院 〒802-0002 093-521-2218佐藤　浩一 佐藤　浩一 昭61. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町３－常　勤:    1 現存
     １３－１２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872773,434,2 川崎歯科医院 〒802-0972 093-963-2112川崎　充則 川崎　充則 昭61. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒４－常　勤:    1 現存
     ２－２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873773,435,9 オザキ歯科・小児歯科〒803-0273 093-452-4511尾崎　章寿 尾崎　章寿 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区長行東１常　勤:    1 現存
     の１の１０嵐山パ一クハイツ２０(歯       1) 平28. 5. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874773,437,5 デンタルクリニック有〒802-0045 093-522-6133有吉　懸 有吉　懸 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     吉 福岡県北九州市小倉北区神岳２丁常　勤:    1 現存
     目１０－２３九州三共ビル２Ｆ２(歯       1) 平28. 5. 1
     ０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875773,444,1 三浦歯科医院 〒802-0812 093-931-5602三浦　彰 三浦　彰 昭61.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区西水町５常　勤:    1 現存
     －２１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2876773,445,8 おぎの歯科医院 〒803-0817 093-591-0108荻野　茂 荻野　茂 昭61.12. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区田町７－常　勤:    1 現存
     １０ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877773,447,4 久保歯科医院 〒800-0217 093-471-7608久保　哲郎 久保　哲郎 昭62. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根３常　勤:    2 現存
     丁目１－１８ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878773,451,6 いけだ歯科医院 〒802-0974 093-961-6480池田　一彦 池田　一彦 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力４丁常　勤:    2 移動 歯外 現存
     目２０－６ (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879773,453,2 ハラダ歯科医院 〒802-0077 093-522-7076原田　和昭 原田　和昭 昭62. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借２丁常　勤:    2 現存
     目２－１シャイングロービル２階(歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880773,456,5 横市歯科医院 〒802-0014 093-522-6494横市　正和 横市　正和 昭62.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区砂津２丁常　勤:    1 現存
     目１０－４ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881773,459,9 二階堂歯科医院 〒802-0077 093-521-0525二階堂　宏英 二階堂　宏英 平17. 6.10歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借１丁常　勤:    1 移動 現存
     目５番２５号ホラヤビル３階 (歯       1) 平29. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882773,460,7 えのもと歯科医院 〒800-0221 093-473-6355榎本　千明 榎本　千明 平20. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根新常　勤:    1 移動 現存
     町１８番１５号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883773,462,3 木山歯科医院 〒802-0062 093-931-8181木山　邦宏 木山　邦宏 昭63. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    1 現存
     １丁目１３－１６ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884773,464,9 加納歯科医院 〒802-0018 093-541-5841加納　和博 加納　和博 昭63. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区中津口１常　勤:    2 現存
     丁目５－１２ (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885773,465,6 伊藤歯科クリニック 〒802-0011 093-931-4239伊藤　清司 伊藤　清司 平元. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区重住３丁常　勤:    1 現存
     目６－１３ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886773,467,2 荒牧歯科医院 〒802-0044 093-922-2155荒牧　利裕 荒牧　利裕 平17. 6.27歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区熊本１丁常　勤:    2 移動 現存
     目７－２５ (歯       2) 平29. 6.27
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 2887773,468,0 武田歯科医院 〒800-0232 093-472-3616武田　耕三 武田　耕三 平 7. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網東２常　勤:    1 移動 現存
     丁目３２－６ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888773,469,8 久鍋歯科医院 〒800-0217 093-471-7338久鍋　博彦 久鍋　博彦 平元. 5. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根１常　勤:    1 現存
     丁目７－３５ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889773,472,2 ふじむら歯科医院 〒802-0816 093-921-6048藤村　英基 藤村　英基 平元. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園３丁常　勤:    1 現存
     目３－２７ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890773,473,0 香江歯科医院 〒802-0022 521-6480 香江　則明 香江　則明 平元. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区上富野４常　勤:    1 歯外 現存
     丁目５－１１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891773,474,8 渡辺歯科医院 〒802-0023 093-551-0861渡辺　晃 渡辺　晃 平元. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区下富野１常　勤:    3 現存
     －４－５１ (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892773,475,5 こやま歯科医院 〒800-0256 093-921-4618小山　昇光（金　昇光小山　昇光（金　昇光平元. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区湯川新町常　勤:    1） ） 現存
     ３丁目８－３０ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893773,477,1 ひらもと歯科 〒803-0814 093-591-5825平本　悦次 平本　悦次 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:    2 移動 歯外 現存
     ２－４スピナガーデン大手町２Ｆ(歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894773,481,3 そう歯科医院 〒802-0974 093-961-3403宗　盛義 宗　盛義 平17. 3. 3歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力１丁常　勤:    1 移動 現存
     目２－２６第３矢野ビルＡ (歯       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895773,482,1 大田歯科医院 〒802-0071 093-921-7323大田　実 大田　実 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金１丁常　勤:    2 現存
     目９－７ (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2896773,485,4 酒井歯科医院 〒803-0828 093-561-1750酒井　和正 酒井　和正 平 2. 6.23歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区愛宕２丁常　勤:    3 現存
     目５－９ (歯       3) 平29. 6. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   307 頁

 2897773,486,2 伊藤歯科医院 〒803-0812 093-561-2057伊藤　宏之 伊藤　宏之 平23. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区室町２丁常　勤:    1 移動 現存
     目９番１－１０７号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898773,488,8 キモト歯科小児歯科医〒803-0846 093-582-7376黄本　恒裕 黄本　恒裕 平 2.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区下到津５ 現存
     －８－２４ホワイトキャッスル下 平29.11. 1
     到津２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899773,495,3 きのした歯科クリニッ〒802-0983 093-961-8466木下　俊克 木下　俊克 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区志徳２丁常　勤:    1 現存
     目６－１５－１０４ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900773,496,1 ミヤザキ歯科医院 〒802-0983 093-962-6020宮崎　弘幸 宮崎　弘幸 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区志徳２丁常　勤:    2 現存
