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    101,3072,4 羽生　歯科医院 〒890-0054 099-255-6802羽生　博 羽生　博 昭42. 6.15歯   診療所
     鹿児島市荒田二丁目１２番８号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3091,4 荒井歯科医院 〒892-0843 099-226-6488荒井　研一 荒井　研一 昭45. 3.16歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市千日町９番２５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3098,9 野添　歯科医院 〒892-0844 099-222-3670野添　宣昭 野添　宣昭 昭45.10. 1歯   診療所
     鹿児島市山之口町９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3100,3 和田　歯科診療所 〒890-0082 099-252-2177和田　美房 和田　美房 昭45.10.15歯   診療所
     鹿児島市紫原五丁目２１番１６号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3101,1 鹿児島県歯科医師会会〒892-0841 099-223-0378公益社団法人　鹿児島伊地知　博史 昭46. 1. 1歯   診療所
     立口腔保健センター 鹿児島市照国町１３－１５ 常　勤:    2県歯科医師会　会長　 現存
     (歯       2)伊地知　博史 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3104,5 浜田　歯科 〒890-0065 099-252-1556浜田　義彦 浜田　義彦 昭46. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市郡元三丁目１番６号 常　勤:    3 休止
     (歯       3) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3106,0 鹿児島県歯科巡回診療〒892-0841 099-223-0378公益社団法人　鹿児島伊地知　博史 昭46.12. 1歯   診療所
     車 鹿児島市照国町１３の１５ 常　勤:    2県歯科医師会　会長　 現存
     (歯       2)伊地知　博史 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3130,0 池田　誠　歯科 〒890-0054 099-253-9955池田　誠 池田　誠 昭50. 1. 1歯   診療所
     鹿児島市荒田二丁目４８番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3148,2 有川　歯科医院 〒891-1202 099-220-5411有川　幸一 有川　幸一 昭50.10. 1歯   診療所
     鹿児島市西伊敷六丁目４０番１０常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,3154,0 橋口　歯科 〒892-0843 099-224-9103橋口　哲彦 橋口　哲彦 昭51. 1.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市千日町１－１　永田シロ常　勤:    1 現存
     アリビル５階 (歯       1) 平30. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,3175,5 大殿　歯科医院 〒890-0015 099-226-3450大殿　雅次 大殿　雅次 昭52. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市草牟田一丁目２番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［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     2 頁

   1201,3176,3 栫　歯科医院 〒892-0854 099-223-6368栫　祥幸 栫　祥幸 昭52. 6. 1歯   診療所
     鹿児島市長田町５番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3179,7 川坂　歯科医院 〒892-0818 099-226-8880川坂　恵美 川坂　恵美 昭52. 6.15歯   診療所
     鹿児島市上本町１１番１０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3188,8 早瀬　歯科 〒890-0031 099-281-2340早瀬　理夫 早瀬　理夫 昭53. 1. 4歯   診療所
     鹿児島市武岡二丁目２９－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3194,6 牧角　歯科 〒890-0064 099-256-8241牧角　龍一 牧角　龍一 昭53. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市鴨池新町２８番地１－１常　勤:    1 現存
     ０４ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3195,3 上村歯科医院 〒890-0024 099-281-0410上村　光 上村　光 昭53. 4. 1歯   診療所
     鹿児島市明和一丁目３０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3200,1 しのはら歯科医院 〒890-0054 099-251-2815篠原　壽宏 篠原　壽宏 昭53. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市荒田一丁目９番２０号 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3220,9 角野　歯科医院 〒890-0005 099-220-3026角野　哲三 角野　哲三 昭54. 6. 1歯   診療所
     鹿児島市下伊敷３丁目２２ー２５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,3222,5 鴨池歯科医院 〒890-0064 099-251-8140濱田　四郎 濱田　四郎 昭54. 7. 2歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市鴨池新町３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 2
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,3227,4 古江　歯科医院 〒890-0056 099-254-6567古江　輝三郎 古江　輝三郎 昭54. 8. 1歯   診療所
     鹿児島市下荒田三丁目３２番３号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2101,3231,6 川平　歯科医院 〒891-0150 099-261-8736川平　明男 川平　明男 昭54.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市坂之上六丁目１１番３３常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,3235,7 永田　歯科医院 〒892-0817 099-225-0108永田　和武 永田　和武 昭55. 1. 1歯   矯歯 診療所
     鹿児島市小川町６番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3244,9 浜島　歯科医院 〒890-0053 099-252-5200浜島　達郎 浜島　達郎 昭55. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中央町３６番１７号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3248,0 西　歯科医院 〒890-0056 099-257-8148西　孝一 西　孝一 昭55. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市下荒田２丁目１番２４号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3249,8 礒橋　歯科 〒890-0082 099-257-6265礒橋　博文 礒橋　博文 昭55. 7.15歯   診療所
     鹿児島市紫原１丁目１０番１２号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3250,6 森原　歯科医院 〒892-0838 099-225-3622森原　久樹 森原　久樹 昭55. 9. 1歯   診療所
     鹿児島市新屋敷町１５番１９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3251,4 慶愛　歯科医院 〒890-0056 099-255-2200長濵　慶子 長濵　慶子 昭55.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市下荒田一丁目９番６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3252,2 増田歯科医院 〒892-0838 099-223-4636増田　哲子 増田　哲子 昭55.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市新屋敷町２９－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,3253,0 山下　歯科 〒890-0053 099-253-6943山下　皓三 山下　皓三 昭55.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中央町５－４１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,3254,8 柿内　歯科医院 〒890-0023 099-256-8781柿内　貞典 柿内　貞典 昭55.11.15歯   診療所
     鹿児島市永吉二丁目１０番５号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101,3256,3 岡村　歯科医院 〒891-0150 099-261-6980岡村　徳行 岡村　徳行 昭55.12.15歯   診療所
     鹿児島市坂之上三丁目２番４８号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,3267,0 山﨑　歯科医院 〒890-0046 099-256-3161山﨑　学 山﨑　学 昭56.11. 2歯   診療所
     鹿児島市西田２丁目３の２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3273,8 基井　歯科医院 〒892-0811 099-220-2966基　政敏 基　政敏 昭57. 6. 1歯   診療所
     鹿児島市玉里団地三丁目１０－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3277,9 浜田しのぶ　歯科医院〒891-0141 099-267-8888濱田　忍 濱田　忍 昭57.10. 1歯   診療所
     鹿児島市谷山中央一丁目４１３４常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3278,7 柴山　歯科 〒892-0816 099-226-6482医療法人　恵康会　理不在の為　休診 昭57.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市山下町９－３４ 事長　柴山　美由紀 休止
     平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3281,1 神園　歯科医院 〒891-0175 099-265-0211神園　政和 神園　政和 昭58. 4. 1歯   診療所
     鹿児島市桜ケ丘六丁目３１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3283,7 濱崎歯科医院 〒892-0831 099-222-4516濱崎　栄作 濱崎　栄作 昭58. 4.16歯   診療所
     鹿児島市船津町２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3285,2 西陵　歯科医院 〒890-0032 099-282-2332上敷領　清晴 上敷領　清晴 昭58. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西陵五丁目６番１１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,3288,6 徳地　歯科医院 〒891-0175 099-265-2881徳地　正臣 徳地　正臣 昭58. 7. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市桜ケ丘５丁目３０－１３常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,3291,0 松村歯科医院 〒890-0051 099-253-3761松村　幸治 松村　幸治 昭58. 8. 1歯   診療所
     鹿児島市高麗町４１－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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   4101,3297,7 いぶすき　歯科医院 〒890-0002 099-228-5788指宿　良朗 指宿　良朗 昭58.10.15歯   診療所
     鹿児島市西伊敷四丁目４５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,3309,0 池田　歯科医院 〒890-0066 099-256-4423池田　州弘 池田　州弘 昭59. 3.31歯   診療所
     鹿児島市真砂町３７番６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,3310,8 円林　歯科医院 〒890-0024 099-282-3131円林　健二郎 円林　健二郎 昭59. 4.16歯   小歯 診療所