     目１－３５スカイハイツハタダ１(歯       2) 平30. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901773,500,0 クサバ歯科医院 〒802-0076 093-541-0938草場　隆夫 草場　隆夫 平11. 8.30歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区中島１丁常　勤:    1 移動 現存
     目２－１８ (歯       1) 平29. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902773,501,8 白石歯科歯周再生クリ〒802-0822 093-964-0808白石　和仁 白石　和仁 平 4. 4. 1歯   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区横代東町常　勤:    2 現存
     ４丁目１３－１５ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903773,502,6 矢野歯科医院 〒800-0222 093-475-4367矢野　健三郎 矢野　健三郎 平 4. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区中曽根１常　勤:    1 現存
     丁目１２－２１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904773,503,4 みちがみ歯科クリニッ〒800-0208 093-475-7573道上　佳明 道上　佳明 平18. 3. 1歯   診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区沼本町３常　勤:    1 移動 現存
     丁目８－１４ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905773,506,7 野口歯科医院 〒802-0802 093-921-3475野口　浩 野口　浩 平 4.11.17歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区城野４丁常　勤:    1 現存
     目３－４０ (歯       1) 平28.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906773,507,5 ひらい歯科クリニック〒802-0062 093-923-3515平井　典和 平井　典和 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    2 移動 現存
     １－１－２９州央ビル１Ｆ (歯       2) 平30. 6. 1
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 2907773,508,3 いわい歯科医院 〒800-0223 093-472-4618岩井　章浩 岩井　章浩 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区上曽根５常　勤:    2 現存
     丁目１１－６ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908773,511,7 みはし歯科医院 〒802-0841 093-941-0030三橋　哲哉 三橋　哲哉 平 5.11. 1歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市小倉南区北方１丁常　勤:    4 交代 現存
     目１６－３ (歯       4) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909773,513,3 ふちがみ歯科医院 〒800-0208 093-471-1049渕上　貴大 渕上　貴大 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区沼本町１常　勤:    1 移動 現存
     丁目３ー３３ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910773,518,2 田中歯科クリニック 〒803-0836 093-592-2020田中　茂樹 田中　茂樹 平 6. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井２－常　勤:    1 新規 現存
     １４－１２メディケアビル２Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911773,519,0 かんざき歯科医院 〒802-0981 093-964-0899神崎　伸一 神崎　伸一 平16. 4.13歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区企救丘２常　勤:    1 移動 現存
     丁目２－３０ (歯       1) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912773,520,8 平田歯科医院 〒802-0816 093-931-3215平田　壽信 平田　壽信 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園２－常　勤:    1 交代 現存
     ６－３２ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913773,521,6 古野歯科医院 〒802-0084 093-921-3317古野　雅秋 古野　雅秋 平 7. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区香春口２常　勤:    2 交代 現存
     －２－２ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914773,522,4 もり歯科医院 〒800-0237 093-472-0775森　裕之 森　裕之 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区中貫１－常　勤:    3 新規 現存
     １４－１３ (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2915773,523,2 たけなか歯科医院 〒803-0827 093-561-8020竹中　良治 竹中　良治 平 7. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘３常　勤:    1 新規 現存
     －１－１７ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916773,524,0 あさひ歯科医院 〒802-0063 093-941-2266呉　世旭 呉　世旭 平 7. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区若富士町常　勤:    1 新規 現存
     ５－１８ (歯       1) 平28. 9. 1
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 2917773,525,7 林歯科医院 〒803-0844 093-653-3235林　恵子 林　恵子 平 7.10. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴２－常　勤:    1 新規 現存
     １１－３１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918773,527,3 長友歯科医院 〒802-0077 093-521-9364長友　一則 長友　一則 平 8. 1. 5歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借３丁常　勤:    1 交代 現存
     目６ー８ (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919773,528,1 藤村歯科医院 〒802-0976 093-965-1012藤村　昌司 藤村　昌司 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区南方３丁常　勤:    2 新規 現存
     目５ー８エクセル藤高１Ｆ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920773,529,9 後藤歯科医院 〒803-0831 093-561-5048後藤　喜一郎 後藤　喜一郎 平 8. 7.11歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明２丁常　勤:    1 交代 現存
     目３ー１８ (歯       1) 平29. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921773,530,7 まつもと歯科 〒802-0981 093-964-1161松本　克彦 松本　克彦 平 8. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉南区企救丘２常　勤:    1 新規 現存
     丁目４ー２０ー１０１ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922773,531,5 石川歯科医院 〒802-0014 093-521-5072石川　哲 石川　哲 平 8. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区砂津２丁常　勤:    1 交代 現存
     目２ー２３ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923773,533,1 木村歯科医院 〒802-0822 093-963-1333木村　和義 木村　和義 平 8. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区横代東町常　勤:    1 新規 現存
     １丁目１ー３０ブルースカイハイ(歯       1) 平29. 9. 1
     ツ１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924773,534,9 なかはた歯科医院 〒802-0071 093-923-6483中畑　二世坊 中畑　二世坊 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金１ー常　勤:    1 新規 現存
     ７ー２４ー３Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925773,535,6 まつした歯科医院 〒800-0233 093-473-8738松下　康介 松下　康介 平 9. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網西１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ー７ー８ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926773,536,4 しまだ歯科クリニック〒800-0232 093-471-9307島田　慶一 島田　慶一 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網東３常　勤:    2 新規 現存
     丁目１ー１４ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927773,537,2 木畠歯科クリニック 〒800-0221 093-475-3755木畠　芳則 木畠　芳則 平15. 4.27歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根新常　勤:    3 移動 歯外 現存
     町７－１ (歯       3) 平27. 4.27
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 2928773,538,0 渡辺歯科医院 〒800-0253 093-471-7758渡辺　肇 渡辺　肇 平 9. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    2 交代 現存
     １ー１３ー５ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929773,542,2 さくらい歯科医院 〒802-0016 093-533-4618櫻井　紳司 櫻井　紳司 平11. 9.27歯   歯外 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区宇佐町２常　勤:    1 移動 小歯 現存
     丁目８番１０号 (歯       1) 平29. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930773,544,8 谷口歯科医院 〒802-0034 093-521-1818谷口　良二 谷口　良二 平 9. 9. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区須賀町６常　勤:    2 新規 現存
     番１２号 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931773,545,5 さこ歯科医院 〒800-0223 093-474-2300迫　正信 迫　正信 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区上曽根５常　勤:    2 新規 現存
     丁目１０番２５号 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2932773,546,3 歯科Ｕクリニック 〒800-0257 093-922-0050梅本　理啓 梅本　理啓 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     北九州市小倉南区湯川５－７－７常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933773,548,9 松田歯科医院 〒802-0044 093-932-3232松田　啓介 松田　啓介 平10. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区熊本３丁常　勤:    1 新規 現存
     目１番５号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934773,550,5 二階堂じゅんここども〒802-0038 093-531-7877二階堂　純子 二階堂　純子 平10. 3. 1小歯 歯   矯歯診療所
     歯科医院 福岡県北九州市小倉北区神幸町２常　勤:    2 新規 現存
     －５ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935773,552,1 山之内歯科医院 〒802-0038 093-541-8181山之内　達哉 山之内　達哉 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区神幸町４常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －６ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936773,553,9 坂口歯科・矯正歯科 〒802-0038 093-531-2660坂口　佳代子 坂口　佳代子 平10. 5. 4歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区神幸町１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ０番３号 (歯       1) 平28. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937773,554,7 たかはし歯科医院 〒802-0979 093-962-5439高橋　秀伸 高橋　秀伸 平10. 6. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力新町常　勤:    1 新規 現存
     一丁目８番２７号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2938773,556,2 ますい歯科クリニック〒802-0842 093-965-3333増井　聡 増井　聡 平24. 7. 9歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区日の出町常　勤:    1 移動 現存
     １－６－３８セカンドレオ守恒１(歯       1) 平24. 7. 9
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939773,557,0 かつの歯科医院 〒803-0815 093-562-5470勝野　和之 勝野　和之 平19. 5. 3歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区原町２－常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ５－２ (歯       1) 平25. 5. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940773,558,8 ひだ歯科口腔外科クリ〒800-0232 093-475-9700樋田　謙二郎 樋田　謙二郎 平11. 4. 1歯   歯外 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区朽網東２常　勤:    2 新規 現存
     －１１－４ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2941773,559,6 わだ歯科医院 〒803-0841 093-561-9883和田　俊作 和田　俊作 平11. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区清水３－常　勤:    1 新規 現存
     ９－８　３Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942773,562,0 ありずみ歯科医院 〒803-0815 093-562-2200有住　隆史 有住　隆史 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区原町１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１９番７号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943773,564,6 いしばし歯科医院 〒802-0832 093-965-1770石橋　敦至 石橋　敦至 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区下石田一常　勤:    1 新規 現存
     丁目１７－１５－１０１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944773,565,3 おおつぼ歯科医院 〒802-0003 093-522-6480大坪　秀範 大坪　秀範 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区米町１－常　勤:    1 新規 現存
     ５－１５勝山大坂町ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945773,566,1 しらかわ歯科医院 〒802-0974 093-963-1981白川　裕子 白川　裕子 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力三丁常　勤:    1 新規 現存
     目１４－２９ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946773,568,7 フミエこども歯科クリ〒800-0226 093-474-3939山下　文枝 山下　文枝 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1 新規 現存
     二丁目７－１０ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947773,570,3 宮﨑歯科診療所 〒802-0002 093-521-5679宮﨑　圭一 宮﨑　圭一 平11.10. 7歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１－常　勤:    1 交代 現存
     ２－３ (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2948773,571,1 しげずみ歯科医院 〒802-0824 093-965-6480重住　大乗 重住　大乗 平11.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉南区大字横代常　勤:    7 新規 矯歯 現存
     ４９７－２６ (歯       7) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949773,572,9 高橋歯科医院 〒802-0007 093-521-3923高橋　敏廣 高橋　敏廣 平11.11.27歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区船場町５常　勤:    2 交代 現存
     －２０ (歯       2) 平29.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950773,573,7 上村歯科医院 〒803-0816 093-561-3764上村　哲史 上村　哲史 平11.12.26歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区金田２－常　勤:    1 交代 現存
     ５－１ (歯       1) 平29.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951773,574,5 つの歯科医院 〒803-0816 093-571-0823津野　敬一朗 津野　敬一朗 平12. 2.17歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市小倉北区金田１丁常　勤:    1 交代 現存
     目３番３１－１０８ (歯       1) 平30. 2.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952773,575,2 イチロー・歯科 〒802-0974 093-964-4816川端　一郎 川端　一郎 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力６丁常　勤:    1 新規 現存
     目１５－５ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953773,578,6 光デンタルクリニック〒800-0227 093-475-4777陳　栄光 陳　栄光 平12.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区津田新町常　勤:    1 新規 現存
     １－１７－１１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954773,579,4 もろふじ歯科医院 〒803-0851 093-592-9399諸藤　行信 諸藤　行信 平13. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区木町４丁常　勤:    1 新規 現存
     目３番３０号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955773,580,2 こがね歯科医院 〒802-0074 093-932-0911倉員　文孝 倉員　文孝 平13. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区白銀２丁常　勤:    1 交代 現存
     目４－３ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956773,582,8 新庄歯科クリニック 〒803-0835 093-563-2225新庄　栄二 新庄　栄二 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区井堀三丁常　勤:    1 移動 現存
     目１－３２ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957773,585,1 日本橋デンタル 〒803-0841 093-592-0010広本　美保子 広本　美保子 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区清水２丁常　勤:    2 新規 現存
     目１１－１１ (歯       2) 平25.11. 1
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 2958773,587,7 しらいし歯科口腔外科〒802-0043 093-922-8650白石　輝久 白石　輝久 平14. 3. 1歯   歯外 診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区足原２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１０－８ブウル・ヴァール足原(歯       1) 平26. 3. 1