     鹿児島市明和一丁目２６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3321,5 中村　歯科医院 〒892-0824 099-222-3539中村　孝 中村　孝 昭60. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市堀江町８番２３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3330,6 竹下　歯科医院 〒891-0102 099-265-5909竹下　義昭 竹下　義昭 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市星ヶ峯二丁目６４番５号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3339,7 ふかのき　歯科 〒890-0036 099-265-6811深野木　健 深野木　健 昭61. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市田上台３丁目３０番６号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3340,5 浜田　歯科医院 〒890-0065 099-254-4537浜田　紀文 浜田　紀文 昭61. 6. 2歯   診療所
     鹿児島市郡元二丁目２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3341,3 曽山歯科・けいこ矯正〒892-0842 099-222-8441曽山　幸一 曽山　幸一 昭61. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 鹿児島市東千石町１５－１３ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,3343,9 安田　歯科クリニック〒890-0073 099-256-7955安田　善次郎 安田　善次郎 昭61. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市宇宿一丁目３５－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,3348,8 内田　歯科医院 〒890-0082 099-251-2248内田　信友 内田　信友 昭61.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市紫原４丁目１９の７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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   5101,3350,4 えのき　歯科医院 〒890-0042 099-250-0118榎木　隆一 榎木　隆一 昭62. 2.16歯   小歯 診療所
     鹿児島市薬師１丁目２０－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,3354,6 柿本寺ビル　四元歯科〒892-0846 099-222-8541医療法人　寿洋会　理渡辺　航太 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市加治屋町１番１８号 常　勤:    1事長　渡辺　航太 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,3356,1 千堂　歯科医院 〒890-0056 099-250-1232千堂　洋一 千堂　洋一 昭62. 4.15歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市下荒田３丁目３９－１３常　勤:    1 現存
     　山内ビル (歯       1) 平29. 4.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3357,9 そのだ歯科クリニック〒890-0054 099-250-0008園田　茂樹 園田　茂樹 昭62. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市荒田２丁目６５－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3358,7 吉嶺　歯科 〒890-0065 099-250-1515吉嶺　真一郎 吉嶺　真一郎 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市郡元２丁目８－２２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3359,5 別府　歯科医院 〒891-0113 099-268-7181別府　伸一 別府　伸一 昭62. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市東谷山５丁目３０番５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3360,3 豊島歯科医院 〒891-0103 099-265-6183豊島　和也 豊島　和也 昭62. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市皇徳寺台三丁目３４番７常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3365,2 かまつき歯科 〒892-0819 099-223-1234釜付　健太郎 釜付　健太郎 昭62. 9.16歯   小歯 診療所
     鹿児島市柳町６番２６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,3366,0 小松　歯科医院 〒890-0054 099-254-4070小松　俊博 小松　俊博 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市荒田一丁目４５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,3370,2 浜崎　歯科クリニック〒890-0024 099-281-9558濵崎　真一 濵崎　真一 昭63. 1. 4歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市明和４丁目１２番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 4
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   6101,3372,8 河野　歯科医院 〒890-0063 099-255-0648河野　通久 河野　通久 昭63. 2. 1歯   診療所
     鹿児島市鴨池１丁目１３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,3376,9 隈元　歯科医院 〒891-0113 099-267-4188医療法人　恵心会　理隈元　秀一 昭63. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市東谷山３丁目２９－２０常　勤:    1事長　隈元　秀一 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,3389,2 玉利きよたか歯科 〒890-0034 099-253-8655玉利　清貴 玉利　清貴 昭63.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市田上５丁目３番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3394,2 西田　歯科医院 〒890-0032 099-281-6661西田　昌司 西田　昌司 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西陵４丁目２０－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3395,9 ふじた　歯科医院 〒891-0105 099-260-1182藤田　龍一郎 藤田　龍一郎 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中山二丁目１３番１２号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3397,5 医療法人　藤井　歯科〒891-0102 099-265-3121医療法人　藤井歯科医藤井　龍一 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 鹿児島市星ケ峯四丁目２番５号 常　勤:    1院　理事長　藤井　龍 歯外 現存
     (歯       1)一 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3399,1 稲田　歯科医院 〒891-0102 099-265-8511稲田　修一 稲田　修一 平元. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市星ケ峯四丁目３９－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3402,3 高田　歯科医院 〒890-0013 099-227-2224高田　俊彦 高田　俊彦 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市城山一丁目７番１４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,3403,1 新原　明　歯科医院 〒891-0141 099-269-2400新原　明 新原　明 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市谷山中央七丁目２６番１常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,3404,9 まえぞの　歯科医院 〒891-0141 099-260-3838前薗　勝志 前薗　勝志 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市谷山中央二丁目７０２番常　勤:    1 現存
     地２９ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7101,3407,2 竹之下　歯科医院 〒890-0046 099-254-1327竹之下　伸一 竹之下　伸一 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西田二丁目１８－１６ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3408,0 戸澤　歯科医院 〒890-0001 099-229-0114戸澤　隆志 戸澤　隆志 平元. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市千年一丁目２番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,3409,8 藤村　歯科クリニック〒891-0103 099-265-6480藤村　卓生 藤村　卓生 平元. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市皇徳寺台４丁目３１番６常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3410,6 木村　歯科医院 〒890-0056 099-252-1226医療法人　木村歯科　木村　英敏 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市下荒田２－２５－１ 常　勤:    1理事長　木村　英敏 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3412,2 柿内　歯科クリニック〒890-0031 099-282-6609医療法人　柿内歯科ク柿内　貞二 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市武岡３－１－２ 常　勤:    1リニック　理事長　柿 現存
     (歯       1)内　貞二 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3416,3 堀川　歯科医院 〒890-0061 099-252-8811堀川　清一 堀川　清一 平元.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市天保山町１３－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3422,1 中村歯科 〒891-0122 099-269-3688中村　祐二 中村　祐二 平 2. 3. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市南栄五丁目１０の１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3425,4 林　歯科医院 〒892-0846 099-224-3236医療法人　亮友会　理林　勝之助 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市加治屋町９番３０号 常　勤:    2事長　林　勝之助 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,3426,2 市来歯科 〒892-0844 099-226-6254医療法人　市来歯科　市来　誠 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市山之口町５番６号 常　勤:    2理事長　市来　誠 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,3427,0 吉元　歯科診療所 〒890-0014 099-222-4348医療法人　清真会　理吉元　辰二 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市草牟田二丁目１番６号 常　勤:    1事長　吉元　辰二 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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   8101,3429,6 田中　歯科医院 〒891-0150 099-262-3261田中　健一 田中　健一 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市坂之上７丁目１１番１０常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3430,4 川森歯科医院 〒892-0874 099-244-3533川森　越二 川森　越二 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市緑ヶ丘町５－３ 非常勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,3433,8 五反田　歯科 〒890-0063 099-251-4182五反田　憲明 五反田　憲明 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市鴨池一丁目１２－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,3435,3 米良　歯科医院 〒890-0043 099-255-2729米良　豊常 米良　豊常 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市鷹師二丁目８番１８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3436,1 伊敷はまだ歯科医院 〒890-0008 099-220-4025濵田　和弘 濵田　和弘 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市伊敷５丁目１１－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3438,7 なかぞの　歯科医院 〒892-0862 099-248-1866中園　善透 中園　善透 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市坂元町１４－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3442,9 松下　歯科医院 〒891-1204 099-228-0800松下　俊郎 松下　俊郎 平 2.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市花野光ケ丘二丁目５０番常　勤:    1 現存