     １０１　１０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959773,595,0 くらとみ歯科クリニッ〒800-0207 093-475-4658倉冨　覚 倉冨　覚 平15. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区沼緑町１常　勤:    4 新規 歯外 現存
     －２０－１４ (歯       4) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960773,602,4 はなだ歯科医院 〒803-0852 093-571-8100花田　啓輔 花田　啓輔 平16. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区新高田２常　勤:    1 新規 現存
     －８－２ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961773,603,2 みわ歯科・小児歯科ク〒802-0823 093-963-6480竹内　美和 竹内　美和 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘２常　勤:    1 新規 現存
     丁目１番３号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962773,604,0 あかり歯科クリニック〒803-0831 093-233-8011毛利　保幸 毛利　保幸 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明４丁常　勤:    1 新規 現存
     目６－２７ (歯       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963773,605,7 上田歯科 〒802-0023 093-521-0209上田　雄造 上田　雄造 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区下富野５常　勤:    1 交代 現存
     丁目２７－２０ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964773,606,5 オズミ白浜歯科医院 〒802-0018 093-531-0551白濱　立二 白濱　立二 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区中津口１常　勤:    2 交代 現存
     丁目１０－３２ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965773,607,3 れもん歯科医院 〒802-0976 093-233-8341永田　拓生 永田　拓生 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区南方３－常　勤:    1 新規 現存
     ４－９ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966773,609,9 くめ歯科クリニック 〒800-0226 093-475-8216久米　彰一 久米　彰一 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1 新規 現存
     ３丁目１０－１０ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967773,610,7 つは歯科医院 〒803-0846 093-591-3241津覇　雄三 津覇　雄三 平16. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津４常　勤:    2 新規 歯外 現存
     丁目８－３御幸マンション２Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968773,611,5 にのみやデンタルクリ〒802-0007 093-541-1855二宮　健一郎 二宮　健一郎 平17. 4. 1歯   歯外 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区船場町４常　勤:    1 新規 現存
     －２７船場クリスタ３Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
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 2969773,612,3 ながお歯科医院 〒800-0204 093-473-0229長尾　喜久男 長尾　喜久男 平17. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区中吉田一常　勤:    1 組織変更 現存
     丁目２０番８号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970773,613,1 柴田しんご歯科医院 〒803-0845 093-234-1418柴田　新吾 柴田　新吾 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区上到津２常　勤:    1 新規 現存
     丁目８－８ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971773,614,9 Ｋ・Ｉデンタルクリニ〒803-0826 093-563-3222小﨑　大輔 小﨑　大輔 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区高峰町１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ０－５ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972773,616,4 ふるた歯科クリニック〒803-0278 093-451-1184古田　康衛 古田　康衛 平17. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳吉西１常　勤:    1 新規 現存
     丁目１－２０ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973773,617,2 岩井歯科クリニック 〒803-0844 093-651-8214岩井　竜一 岩井　竜一 平17.10. 1歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１１－９ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974773,620,6 歯科司城医院 〒802-0085 093-921-5274司城　秀光 司城　秀光 平17.12.17歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区吉野町１常　勤:    1 交代 現存
     ０－２２ (歯       1) 平29.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975773,622,2 あべやま歯科クリニッ〒800-0257 093-931-4188細川　ふき子 細川　ふき子 平18. 4. 1歯   歯外 診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区湯川１－常　勤:    2 新規 現存
     ９－７ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976773,623,0 重住歯科口腔外科クリ〒800-0253 093-471-6800重住　十成 重住　十成 平18. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    1 新規 現存
     三丁目１１－３０ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977773,624,8 ばんどう歯科・矯正歯〒803-0835 093-582-5700坂東　澄保 坂東　澄保 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区井堀３－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １０－２５ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978773,627,1 山田歯科クリニック 〒802-0077 093-513-1125山田　晃 山田　晃 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借１丁常　勤:    1 新規 現存
     目５番１３号 (歯       1) 平25. 2. 1
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 2979773,629,7 こたに歯科クリニック〒802-0074 093-923-1182小谷　武司 小谷　武司 平19. 4. 1歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市小倉北区白銀１丁 新規 現存
     目１０－１４ 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980773,630,5 たなべ歯科医院 〒803-0826 093-592-5558田邊　昭博 田邊　昭博 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区高峰町１常　勤:    1 新規 現存
     ８－１２ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2981773,631,3 しらゆりデンタルクリ〒800-0213 093-383-6480蒲生　佳華 蒲生　佳華 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区中曽根東常　勤:    1 新規 現存
     ２丁目１３－１８ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982773,633,9 岩井歯科医院 〒802-0816 093-961-9422岩井　貞雄 岩井　貞雄 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園４丁常　勤:    1 新規 現存
     目５－２１ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983773,634,7 小文字歯科クリニック〒802-0026 093-513-3939田中　康二 田中　康二 平20. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区大畠３－常　勤:    1 新規 現存
     ３－４８ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984773,636,2 小倉駅デンタルクリニ〒802-0001 093-522-4618上木　一石 上木　一石 平20. 5. 1歯   矯歯 診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区浅野１－常　勤:    1 新規 現存
     １－１ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985773,637,0 鳥尾歯科医院 〒802-0045 093-511-0005鳥尾　和重 鳥尾　和重 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区神岳２丁常　勤:    2 交代 現存
     目８－１１ (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986773,639,6 カサイ歯科クリニック〒802-0978 093-962-8885笠井　正章 笠井　正章 平20.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区蒲生２丁常　勤:    1 新規 歯外 現存
     目４番２号 (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987773,642,0 はな歯科クリニック 〒800-0218 093-473-8448小野　渉 小野　渉 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区沼新町１常　勤:    2 新規 現存
     丁目２－２２ (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988773,645,3 中村歯科医院 〒802-0064 093-932-2220中村　貢治 中村　貢治 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野３丁常　勤:    1 新規 現存
     目１－２０中村ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
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 2989773,650,3 室町おとな＆こども歯〒803-0812 093-562-8118安野　賢史 安野　賢史 平21.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 福岡県北九州市小倉北区室町２丁常　勤:    1 新規 歯外 現存
     目３番８号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990773,655,2 小野友子歯科 〒802-0982 093-953-6699小野　友子 小野　友子 平22. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区山手２－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １－１０ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991773,656,0 こども歯科おとな歯科〒803-0841 093-582-0288河合　志保 河合　志保 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　しほデンタルクリニ福岡県北九州市小倉北区清水２丁常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ック 目１１－４ (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992773,657,8 中村歯科クリニック 〒800-0222 093-475-0648中村　陽 中村　陽 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区中曽根３常　勤:    2 新規 現存
     丁目１０－２０ブロンズハイツ稲(歯       2) 平28. 4. 1
     田１Ｆ 非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993773,658,6 けいデンタルクリニッ〒800-0233 093-474-1184 永　圭 永　圭 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区朽網西５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     丁目４－６ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994773,659,4 さいとう歯科医院 〒802-0085 093-951-7377齋藤　慶一郎 齋藤　慶一郎 平22. 2.26歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区吉野町１常　勤:    1 交代 現存
     ３－１チュリス小倉２Ｆ (歯       1) 平28. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995773,664,4 ベリーズクリニック 〒800-0257 093-922-8841医療法人　井上秀人歯井上　友太 平22. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区湯川１丁常　勤:    1科　理事長　井上　秀 新規 矯歯 現存
     目２番３号 (歯       1)人 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996773,666,9 松本歯科医院 〒802-0022 093-521-7309松本　直樹 松本　直樹 平23. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区上富野３常　勤:    2 交代 現存
     丁目４番４０号 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2997773,670,1 今村歯科医院 〒802-0002 093-521-5666今村　義治 今村　義治 平23. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１－常　勤:    2 交代 現存
     ６－２９ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998773,673,5 ナカノ歯科医院 〒802-0006 093-551-7192中野　宏俊 中野　宏俊 平23. 7. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町３－常　勤:    3 交代 現存
     ２－２０畑中ビル３Ｆ (歯       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999773,674,3 堺歯科医院 〒803-0843 093-652-1000堺　武晴 堺　武晴 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉北区金鶏町１常　勤:    2 交代 現存
     ０－２６ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000773,675,0 宇佐歯科医院 〒802-0016 093-647-8881河内　太吉 河内　太吉 平23.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区宇佐町１ 新規 歯外 現存
     －８－１７－１Ｆ 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001773,676,8 うりゅう歯科クリニッ〒803-0273 093-453-1313医療法人　将和会　理渡邉　雄三 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区長行東一常　勤:    4事長　瓜生　和彦 移動 歯外 現存
     丁目９番１１号 (歯       4) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002773,677,6 縄田歯科医院 〒803-0835 093-571-1920縄田　大輔 縄田　大輔 平23.12.24歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区井堀１丁常　勤:    1 交代 現存
     目１８－１０ (歯       1) 平29.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003773,678,4 ケイズ歯科・矯正歯科〒803-0845 093-653-1313医療法人　将和会　理瓜生　和彦 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区上到津三常　勤:    4事長　瓜生　和彦 新規 歯外 現存
     丁目３番３号 (歯       4) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004773,681,8 歯科矯正　髙木クリニ〒802-0002 093-511-5268医療法人　歯科矯正　髙木　繁實 平24. 9. 1矯歯 診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区京町３丁常　勤:    1髙木クリニック　理事 組織変更 現存
     目１５－１５辰巳ビル６０１号 (歯       1)長　髙木　繁實 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005773,682,6 小野歯科医院 〒802-0072 093-951-7155小野　恭稔 小野　恭稔 平24.11. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区東篠崎１常　勤:    1 新規 現存
     丁目６－５クローバーマンション(歯       1) 平24.11. 1
     ２０７
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 3006773,684,2 せと歯科医院 〒802-0972 093-961-1234瀬戸　泰介 瀬戸　泰介 平24.11. 1歯   歯外 診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒１丁常　勤:    1 交代 現存
     目１２番８号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007773,685,9 丸谷歯科歯周クリニッ〒803-0836 093-592-1015医療法人　明皓會　理丸谷　純一郎 平27. 7.21歯   矯歯 歯外診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区中井五丁常　勤:    2事長　丸谷　純一郎 移動 現存
     目１１番３号 (歯       2) 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008773,686,7 おおさわ歯科クリニッ〒800-0222 093-967-0824大澤　良 大澤　良 平25. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区中曽根３常　勤:    1 新規 現存
     －１０－２６ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009773,688,3 おおき矯正歯科 〒803-0846 093-562-5500医療法人おおき矯正歯大木　淳 平25. 5.11矯歯 歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津五常　勤:    1科　理事長　大木　淳 組織変更 現存
     丁目８番２４号ホワイトキャッス(歯       1) 平25. 5.11
     ル下到津２１０号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3010773,689,1 下到津ファミリー歯科〒803-0846 093-561-1275中村　浩 中村　浩 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津１常　勤:    1 新規 現存
     －６－３８ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011773,693,3 寺田歯科クリニック 〒802-0976 093-965-7800寺田　由紀 寺田　由紀 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区南方５丁常　勤:    2 新規 歯外 現存
     目１３－４１ (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012773,694,1 シルバー歯科医院 〒802-0074 093-921-9770宮本　謙治 宮本　謙治 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区白銀２丁常　勤:    1 新規 現存
     目７番９号（ＫＮ２１白銀・１Ｆ(歯       1) 平26. 1. 1
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013773,695,8 やまじ歯科医院 〒803-0864 093-581-1029山地　将太 山地　将太 平26. 1. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区熊谷４－常　勤:    1 交代 現存
     ４－１３ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014773,696,6 はらまち歯科クリニッ〒803-0815 093-583-3770野村　陽介 野村　陽介 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区原町２－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６－１４　２Ｆ (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3015773,697,4 医療法人　社団　秀和〒802-0001 093-512-9200医療法人社団秀和会　庄島　慶一 平26. 3. 1歯   診療所