     ２３号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3444,5 辻ケ丘デンタルクリニ〒892-0861 099-247-1616小川　弘之 小川　弘之 平 2.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 鹿児島市東坂元二丁目５３－２０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,3445,2 しんやしき　歯科医院〒892-0838 099-226-8917山川　泰紀 山川　泰紀 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市新屋敷町１２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,3446,0 川路　歯科医院 〒891-0141 099-269-2332川路　利昭 川路　利昭 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市谷山中央６丁目１７番１常　勤:    1 現存
     ６号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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   9101,3448,6 小松原すえなが　歯科〒891-0114 099-260-4182末永　俊郎 末永　俊郎 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市小松原二丁目２０－１６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3450,2 いぢち歯科クリニック〒892-0833 099-225-1165伊地知　博史 伊地知　博史 平 3. 5.15歯   小歯 診療所
     鹿児島市松原町６番２号　２０３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,3451,0 もりやま　歯科医院 〒891-0175 099-264-3223森山　英俊 森山　英俊 平 3. 5.15歯   小歯 診療所
     鹿児島市桜ケ丘２丁目２４－２２常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,3452,8 中馬　歯科 〒892-0802 099-247-9747中馬　浩一 中馬　浩一 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市清水町４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3453,6 かみうち　歯科医院 〒890-0007 099-220-1776上内　岳洋 上内　岳洋 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市伊敷台６丁目２１番１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3456,9 たかさお　歯科医院 〒892-0802 099-248-3600高竿　寛実 高竿　寛実 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市清水町１７－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3458,5 おにつか　歯科医院 〒891-0116 099-266-1818鬼塚　一徳 鬼塚　一徳 平 3.11. 5歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市上福元町３８７８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3459,3 グリーン歯科 〒890-0082 099-259-8868医療法人　豊歯会　理竹下　博之 平 3.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市紫原４丁目６番地２ 常　勤:    1事長　竹下　博之 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,3460,1 なかま　歯科医院 〒890-0031 099-282-6161中間　洋一 中間　洋一 平 3.12.16歯   小歯 診療所
     鹿児島市武岡５丁目１６－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,3462,7 山内　歯科クリニック〒890-0031 099-282-9021山内　浩人 山内　浩人 平 4. 2.20歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市武岡４丁目２２－１８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10101,3463,5 もりぬし小児歯科医院〒890-0045 099-285-2525森主　真弓 森主　真弓 平 4. 3.10歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市武２丁目６番１６号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 3.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3465,0 城西歯科クリニック 〒890-0025 099-256-8274濱田　悦郎 濱田　悦郎 平 4. 4. 6歯   小歯 診療所
     鹿児島市原良四丁目３番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,3466,8 共立歯科クリニック 〒891-0104 099-269-7800鎮守　紀生 鎮守　紀生 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市山田町３１０－２　ブッ常　勤:    1 歯外 現存
     クセンターめいわ２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3467,6 角之上　歯科医院 〒891-0113 099-266-0118角之上　真由美 角之上　真由美 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市東谷山四丁目２３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,3469,2 井手　歯科医院 〒891-0113 099-269-7530井手　仁 井手　仁 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市東谷山六丁目３８番７号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3472,6 永里歯科 〒891-0141 099-266-0041永里　均 永里　均 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市谷山中央１丁目４０８８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3473,4 ひらた　歯科医院 〒890-0082 099-255-3660平田　哲也 平田　哲也 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市紫原３丁目２８－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,3474,2 黒木　歯科医院 〒891-0114 099-267-8411黒木　清志 黒木　清志 平 4. 7.23歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市小松原１丁目５－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,3475,9 野口　歯科医院 〒890-0082 099-252-0162野口　良信 野口　良信 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市紫原６丁目２番１号　松常　勤:    1 現存
     木ビル (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3477,5 下大田歯科医院 〒892-0871 099-244-7701下大田　敏信 下大田　敏信 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市吉野町３２１６－４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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  11101,3479,1 谷口　歯科医院 〒892-0842 099-239-4182谷口　浩太郎 谷口　浩太郎 平 4. 8.10歯   診療所
     鹿児島市東千石町８番１６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3482,5 光葉歯科クリニック 〒890-0021 099-229-3334宮永　光一 宮永　光一 平 4.10.16歯   小歯 診療所
     鹿児島市小野三丁目１４番１８号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,3483,3 長谷川　歯科 〒892-0826 099-225-0978医療法人　長谷川歯科長谷川　清 平 4.10. 1歯   矯歯 診療所
     鹿児島市呉服町５－７ 常　勤:    1　理事長　長谷川　清 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3484,1 吉元睦男　歯科医院 〒892-0871 099-244-1601医療法人　吉元睦男歯吉元　睦男 平 4.10. 1歯   診療所
     鹿児島市吉野町３０７３番地１４常　勤:    1科医院　理事長　吉元 現存
     ０ (歯       1)　睦男 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,3486,6 かなむら　歯科医院 〒890-0004 099-227-1200医療法人　望月会　理金村　敏生 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市下伊敷１丁目６番５号 常　勤:    2事長　金村　敏生 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3493,2 濱田歯科 〒891-0105 099-269-6511医療法人　濱田歯科　濱田　敦子 平 5. 4. 1歯   診療所
     鹿児島市中山町２３３１－１ 常　勤:    2理事長　濱田　敦子 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3494,0 大森　歯科医院 〒892-0838 099-226-8870医療法人　大森歯科医大森　明彦 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市新屋敷町３２番７号 常　勤:    1院　理事長　大森　明 現存
     (歯       1)彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,3495,7 押領司　歯科医院 〒890-0065 099-254-1514押領司　篤友 押領司　篤友 平 5. 5. 1歯   診療所
     鹿児島市郡元３丁目２２－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,3496,5 竹迫　歯科医院 〒890-0056 099-257-4180竹迫　清 竹迫　清 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市下荒田二丁目４７番９号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,3498,1 中﨑　歯科医院 〒891-0114 099-267-2278中﨑　明広 中﨑　明広 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市小松原２丁目１６－１１常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12101,3499,9 小田原歯科 〒892-0871 099-244-3718医療法人　小田原歯科小田原　俊一郎 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市吉野町３３５５番地５８常　勤:    2　理事長　小田原　俊 現存
     (歯       2)一郎 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,3501,2 のうみ矯正歯科医院 〒890-0065 099-250-6300医療法人　のうみ矯正藤井　三保子 平 5.10. 1矯歯 歯   小歯診療所
     鹿児島市郡元二丁目１７番６号 常　勤:    1歯科医院　理事長　能 現存
     (歯       1)見　広美 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,3503,8 尾立歯科医院 〒890-0053 099-256-3927医療法人　創恵会　理尾立　六市 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中央町２番地５３ 常　勤:    2事長　尾立　六市 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,3504,6 竹内歯科クリニック 〒890-0003 099-220-1666竹内　誠 竹内　誠 平 5.11. 4歯   小歯 診療所