     会　小倉北歯科医院 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁常　勤:    2理事長　氷室　秀高 新規 現存
     目７－２２ (歯       2) 平26. 3. 1
     非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016773,698,2 ウエダ歯科 〒800-0242 093-472-2212上田　哲司 上田　哲司 平26. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区津田１－常　勤:    2 交代 現存
     ４－１ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017773,699,0 きただ歯科永冨医院 〒802-0972 093-962-4567永冨　義幸 永冨　義幸 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒一丁常　勤:    1 交代 現存
     目１１番１２号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018773,701,4 あんどう歯科 〒803-0805 093-571-1662安藤　善亮 安藤　善亮 平26. 7. 9歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区井堀３丁常　勤:    1 交代 現存
     目１７－１０ (歯       1) 平26. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019773,704,8 ひびき歯科オーラルケ〒803-0818 岡部　幸子 岡部　幸子 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ア 福岡県北九州市小倉北区竪町２－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３－１５サンリブ西小倉２０５号(歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3020773,707,1 ますだ歯科クリニック〒802-0053 093-953-8640増田　俊明 増田　俊明 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区高坊２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１０－９リッツ霧ヶ丘１Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021773,708,9 あき歯科医院 〒802-0062 093-932-7788坂井　明順 坂井　明順 平27. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    1 新規 現存
     ２丁目１３－１６朝日イーストビ(歯       1) 平27. 4. 1
     ル２０１ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022773,709,7 あきよし歯科医院 〒800-0236 093-472-4221穐吉　正浩 穐吉　正浩 平27. 4. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下貫２丁常　勤:    2 交代 現存
     目１４－１２ (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023773,711,3 医療法人社団つばき会〒802-0084 093-932-1718医療法人社団つばき会尾川　幸雄 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     　小倉デンタルクリニ福岡県北九州市小倉北区香春口２常　勤:    4　理事長　木村　均 交代 現存
     ック 丁目１０－８　足立興産ビル１階(歯       4) 平27. 7. 1
     １０２号室 非常勤:    2
     (歯       2)
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 3024773,712,1 立花歯科クリニック 〒800-0229 093-474-4181立花　哲也 立花　哲也 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉南区曽根北町常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ４－１９ (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025773,713,9 銅城歯科医院 〒803-0851 093-561-2167銅城　千壽 銅城　千壽 平27.12.12歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区木町三丁常　勤:    1 交代 現存
     目８番１２号 (歯       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026773,714,7 まりん歯科小児歯科医〒800-0207 093-473-8976医療法人ひまわり会　中村　礼太郎 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区沼緑町４常　勤:    1理事長　中村　礼太郎 組織変更 歯外 現存
     丁目３番３２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027773,715,4 はらだ歯科こども歯科〒802-0052 093-923-6480原田　憲司 原田　憲司 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘１常　勤:    1 新規 現存
     －１１－１８－１０１ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028773,716,2 ケイズ歯科クリニック〒802-0073 医療法人　将和会　理駒形　裕也 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     貴船 福岡県北九州市小倉北区貴船町１常　勤:    1事長　瓜生　和彦 新規 歯外 現存
     番１４号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029773,717,0 かなまる歯科クリニッ〒800-0229 093-953-6066金丸　智士 金丸　智士 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区曽根北町常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ６－１６ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3030773,719,6 谷口康子歯科医院 〒802-0023 093-551-0108谷口　礼 谷口　礼 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区下富野３常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     －１－３０ (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031773,720,4 おおくら歯科クリニッ〒802-0062 093-952-0030大藏　好治 大藏　好治 平28. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    1 新規 現存
     ３丁目１－１メディプラ城野１０(歯       1) 平28. 7. 1
     ６号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032773,723,8 あゆみ歯科 〒800-0255 093-932-3211一柳　あゆみ 一柳　あゆみ 平28.11. 1歯   歯外 診療所
     北九州市小倉南区上葛原１－１３常　勤:    1 新規 現存
     －３０ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3033773,724,6 いずみ歯科クリニック〒802-0064 093-967-1377福泉　真帆 福泉　真帆 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     北九州市小倉北区片野２丁目１５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番１２号３Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034773,725,3 ひびき歯科 〒803-0817 093-591-5711医療法人響永会　理事岡部　靖 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     北九州市小倉北区田町６番２４号常　勤:    2長　岡部　靖 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035773,726,1 山崎歯科医院 〒802-0816 093-951-0208山崎　栄二 山崎　栄二 平28.11.26歯   診療所
     北九州市小倉南区若園２丁目１３常　勤:    1 交代 現存
     番３３号 (歯       1) 平28.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036773,727,9 あすか歯科クリニック〒803-0831 093-231-6480医療法人幸縁会　理事濵口　真臣 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     北九州市小倉北区日明四丁目６番常　勤:    4長　濵口　真臣 組織変更 歯外 現存
     ２７号 (歯       4) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037773,728,7 あい歯科 〒802-0832 093-953-9346医療法人博桜会　理事加川　滋之 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     北九州市小倉南区下石田１－１－常　勤:    2長　小野　博治 組織変更 歯外 現存
     １１ (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038773,729,5 小倉オリーブ歯科・矯〒800-0221 093-475-8080西尾　和彦 西尾　和彦 平29. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     正歯科 北九州市小倉南区下曽根新町１０常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －１サニーサイドモール小倉１Ｆ(歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039773,730,3 小倉ステーション歯科〒802-0001 093-512-1073 富　尚文 富　尚文 平29. 3. 1歯   診療所
     北九州市小倉北区浅野１－１－１常　勤:    3 交代 現存
     アミュプラザ７０５ (歯       3) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040773,731,1 だいもん矯正歯科 〒803-0812 093-776-5263大門　茂 大門　茂 平29. 5. 1矯歯 診療所
     北九州市小倉北区室町２丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ＦｅＬｔ５１５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041773,732,9 なかはら歯科クリニッ〒800-0253 093-473-6256中原　正嗣 中原　正嗣 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 北九州市小倉南区葛原本町６－７常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     －４０ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3042773,733,7 きしもと歯科クリニッ〒802-0077 093-512-6860医療法人きしもと歯科岸本　正由貴 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 北九州市小倉北区馬借二丁目６番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     １１号 (歯       1)岸本　正由貴 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043773,734,5 ハロー歯科クリニック〒803-0183 093-451-3286医療法人美国会　理事國治　秀一郎 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     北九州市小倉南区大字市丸５１６常　勤:    3長　國治　秀一郎 組織変更 現存
     番地１１ (歯       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044773,735,2 医療法人しなり　足立〒802-0041 093-952-8241医療法人しなり　理事中野　由布児 平29. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     (791,204,1) の森医科歯科クリニッ北九州市小倉北区妙見町１－２０常　勤:    2長　中野　由布児 組織変更 小歯 内   皮  現存
     ク (医       1) 平29. 5. 1
     (歯       1)
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045773,736,0 はしもと小児・矯正歯〒802-0056 093-951-3100医療法人はしもと小児橋本　敏昭 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区黒住町２常　勤:    2・矯正歯科医院　理事 組織変更 現存
     ４番４１号 (歯       2)長　橋本　敏昭 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046773,737,8 横代フラワー歯科医院〒802-0821 093-967-3540庄野　英幸 庄野　英幸 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     北九州市小倉南区横代北町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３番３５号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047773,738,6 オーティーデンタルク〒802-0007 093-522-8841大山　敬 大山　敬 平29. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     リニック　ホワイトエ北九州市小倉北区船場町１－１小常　勤:    1 新規 現存
     ッセンス小倉 倉井筒屋２Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048773,739,4 せんじゅ歯科・こども〒802-0971 093-482-4177千手　成寿 千手　成寿 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 北九州市小倉南区守恒本町３丁目常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １－２４ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049773,740,2 ベリーズクリニックい〒803-0846 093-582-1658医療法人井上秀人歯科林　めぐみ 平29.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     とうづ 北九州市小倉北区下到津４丁目６常　勤:    1　理事長　井上　秀人 新規 矯歯 現存
     番５号 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050773,741,0 宮﨑歯科医院 〒803-0817 093-591-8727医療法人志裕会　理事宮﨑　禎之 平30. 1. 1歯   診療所
     北九州市小倉北区田町６番２７号常　勤:    3長　宮﨑　禎之 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3051773,742,8 共立デンタルクリニッ〒803-0183 093-482-1652林　聡 林　聡 平30. 2. 1歯   診療所
     ク 北九州市小倉南区大字市丸４７４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052773,743,6 和デンタルクリニック〒803-0862 093-562-0510医療法人一会　理事長北村　和久 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     北九州市小倉北区今町一丁目１２常　勤:    1　木本　和久 新規 現存
     １５番地７ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053773,805,3 医療法人　藤崎歯科医〒802-0001 093-521-5584医療法人　藤崎歯科医藤崎　隆生 昭63. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁常　勤:    2院　理事長　藤崎　隆 現存
     目１４－１ (歯       2)生 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054773,806,1 財団法人　健和会　大〒803-0814 093-592-5511公益財団法人　健和会園田　聡 平元. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     手町病院付属歯科診療福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:    1　理事長　三宅　昌 現存
     所 ５－２ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055773,807,9 渡辺歯科医院 〒802-0071 093-951-7750医療法人　平成会　理渡 　義嗣 平元. 3. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金２丁常　勤:    1事長　渡 　義嗣 現存
     目９－２０－２０１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056773,809,5 医療法人　坪根歯科医〒802-0063 093-921-4968医療法人　坪根歯科医坪根　悟郎 平元. 6. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区若富士町常　勤:    2院　理事長　坪根　悟 現存
     ７－２６－２０１ (歯       2)郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057773,810,3 医療法人　木下歯科医〒802-0974 093-962-2910医療法人木下歯科医院木下　忠雄 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区徳力１丁常　勤:    3　理事長　木下　忠雄 歯外 現存
     目１４－５ (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3058773,812,9 医療法人　母里歯科医〒802-0801 093-931-1028医療法人　母里歯科医母里　公平 平22. 5. 6歯   小歯 診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区富士見２常　勤:    1院　理事長　母里　公 移動 現存
     丁目２番２号 (歯       1)平 平28. 5. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059773,814,5 医療法人　高森歯科診〒803-0846 医療法人　高森歯科診高森　晴己 平元.12. 1歯   診療所
     療所 福岡県北九州市小倉北区下到津１常　勤:    1療所　理事長　高森　 現存
     丁目３－７ (歯       1)晴己 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3060773,816,0 医療法人　中道歯科医〒802-0974 093-961-6620医療法人　中道歯科医小松　浩二 平 2. 9. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区徳力３丁常　勤:    2院　理事長　小松　浩 現存
     目１０－１７ (歯       2)二 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061773,817,8 医療法人　あそ歯科医〒802-0081 093-511-0275医療法人　あそ歯科医安蘓　健二 平 3.12. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１常　勤:    2院　理事長　安蘓　健 現存
     －１５ (歯       2)二 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062773,820,2 医療法人　中村歯科診〒802-0022 093-531-1010医療法人　中村歯科診中村　直史 平 4.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     療所 福岡県北九州市小倉北区上富野２常　勤:    2療所　理事長　中村　 歯外 現存
     丁目６－６ (歯       2)篤弘 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063773,821,0 医療法人　一木歯科医〒800-0251 093-473-2001医療法人　一木歯科医一木　康宏 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区葛原１－常　勤:    1院　理事長　一木　康 組織変更 現存
     １３－１６ (歯       1)宏 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064773,823,6 医療法人　下川歯科医〒802-0006 093-531-6390医療法人　下川歯科医下川　公一 平 7. 5. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区魚町１－常　勤:    2院　理事長　下川　公 組織変更 現存
     １－１ (歯       2)一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3065773,824,4 医療法人社団　啓美会〒800-0222 093-471-6313医療法人社団　啓美会松中　祐二 平 7. 5. 1歯   診療所
     　松中歯科医院 福岡県北九州市小倉南区中曽根５常　勤:    1　松中歯科医院　理事 組織変更 現存
     －１－１ (歯       1)長　松中　祐二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066773,825,1 医療法人　村上歯科医〒802-0003 093-551-2011医療法人　村上歯科医村上　和彦 平 7. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区米町２－常　勤:    6院　理事長　村上　和 組織変更 歯外 現存
     ２－１ (歯       6)彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067773,830,1 医療法人　ふじい歯科〒800-0233 093-471-0613医療法人　ふじい歯科藤井　義輝 平 8. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 福岡県北九州市小倉南区朽網西３常　勤:    1医院　理事長　藤井　 組織変更 歯外 現存
     丁目２番１号 (歯       1)義輝 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068773,833,5 関歯科医院 〒800-0203 093-472-2517関　雅司 関　雅司 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     福岡県北九州市小倉南区下吉田一常　勤:    1 新規 現存