     鹿児島市伊敷二丁目１５番１５号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,3506,1 大浦歯科クリニック 〒890-0024 099-282-6480医療法人　礼仁会　理大浦　教一 平 5.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市明和２丁目５番２号 常　勤:    3事長　大浦　教一 歯外 現存
     (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,3507,9 まこと　歯科医院 〒891-0109 099-267-0126藤﨑　誠 藤﨑　誠 平 5.12.25歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市清和三丁目６番３４号 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,3509,5 さこだ歯科クリニック〒890-0032 099-282-3782迫田　敏文 迫田　敏文 平 6. 2.17歯   小歯 診療所
     鹿児島市西陵８丁目２８番１１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,3511,1 永田デンタルクリニッ〒890-0055 099-259-4432永田　眞一 永田　眞一 平 6. 4. 2歯   小歯 診療所
     ク 鹿児島市上荒田町２０－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,3513,7 高良歯科 〒892-0848 099-225-3286高良　憲明 高良　憲明 平 6. 4.13歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市平之町１１－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13001,3514,5 みやはら　歯科医院 〒891-0115 099-266-1388宮原　一郎 宮原　一郎 平 6. 4.13歯   診療所
     鹿児島市東開町５番３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,3515,2 仲町歯科クリニック 〒892-0827 099-226-6888医療法人　新美会　理牧角　新藏 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中町３番地１２の１　日常　勤:    3事長　牧角　新藏 歯外 現存
     専連ビル２階 (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,3516,0 増山歯科医院 〒892-0871 099-244-8600医療法人　真智会　理増山　智美 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市吉野町３２３９番地２７常　勤:    3事長　増山　智美 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,3517,8 黒木　歯科医院 〒892-0813 099-227-4188医療法人　黒木歯科医黒木　敦朗 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市城山二丁目７番６号 常　勤:    1院　理事長　黒木　敦 現存
     (歯       1)朗 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,3518,6 薬師寺　歯科医院 〒890-0046 099-250-8020薬師寺　毅 薬師寺　毅 平 6. 5. 9歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西田三丁目１番１９号 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,3521,0 萩原歯科クリニック 〒890-0007 099-229-4891萩原　勉 萩原　勉 平 6. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市伊敷台２丁目１６番２１常　勤:    2 現存
     号 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,3522,8 小児歯科こぐまクリニ〒892-0847 099-227-5903屋敷　徹 屋敷　徹 平 6. 7. 1小歯 診療所
     ック 鹿児島市西千石町１１－２４　高常　勤:    1 現存
     見馬場ビル４階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,3523,6 伊敷台むろや歯科 〒890-0007 099-229-8285室屋　学 室屋　学 平 6. 7. 1歯   診療所
     鹿児島市伊敷台５丁目１１番５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,3524,4 義川　歯科医院 〒892-0852 099-247-8215義川　伸一 義川　伸一 平 6. 7. 5歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市下竜尾町１０－２４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,3528,5 鶴丸歯科医院 〒892-0821 099-222-8148医療法人　鶴丸会　理鶴丸　高久 平 6.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市名山町１番３号 常　勤:    1事長　鶴丸　高久 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  14001,3529,3 あさひ　デンタルクリ〒891-0113 099-266-3232医療法人　あさひ　デ楊　道春 平 6.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 鹿児島市東谷山４丁目３７番６号常　勤:    1ンタルクリニック　理 歯外 現存
     (歯       1)事長　楊　道春 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,3530,1 高田　歯科 〒891-0105 099-260-1518髙田　和之 髙田　和之 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市中山町１５９８－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,3531,9 大園　歯科医院 〒891-0143 099-266-1131末永　健市 末永　健市 平 7. 1. 5歯   小歯 診療所
     鹿児島市和田三丁目６２番７号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,3535,0 白澤　歯科医院 〒891-0105 099-260-5502白澤　政保 白澤　政保 平 7. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中山一丁目１４番１７号常　勤:    2 新規 現存
     白石ビル１０１ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,3537,6 前田　歯科クリニック〒890-0034 099-275-0730前田　裕一 前田　裕一 平 7. 4.14歯   小歯 診療所
     鹿児島市田上５ー３４ー６０キョ常　勤:    1 新規 現存
     ースカイビューハイツ１Ｆ (歯       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,3538,4 サカエ　歯科医院 〒890-0073 099-254-6297栄　千登美 栄　千登美 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市宇宿３ー４ー１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,3542,6 かじや　歯科医院 〒890-0067 099-285-6003鍛冶屋　亮彦 鍛冶屋　亮彦 平 7. 5. 9歯   小歯 診療所
     鹿児島市真砂本町２０ー２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,3544,2 溝口　歯科医院 〒890-0002 099-220-2235溝口　順一 溝口　順一 平 7. 6. 1歯   診療所
     鹿児島市西伊敷３ー１ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,3545,9 はやしかわ　歯科 〒892-0838 099-224-8022林川　貴志 林川　貴志 平 7. 7. 3歯   診療所
     鹿児島市新屋敷町１６番１０１号常　勤:    1 新規 現存
     県住宅供給公社ビルＣ棟１階１２(歯       1) 平28. 7. 3
     ０ーＢ，１２１ーＡ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,3546,7 玉井　歯科クリニック〒890-0054 099-256-0003玉井　政孝 玉井　政孝 平 7. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市荒田一丁目５０番１８号常　勤:    1 新規 現存
     吉見ビル２０３号 (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,3548,3 下田平歯科医院 〒892-0824 099-222-4534下田平　幸一 下田平　幸一 平 7. 9. 1歯   診療所
     鹿児島市堀江町１６番８号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
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  15101,3550,9 いしくら　歯科 〒891-0105 099-269-2210石倉　孝一 石倉　孝一 平 7. 9. 1歯   診療所
     鹿児島市中山町２２１９ー１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,3554,1 川田　歯科 〒892-0846 099-224-5450川田　憲一郎 川田　憲一郎 平 8. 1. 5歯   診療所
     鹿児島市加治屋町１番４号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,3556,6 のぼり　歯科医院 〒890-0045 099-251-8011登　正太郎 登　正太郎 平 8. 2. 8歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市武一丁目１０ー１５田中常　勤:    2 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       2) 平29. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,3558,2 内倉歯科 〒892-0847 099-224-7400医療法人　内倉歯科　内倉　厚弘 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西千石町１６番４号 常　勤:    1理事長　内倉　厚弘 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,3560,8 玉利歯科 〒890-0045 099-254-1358医療法人　清新会　理玉利　清純 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市武１丁目３０番１１号 常　勤:    1事長　玉利　清純 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,3561,6 コスモ歯科　クリニッ〒890-0082 099-250-4618医療法人　秀正会　理吉嶺　秀次 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 鹿児島市紫原７丁目３２番２０号常　勤:    1事長　吉嶺　秀次 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,3562,4 なかぞの　歯科クリニ〒891-0143 099-266-1860中囿　洋一 中囿　洋一 平 8. 4.15歯   小歯 矯歯診療所
     ック 鹿児島市和田１丁目３０ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,3567,3 スマイル　歯科医院 〒890-0023 099-285-8005新留　隼人 新留　隼人 平 8. 6. 1歯   診療所
     鹿児島市永吉一丁目３番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,3570,7 かなめ　歯科医院 〒890-0045 099-252-9667要　光 要　光 平 8. 7.10歯   診療所
     鹿児島市武１丁目４３ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,3571,5 村岡歯科 〒890-0045 099-259-3848村岡　信宏 村岡　信宏 平 8. 8. 2歯   診療所
     鹿児島市武２丁目１２ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16101,3573,1 ヤスエ　歯科医院 〒890-0054 099-256-0200泰江　学 泰江　学 平 8.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市荒田一丁目６２ー８サン常　勤:    1 移動 現存
     シティミヤタ１Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,3575,6 古屋敷　歯科クリニッ〒890-0073 099-285-3388医療法人　古屋敷歯科古屋敷　修 平 8.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 鹿児島市宇宿３丁目１９番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)古屋敷　修 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,3576,4 まり　歯科 〒892-0842 099-225-9977田口　まり 田口　まり 平 8.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市東千石町１０ー１４青柳常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,3577,2 福元　歯科 〒890-0073 099-284-7171福元　博嗣 福元　博嗣 平 9. 1.14歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市宇宿５丁目３１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,3578,0 せとぐち　歯科クリニ〒890-0069 099-259-0018瀬戸口　勉 瀬戸口　勉 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     ック 鹿児島市南郡元町１７ー５松崎ビ常　勤:    1 新規 現存
     ルⅢ２Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,3583,0 たんぽぽこども　歯科〒891-0116 099-284-5288豊島　正三郎 豊島　正三郎 平 9. 3.18小歯 矯歯 歯  診療所
     鹿児島市上福元町５８７９ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,3589,7 石橋　歯科クリニック〒890-0032 099-284-8188石橋　貴樹 石橋　貴樹 平 9. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西陵３丁目２１ー１６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,3590,5 ませだ　歯科医院 〒891-0122 099-284-5710間世田　栄 間世田　栄 平 9. 7.22歯   小歯 診療所
     鹿児島市南栄５ー１０ー４にわシ常　勤:    1 新規 現存
     ティビル３ＦＡ号室 (歯       1) 平24. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,3592,1 これえだ　歯科医院 〒891-0113 099-266-2515是枝　雄二 是枝　雄二 平 9. 8.25歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市東谷山２ー１０ー１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,3593,9 奥田　歯科 〒892-0871 099-244-2345奥田　裕久 奥田　裕久 平 9. 8.19歯   小歯 診療所
     鹿児島市吉野町５５９０番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17101,3594,7 きらら　歯科 〒891-0114 099-266-5560周　煥金 周　煥金 平 9. 9.11歯   小歯 診療所
     鹿児島市小松原２ー４ー６エスペ常　勤:    1 新規 現存
     ランサ小松原１０１号 (歯       1) 平24. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,3595,4 赤尾　歯科医院 〒892-0848 099-223-1182赤尾　光雄 赤尾　光雄 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市平之町９ー３８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,3597,0 こまい　歯科医院 〒891-0102 099-284-7207駒井　宏行 駒井　宏行 平10. 1.17歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市星ヶ峯４ー１４ー１ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,3606,9 さこなかデンタルクリ〒892-0842 099-216-9229迫中　友博 迫中　友博 平10. 8. 3歯   診療所
     ニック 鹿児島市東千石町２番２４号宮原常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,3607,7 医療法人　福冨歯科医〒891-0116 099-268-2686医療法人　福冨歯科医福冨　博 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     院 鹿児島市上福元町４００１ー３ウ常　勤:    2院　理事長　福冨　博 組織変更 現存
     ェルカムビル２Ｆ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,3611,9 安田歯科医院 〒892-0826 099-226-9616医療法人　鵠陽会　理安田　勝 平10.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市呉服町５番１４号 常　勤:    1事長　安田　勝 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,3612,7 よしどめ歯科 〒892-0872 099-243-0355医療法人　翔優会　理雨面　かおり 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市大明丘３丁目９番８号 常　勤:    1事長　吉留　英俊 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,3614,3 雀ケ宮おばた歯科 〒892-0871 099-243-9675小幡　晃二 小幡　晃二 平11. 5.12歯   小歯 診療所
     鹿児島市吉野町１２５９番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,3619,2 くすき歯科クリニック〒890-0007 099-218-3151楠　一文 楠　一文 平11. 7. 8歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市伊敷台五丁目９番７号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,3621,8 チューリップこども歯〒890-0014 099-224-6773坪水　良平 坪水　良平 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     科 鹿児島市草牟田１丁目１５ー２４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18101,3625,9 フレンド歯科 〒891-0175 099-275-2222医療法人　大志会　理重久　偉 平11.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市桜ケ丘五丁目２番地３ 常　勤:    1事長　重久　偉 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,3626,7 あっぷる歯科医院 〒890-0082 099-252-8118医療法人　仁誠会　理吉元　利仁 平11.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市紫原５丁目１番７号 常　勤:    1事長　吉元　利仁 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,3628,3 おかもと歯科医院 〒891-0116 099-263-5277岡本　博之 岡本　千春 平12. 2.15歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市上福元町６４４７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,3629,1 生協歯科クリニック鴨〒890-0064 099-263-8118鹿児島医療生活協同組有村　康 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     池 鹿児島市鴨池新町５ー８ 常　勤:    1合　理事長　馬渡　耕 新規 現存
     (歯       1)史 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,3631,7 上稲葉歯科医院 〒890-0053 099-263-7422上稲葉　隆 上稲葉　隆 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中央町２５ー１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,3634,1 ひらかわ歯科クリニッ〒892-0816 099-227-2825平川　俊洋 平川　俊洋 平12. 4.25歯   小歯 矯歯診療所
     ク 鹿児島市山下町９－２８　２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,3635,8 クリーン歯科 〒891-0102 099-275-9588西川　毅 西川　毅 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市星ケ峯１丁目３番１５号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,3636,6 きたぞの歯科矯正 〒892-0834 099-226-0071医療法人　きたぞの歯北園　俊司 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市南林寺町２５番１号 常　勤:    2科矯正　理事長　北園 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　俊司 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,3638,2 ふなさき歯科医院 〒892-0805 099-247-6400医療法人　展陽会　理舩﨑　義孝 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市大竜町８ー１ 常　勤:    1事長　舩﨑　義孝 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,3640,8 田中歯科医院 〒890-0023 099-253-9756医療法人　愛歯会　理田中　格 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市永吉一丁目２４番１２号常　勤:    3事長　田中　忠幸 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19101,3641,6 高倉歯科医院 〒890-0005 099-228-8118高倉　暢孝 高倉　暢孝 平12. 6.14歯   小歯 診療所
     鹿児島市下伊敷一丁目５２番２３常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平30. 6.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,3643,2 オレンジ歯科矯正 〒891-0123 099-263-5933川畑　康隆 川畑　康隆 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市卸本町６ー１２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,3644,0 田中大介歯科医院 〒890-0065 099-253-4976医療法人　善浩会　理田中　大介 平12. 8.16歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市郡元１丁目４番６号 常　勤:    3事長　田中　大介 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 8.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,3645,7 金田歯科医院 〒890-0071 099-257-8801医療法人　金田歯科医金田　有正 平12.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市三和町５２ー１０ 常　勤:    1院　理事長　金田　有 組織変更 現存
     (歯       1)正 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,3646,5 山形矯正歯科医院 〒890-0053 099-206-2633医療法人　山形矯正歯山形　圭一郎 平12.10. 1歯   矯歯 診療所
     鹿児島市中央町１２番１号 常　勤:    1科医院　理事長　山形 組織変更 現存
     (歯       1)　圭一郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,3647,3 パール歯科医院 〒890-0032 099-281-5282早川　佳代子 早川　佳代子 平12.12.12歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西陵３丁目１４ー４ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,3648,1 ハロー歯科クリニック〒890-0056 099-813-1186時任　修一 時任　修一 平12.12. 5歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市下荒田４丁目１４ー３５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,3649,9 福原歯科クリニック 〒891-0113 099-269-0177福原　和人 福原　和人 平12.12.18歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市東谷山二丁目１４番７号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,3650,7 本田歯科 〒890-0034 099-813-2060本田　耕一 本田　耕一 平13. 1.10歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市田上６丁目５ー２脇野ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平25. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,3652,3 下原歯科医院 〒890-0063 099-254-3054月野　緑 月野　緑 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市鴨池２丁目１０ー３エン常　勤:    1 移動 歯外 現存
     トピア鴨池第７　１Ｆ (歯       1) 平25. 1. 1
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  20101,3654,9 オーラルケアステーシ〒892-0828 099-225-5500永田　真一 永田　真一 平13. 1.18歯   矯歯 小歯診療所
     ョン　永田歯科 鹿児島市金生町７番８号　１Ｆ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,3655,6 山形屋歯科　坂上医院〒892-0828 099-225-3789坂上　俊保 坂上　俊保 平13. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市金生町３番１号株式会社常　勤:    1 交代 歯外 現存