     丁目一の二 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069773,837,6 医療法人　恵祐会　し〒800-0226 093-475-3830医療法人　恵祐会　理田中　正一 平10.11. 9歯   小歯 矯歯診療所
     んまち歯科クリニック福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    2事長　中島　祐子 組織変更 歯外 現存
     二丁目４番１６号 (歯       2) 平28.11. 9
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3070773,841,8 井上秀人歯科インプラ〒803-0835 093-592-4417医療法人　井上秀人歯井上　秀人 平12. 4. 1一般 診療所
     ントクリニック 福岡県北九州市小倉北区井堀２丁常　勤:    4科　理事長　井上　秀 組織変更     一般     1現存
     目８番１２号 (歯       4)人 平30. 4. 1歯   歯外 矯歯
     非常勤:    6 小歯 
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071773,842,6 医療法人　相間歯科医〒803-0273 093-452-4618医療法人　相間歯科医相間　祥之 平12.12. 1歯   診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区長行東１常　勤:    1院　理事長　相間　祥 組織変更 現存
     丁目２番１２号 (歯       1)之 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3072773,844,2 医療法人　カトー歯科〒802-0051 093-931-2922医療法人　カトー歯科加藤　守夫 平14. 4. 1歯   診療所
     医院 福岡県北九州市小倉北区黒原二丁常　勤:    1医院　理事長　加藤　 組織変更 現存
     目３２番１号－１０２号 (歯       1)守夫 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073773,848,3 はしもと歯科クリニッ〒802-0076 093-511-6480医療法人はしもと歯科橋本　雅弘 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区中島一丁常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     目１番１－１０１号 (歯       3)橋本　雅弘 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074773,852,5 みやぐち歯科医院 〒802-0972 093-963-8444医療法人社団英成会　堤　隆博 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒５丁常　勤:    1理事長　宮口　英也 新規 現存
     目８－３０ (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075773,854,1 医療法人真誠会　きた〒800-0255 093-921-1180医療法人真誠会　理事西川　寛之 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     だ歯科医院 福岡県北九州市小倉南区上葛原２常　勤:    2長　北田　栄治 新規 現存
     丁目１４－１ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076773,856,6 医療法人　柴田歯科医〒802-0007 093-511-2073医療法人　柴田歯科医柴田　昌則 平18. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区船場町３常　勤:    2院　理事長　柴田　昌 その他 歯外 現存
     番５号 (歯       2)則 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077773,858,2 シティデンタル小倉 〒802-0041 093-923-4618医療法人　樹啓会　理矢野　匡 平18. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区妙見町３常　勤:    2事長　矢野　匡 新規 歯外 現存
     １０番４ (歯       2) 平18. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078773,859,0 うりゅう矯正歯科クリ〒802-0002 093-512-8500医療法人社団　瓜生歯瓜生　典史 平18. 8.30矯歯 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区京町３丁常　勤:    1科医院　理事長　瓜生 交代 現存
     目１１番７号大八ビル２Ｆ (歯       1)　隆 平24. 8.30
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 3079773,860,8 医療法人　うえだ歯科〒802-0084 093-922-6480医療法人　うえだ歯科上田　秀朗 平19. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     医院 福岡県北九州市小倉北区香春口１常　勤:    3医院　理事長　上田　 新規 現存
     丁目１３番１号メディックス三萩(歯       3)秀朗 平25. 1. 1
     野２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080773,861,6 医療法人双葉会　小児〒802-0974 093-962-8787医療法人　双葉会　理髙村　伊都子 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     歯科・さくらクリニッ福岡県北九州市小倉南区徳力１－常　勤:    1事長　髙村　伊都子 交代 現存
     ク １２－１４メゾンＯＭ　１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081773,862,4 ヒロデンタルオフィス〒803-0812 093-573-1775医療法人　真美会　理古賀　浩子 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区室町１－常　勤:    1事長　古賀　浩子 組織変更 歯外 現存
     １－１－５２０３ (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082773,864,0 医療法人協和会　蒲生〒802-0978 093-963-8839医療法人協和会　理事副嶋　浩樹 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     デイクリニック 福岡県北九州市小倉南区蒲生一丁常　勤:    3長　副嶋　浩樹 組織変更 歯外 現存
     目１－３５ (歯       3) 平27.12. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083773,865,7 医療法人　古川歯科ク〒800-0208 093-475-2388医療法人古川歯科クリ古川　耕治 平22. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区沼本町二常　勤:    2ニック　理事長　古川 組織変更 歯外 現存
     丁目１番２８号 (歯       2)　耕治 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084773,867,3 医療法人徳和会　上田〒802-0841 093-921-1806医療法人徳和会　理事上田　和茂 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 福岡県北九州市小倉南区北方一丁常　勤:    4長　上田　和茂 組織変更 現存
     目１２番４０号 (歯       4) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085773,868,1 医療法人　黒田歯科ク〒802-0026 093-531-6646医療法人黒田歯科クリ黒田　寛太 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉北区大畠三丁常　勤:    2ニック　理事長　黒田 組織変更 歯外 現存
     目５番２９号 (歯       2)　寛太 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086773,869,9 医療法人正和会　ホワ〒802-0061 093-932-6226医療法人正和会　理事下橋　祐三 平22. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     イト歯科 福岡県北九州市小倉北区三郎丸三常　勤:    1長　渡邉　正俊 新規 矯歯 現存
     丁目１６－１１ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087773,870,7 もりた歯科医院 〒802-0071 093-932-2010森田　美弥子 森田　美弥子 平22.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金一丁常　勤:    1 新規 現存
     目１３－８サンショウビル２Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
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 3088773,871,5 もうり歯科クリニック〒803-0836 093-233-8011毛利　保幸 毛利　保幸 平22.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井１丁常　勤:    1 新規 現存
     目３１－６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089773,872,3 木本歯科クリニック 〒802-0081 093-533-5888医療法人一会　理事長木本　和久 平26. 1. 7歯   小歯 歯外診療所
     福岡県北九州市小倉北区紺屋町１常　勤:    4　木本　和久 移動 矯歯 現存
     ３番１号毎日西部会館２階 (歯       4) 平26. 1. 7
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090773,873,1 こが歯科医院 〒803-0831 093-581-9120医療法人　真美会　理古賀　睦弘 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明三丁常　勤:    2事長　古賀　浩子 交代 歯外 現存
     目３番６号 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091773,875,6 ベリーズクリニック小〒802-0002 093-533-8899医療法人　井上秀人歯田中　栄輔 平23. 3. 1歯   診療所
     倉 福岡県北九州市小倉北区京町３丁常　勤:    2科　理事長　井上　秀 新規 現存
     目１番１号 (歯       2)人 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092773,876,4 守永歯科医院 〒803-0841 093-561-0173守永　知弘 守永　知弘 平23. 8. 1歯   診療所
     福岡県北九州市小倉北区清水２丁常　勤:    2 交代 現存
     目２－２２ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093773,877,2 医療法人かわはら歯科〒802-0833 093-962-8881医療法人かわはら歯科河原　道晴 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     医院 福岡県北九州市小倉南区上石田一常　勤:    1医院　理事長　河原　 新規 現存
     丁目１１番１号 (歯       1)道晴 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