     山形屋内１号館中央階段中４階横(歯       1) 平25. 4. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,3657,2 わきもと歯科医院 〒891-0105 099-260-5578脇元　剛一 脇元　剛一 平13. 5.13歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中山町５２０９ー１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,3660,6 長田歯科医院 〒892-0815 099-222-0831長田　博 長田　博 平13. 8.25歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市易居町２番７号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,3662,2 つかさ歯科医院 〒892-0877 099-243-2421政　信行 政　信行 平14. 1.17歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市吉野一丁目３０番２０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,3663,0 大辻歯科クリニック 〒890-0045 099-255-4618大辻　徹也 大辻　徹也 平14. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市武１丁目２１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,3664,8 萩原歯科医院 〒890-0082 099-256-5588田畑　泰浩 田畑　泰浩 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市紫原三丁目３８－１５ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,3665,5 大久保歯科口腔外科医〒891-0141 099-210-2711大久保　章朗 大久保　章朗 平14. 6. 3歯   歯外 診療所
     院 鹿児島市谷山中央六丁目２７－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,3666,3 ふじみや歯科医院 〒890-0056 099-812-9808藤宮　克則 藤宮　克則 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市下荒田３丁目６番５号第常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３上船ビル１０２号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,3667,1 堀之内歯科医院 〒890-0073 099-201-1448堀之内　雅弘 堀之内　雅弘 平14. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市宇宿６丁目１９番７号オ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     リオン１Ｆ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,3670,5 ポプラ歯科矯正クリニ〒890-0042 099-812-6606瀬戸山　智哉 瀬戸山　智哉 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 鹿児島市薬師一丁目１６番９号川常　勤:    1 新規 現存
     畑電気ビル２Ｆ (歯       1) 平26.10. 1
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  21201,3671,3 毛利歯科クリニック 〒890-0064 099-256-1885医療法人　慈尊幸徳会辻　亮 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市鴨池新町６番６号鴨池南常　勤:    2　理事長　毛利　英樹 組織変更 歯外 現存
     国ビル２階 (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,3674,7 山内歯科矯正 〒892-0825 099-222-5666山内　和久 山内　和久 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市大黒町１番９号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,3676,2 アクア矯正歯科 〒892-0828 099-219-3277木佐貫　聡 木佐貫　聡 平15. 8. 8矯歯 診療所
     鹿児島市金生町６番９号大学堂ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平27. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,3677,0 あづま歯科医院 〒891-1231 099-238-4188東　豊 東　豊 平15.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市小山田町６６６６番地２常　勤:    1 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,3679,6 ながやまデンタルクリ〒890-0082 099-285-0006永山　雅大 永山　雅大 平15.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 鹿児島市紫原四丁目３７番３５号常　勤:    1 新規 現存
     　ＳＴビル１Ｆ (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,3680,4 岩城歯科クリニック 〒890-0026 099-251-0445岩城　正 岩城　正 平15.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市原良二丁目１２番７号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,3681,2 瀬戸歯科クリニック 〒890-0064 099-263-8119瀬戸　康博 瀬戸　康博 平15.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市鴨池新町５番６号　鹿児常　勤:    1 新規 現存
     島県プロパンガス会館１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,3683,8 いけだ歯科医院 〒890-0051 099-286-0123池田　哲哉 池田　哲哉 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市高麗町１０番２２号２階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,3685,3 Ｓｋｙデンタルクリニ〒890-0073 099-251-8148溝口　晶子 溝口　晶子 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 鹿児島市宇宿一丁目２９番２６号常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,3686,1 桜ヶ丘歯科医院 〒891-0175 099-283-9538岡村　幸二郎 岡村　幸二郎 平16. 4. 5歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市桜ケ丘四丁目１番１０号常　勤:    1 移動 歯外 現存
     グランデール桜ヶ丘２－Ａ号 (歯       1) 平28. 4. 5
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  22201,3687,9 クリア矯正歯科 〒890-0025 099-259-4234濵坂　卓郎 濵坂　卓郎 平16. 4. 1矯歯 診療所
     鹿児島市原良町一丁目１４－２７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,3690,3 ＣＡＬＬＡ矯正歯科ク〒892-0842 099-227-2658大勝　貴子 大勝　貴子 平16. 7.20矯歯 診療所
     リニック 鹿児島市東千石町１８番８号　Ｂ常　勤:    1 新規 現存
     ＩＧＩビル４Ｆ (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,3692,9 下津歯科医院 〒891-0103 099-201-1555下津　昭洋 下津　昭洋 平16. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市皇徳寺台三丁目５９番２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,3696,0 大田歯科医院 〒891-1304 099-294-3400大田　逸雄 大田　逸雄 昭59. 6. 1歯   診療所
     鹿児島市本名町８００－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,3697,8 西園歯科 〒891-1301 099-295-2400西園　直幸 西園　直幸 平 3.11.19歯   小歯 診療所
     鹿児島市西佐多町１６３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,3699,4 みつどめ歯科 〒891-1303 099-294-1188満留　祥光 満留　祥光 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市本城町１８７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,3701,8 しょうデンタルオフィ〒891-0202 0993(45)1530上之薗　昭一 上之薗　昭一 平元. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ス 鹿児島市喜入中名町９０５－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,3703,4 ファミリア　歯科医院〒891-0203 099-345-3131上之薗　武史 上之薗　武史 平 5.11. 1歯   診療所
     鹿児島市喜入町２７７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,3704,2 石窪　歯科医院 〒899-2703 099-278-3868石窪　浩三 石窪　浩三 昭57. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市上谷口町１００５平石ビ常　勤:    1 歯外 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,3706,7 是枝歯科クリニック 〒899-2701 099-278-3301是枝　美行 是枝　美行 平 8. 5.18歯   小歯 診療所
     鹿児島市石谷町２０６７ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23201,3707,5 まきもと歯科クリニッ〒891-1105 099-298-4321牧元　勇 牧元　勇 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 鹿児島市郡山町７３３ー２ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,3708,3 みらい歯科医院 〒891-1103 099-245-7888小土橋　勉 小土橋　勉 平12.11. 1歯   診療所
     鹿児島市川田町１３９４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,3710,9 竹内歯科 〒891-1105 099-298-3055医療法人尚文会　理事竹内　尚士 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市郡山町２０６４番地３ 常　勤:    2長　竹内　隆丸 移動 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,3711,7 すみれ歯科医院 〒891-1105 099-245-6161濱元　親志 濱元　親志 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市郡山町１４１９－５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,3712,5 よつもと歯科医院 〒899-2701 099-278-7020四元　幸治 四元　幸治 平15. 7.17歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市石谷町１６００－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,3713,3 くぼ歯科クリニック 〒899-2704 099-278-7070医療法人　久栄会　理久保　博紀 平15.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市春山町１８８６－１６ 常　勤:    1事長　久保　博紀 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,3715,8 医療法人　ひらせ歯科〒891-0143 099-266-2266医療法人　ひらせ歯科平瀬　隆二 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 鹿児島市和田一丁目１３番１２号常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)平瀬　隆二 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,3716,6 まちだ歯科医院 〒890-0046 099-251-9301町田　哲史 町田　哲史 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西田２丁目５番１０号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,3717,4 かわべ歯科医院 〒891-0150 099-262-0418河部　暢彦 河部　暢彦 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市坂之上８丁目１２番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,3718,2 上妻歯科医院 〒891-0150 099-262-2600医療法人　健勝会　理上妻　勝美 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市坂之上４丁目２３番１３常　勤:    4事長　上妻　勝美 移動 歯外 現存
     号 (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
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  24201,3719,0 新永歯科 〒890-0084 099-254-4130永谷　義隆 永谷　義隆 平17. 4.25歯   診療所
     鹿児島市郡元町１５番１５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,3720,8 きんじょう歯科小児歯〒890-0073 099-284-7088金城　博之 金城　博之 平17. 6. 3歯   小歯 診療所
     科クリニック 鹿児島市宇宿９丁目９番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,3721,6 いまきいれ歯科クリニ〒891-0113 099-260-8118今給黎　光洋 今給黎　光洋 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 鹿児島市東谷山六丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,3722,4 たけわき歯科医院 〒891-0104 099-275-9118竹脇　秀一 竹脇　秀一 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市山田町１８７番地５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,3726,5 ビューティースデンタ〒892-0842 099-226-2669川島　洋一郎 川島　洋一郎 平17.11. 9歯   小歯 診療所
     ルケア 鹿児島市東千石町１７番１３号ア常　勤:    1 新規 現存
     ネックス８８－３Ｆ (歯       1) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,3729,9 松下歯科 〒891-0141 099-260-4441松下　哲郎 松下　哲郎 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市谷山中央八丁目２１番１常　勤:    1 移動 現存
     ２号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,3730,7 濱崎歯科クリニック 〒892-0842 099-222-3252濵﨑　健 濵﨑　健 平18. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市東千石町１８番４号　ピ常　勤:    1 新規 現存
     ースビル３Ｆ (歯       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,3731,5 あすなろ歯科 〒890-0073 099-251-4988上國料　剛 上國料　剛 平18. 6. 2歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市宇宿３丁目１５番２０号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,3732,3 梶原歯科 〒891-0175 099-284-7313梶原　浩忠 梶原　浩忠 平18. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市桜ケ丘五丁目１９番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,3737,2 まさこデンタルクリニ〒891-0114 099-266-3673皆元　眞佐子 皆元　眞佐子 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 鹿児島市小松原一丁目５－１４－常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (歯       1) 平24. 9. 1
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  25201,3738,0 みちよデンタルクリニ〒890-0056 099-213-1755医療法人　旺和会　理迫田　美智代 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 鹿児島市下荒田１丁目２０番４（常　勤:    1事長　迫田　美智代 組織変更 歯外 現存
     みちよビル４階） (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,3739,8 永山歯科医院 〒891-0123 099-267-3744医療法人　永山歯科医永山　武信 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市卸本町８番地６ 常　勤:    2院　理事長　永山　武 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)信 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,3743,0 永瀬歯科クリニック 〒891-0146 099-263-4775永瀬　幸治 永瀬　幸治 平19. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市慈眼寺町１７－１１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,3745,5 瀬戸口たかし歯科 〒891-0141 099-269-2600瀬戸口　尚志 瀬戸口　尚志 平19. 3.12歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市谷山中央五丁目７番３号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,3746,3 ひらはら歯科医院 〒892-0871 099-246-3501医療法人　涼光会　理平原　浩孝 平19. 2.26歯   小歯 診療所
     鹿児島市吉野町２５７１番地１ 常　勤:    1事長　平原　浩孝 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,3747,1 美工デンタルオフィス〒890-0034 099-251-8214藤村　三千代 藤村　三千代 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市田上３丁目１０－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,3748,9 かじきデンタルクリニ〒890-0034 099-250-0625加治木　政彦 加治木　政彦 平19. 4. 3歯   小歯 診療所
     ック 鹿児島市田上３丁目４番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,3749,7 ブライト歯科クリニッ〒890-0021 099-228-8172医療法人　輝道志会　道添　圭司 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 鹿児島市小野二丁目４番７号 常　勤:    1理事長　道添　圭司 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,3750,5 髙木歯科クリニック 〒891-0141 099-267-1133髙木　登志男 髙木　登志男 平19. 4. 1歯   診療所
     鹿児島市谷山中央三丁目４６０２常　勤:    1 その他 現存
     番地３ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,3752,1 ねむの木歯科医院 〒891-1231 099-238-5705黒岩　章子 黒岩　章子 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市小山田町３８０５番地４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
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  26201,3754,7 ラポール歯科 〒891-0141 099-266-6487医療法人　ラポール歯坂上　英士 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市谷山中央五丁目１８番１常　勤:    1科　理事長　坂上　英 組織変更 歯外 現存
     ４号 (歯       1)士 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,3755,4 三宅歯科医院 〒899-2703 099-278-1028三宅　恵子 三宅　恵子 平19. 7. 2歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市上谷口町５０１４番地９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,3756,2 はまさき歯科 〒890-0055 099-286-6480濱﨑　徹 濱﨑　徹 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市上荒田町２７番２号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,3757,0 湯田歯科医院 〒890-0041 099-254-5575医療法人　湯田歯科医湯田　季明 平19. 8.17歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市城西三丁目１０番１号 常　勤:    2院　理事長　湯田　季 移動 歯外 現存
     (歯       2)明 平25. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,3758,8 丸谷歯科 〒891-0104 099-284-7177丸谷　和弘 丸谷　和弘 平19. 8.30歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市山田町２９３６番地５ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,3759,6 谷山さとう歯科 〒891-0114 099-269-0071佐藤　隆太郎 佐藤　隆太郎 平19.10.22歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市小松原一丁目５０番９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,3764,6 林歯科医院 〒890-0052 099-250-2668林　清人 林　清人 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市上之園町３１番地１３　常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,3765,3 よしずみ歯科医院 〒891-0141 099-267-5533吉住　芳紀 吉住　芳紀 平20.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市谷山中央八丁目６番３号常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,3766,1 にしだ３丁目歯科 〒890-0046 099-251-6668福島　一徳 福島　一徳 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市西田三丁目３３番１６号常　勤:    1 新規 現存
     　第１肝付ビル１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,3767,9 丸田歯科医院 〒891-0144 099-261-5587丸田　恭嗣 丸田　恭嗣 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市下福元町７５３６番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27201,3768,7 むく歯科医院 〒890-0052 099-258-1771溝口　忠義 溝口　忠義 平20.12. 1歯   診療所
     鹿児島市上之園町２２の３　２階常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,3769,5 ハートデンタルクリニ〒892-0844 099-239-4618医療法人　谷口こうた谷口　宏太 平21. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ック 鹿児島市山之口町３番２４号 常　勤:    2歯科　理事長　谷口　 移動 小歯 現存
     (歯       2)宏太 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,3770,3 翔歯科クリニック 〒890-0073 099-254-0154医療法人　翔歯会　理山元　吉和 平21. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市宇宿１丁目５３番１２号常　勤:    2事長　山元　吉和 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,3772,9 なでしこ歯科 〒890-0046 099-256-7007寺原　英子 寺原　英子 平21. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市西田一丁目１２番１０号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,3774,5 オリーブ歯科　谷山中〒891-0141 099-263-4303医療法人　こうせい会神園　健太 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     央 鹿児島市谷山中央七丁目３１番６常　勤:    1　理事長　桑畑　弘之 移動 現存
     号 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,3775,2 みずほ通り歯科医院 〒890-0056 099-255-0290島田　盾己 島田　盾己 平21. 4. 1歯   診療所
     鹿児島市下荒田４丁目１３－２４常　勤:    1 交代 現存
     　二之宮ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801,3777,8 さくら歯科医院 〒890-0066 099-285-1182五反田　安寛 五反田　安寛 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市真砂町７７番７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,3779,4 とおや歯科クリニック〒890-0073 099-264-1515遠矢　剛明 遠矢　剛明 平21. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市宇宿五丁目２０番１号 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,3781,0 木通歯科医院 〒890-0056 099-254-1867木通　敏文 木通　敏文 平21. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市下荒田３－１８－１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28101,3782,8 永田むつみ歯科医院 〒890-0015 099-223-8143医療法人　永田歯科　永田　睦 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市草牟田町４番地１５ 常　勤:    4理事長　永田　睦 移動 歯外 現存
     (歯       4) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,3783,6 鳥居歯科医院 〒892-0842 099-216-8478医療法人　鳥居歯科医鳥居　寛史 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市東千石町２番１３号 常　勤:    1院　理事長　鳥居　寛 組織変更 現存
     (歯       1)史 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,3786,9 歯科・優クリニック 〒891-0113 099-267-1182酒井　優 酒井　優 平21.12. 3歯   歯外 矯歯診療所
     鹿児島市東谷山一丁目５４－８ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,3787,7 わかば歯科 〒892-0877 099-243-4300倉津　寛史 倉津　寛史 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市吉野２丁目１７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,3788,5 大園歯科医院 〒891-0141 099-267-0648大園　貴志 大園　貴志 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市谷山中央３－４５２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,3789,3 ひでひとデンタルクリ〒890-0052 099-257-1555岡山　秀仁 岡山　秀仁 平22. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 鹿児島市上之園町７番地１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701,3793,5 ローズ歯科医院 〒890-0073 099-298-1818医療法人　健勝会　理馬場　貴士 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市宇宿２丁目３番５号オプ常　勤:    3事長　上妻　勝美 新規 歯外 現存
     シアミスミ１階 (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,3794,3 オリーブ歯科　鴨池 〒890-0063 099-812-8030医療法人　こうせい会山之内　崇浩 平22. 4.16歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市鴨池２丁目２６番３０号常　勤:    1　理事長　桑畑　弘之 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.16
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,3795,0 永井一光歯科 〒892-0823 099-224-3350医療法人　啓歯会　理永井　一光 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市住吉町２番２号 常　勤:    1事長　永井　一光 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  29001,3796,8 よしどめデンタルクリ〒892-0826 099-208-8881医療法人　翔優会　理吉留　英俊 平22. 4.26歯   矯歯 小歯診療所
     ニック　マルヤガーデ鹿児島市呉服町６番５号　４Ｆ 常　勤:    1事長　吉留　英俊 新規 歯外 現存
     ンズ (歯       1) 平28. 4.26
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,3797,6 しげもり歯科 〒890-0041 099-250-5010重盛　康 重盛　康 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市城西２丁目９番１０号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,3798,4 ちらん歯科クリニック〒892-0871 099-244-8211知覧　学 知覧　学 平22. 5. 6歯   小歯 診療所
     鹿児島市吉野町３６６９－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301,3799,2 みずえだに歯科 〒892-0871 099-244-8210医療法人　桜和会　理水枝谷　浩己 平22. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市吉野町３９２５番地３ 常　勤:    2事長　水枝谷　浩己 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,3802,4 守島デンタルクリニッ〒892-0811 099-802-2051守島　健次 守島　健次 平22.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 鹿児島市玉里団地三丁目２３－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,3804,0 大迫歯科医院 〒892-0817 099-226-7070大迫　啓 大迫　啓 平22.11.18歯   診療所
     鹿児島市小川町２－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,3805,7 矯正歯科くろえクリニ〒892-0853 099-821-0088医療法人　くろえクリ黒江　和斗 平23. 1. 6歯   矯歯 診療所
     ック 鹿児島市城山町６－３４ 常　勤:    1ニック　理事長　黒江 移動 現存
     (歯       1)　和斗 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,3807,3 谷山ファミリー歯科ク〒891-0141 099-296-8331永田　紳吾 永田　紳吾 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 鹿児島市谷山中央５丁目１０－２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,3808,1 フォレストデンタルク〒891-0116 099-210-4052森永　達哉 森永　達哉 平23. 5.24歯   小歯 歯外診療所
     リニック 鹿児島市上福元町５７８６番地１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ２ (歯       2) 平29. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,3809,9 さくらデンタルクリニ〒890-0045 099-296-8708水流　和徳 水流　和徳 平23. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 鹿児島市武１－１３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  30001,3810,7 牧角歯科医院 〒892-0822 099-223-8241牧角　淳朗 牧角　淳朗 平23. 5.15歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市泉町１２－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,3811,5 よしどめキッズデンタ〒890-0054 099-822-0881医療法人　翔優会　理上原　真弓 平23. 7.20歯   小歯 矯歯診療所
     ルランド 鹿児島市荒田１丁目１４番１１号常　勤:    1事長　吉留　英俊 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7.20
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,3813,1 濵野歯科医院 〒892-0816 099-239-6400医療法人　濵野歯科医濱野　徹 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市山下町９－１チャイムズ常　勤:    1院　理事長　濱野　徹 組織変更 現存
     ビル２０２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30301,3814,9 おく小児矯正歯科 〒890-0034 099-214-6471医療法人　おく小児矯奥　猛志 平23.10. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     鹿児島市田上５丁目４番２７号 常　勤:    5正歯科　理事長　奥　 組織変更 現存
     (歯       5)猛志 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,3816,4 おおぞの歯科 〒890-0008 099-228-8888大園　真也 大園　真也 平24. 1. 4歯   小歯 診療所
     鹿児島市伊敷１丁目２－４０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,3817,2 えなつ歯科・矯正クリ〒890-0045 099-297-6480医療法人　江夏歯科　江夏　国禎 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 鹿児島市武３丁目１０番４号 常　勤:    2理事長　江夏　国禎 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,3818,0 太田歯科医院 〒890-0063 099-251-7007医療法人　仁慈会　理太田　博見 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市鴨池２丁目２４番１４号常　勤:    9事長　太田　博見 組織変更 歯外 現存
     (歯       9) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,3819,8 ながい正彦歯科 〒892-0821 099-225-0909永井　正彦 永井　正彦 平24. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市名山町１０－４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,3820,6 ふたば歯科医院 〒890-0081 099-210-5537倉津　卓男 倉津　卓男 平24. 6. 3歯   小歯 診療所
     鹿児島市唐湊４丁目５－６唐湊ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１０３ (歯       1) 平30. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,3821,4 鯵坂歯科医院 〒890-0042 099-251-3100鯵坂　正彦 鯵坂　正彦 平24. 7.17歯   診療所
     鹿児島市薬師二丁目２７番１１号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7.17
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  31001,3822,2 エール歯科医院 〒890-0041 099-298-5454医療法人　寛陽会　理戸川　寛 平24.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市城西２丁目１６番１９号常　勤:    3事長　戸川　寛 組織変更 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,3823,0 イーノ矯正歯科クリニ〒890-0072 099-255-8148飯野　祥一朗 飯野　祥一朗 平24.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 鹿児島市新栄町１－１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,3824,8 パークサイド下原歯科〒892-0848 099-239-0257下原　惠 下原　惠 平24.11. 1歯   歯外 診療所
     医院 鹿児島市平之町１３－４４　平田常　勤:    1 新規 現存
     公園ハイツ１階 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,3825,5 有馬歯科医院 〒892-0875 099-244-6800医療法人　恵純会　理有馬　久子 平24.11.27歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市川上町２７２１－５８－常　勤:    2事長　有馬　純治 移動 現存
     ２ (歯       2) 平24.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401,3826,3 よしどめウエルネス歯〒892-0842 099-201-6480医療法人　翔優会　理岩谷　由香梨 平24.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科・矯正歯科ザビエル鹿児島市東千石町４－３３－２０常　勤:    1事長　吉留　英俊 新規 歯外 現存
     公園通り １ (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,3827,1 大坪歯科医院 〒891-0114 099-299-4618大坪　誠 大坪　誠 平25. 4.24歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市小松原１丁目２８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,3830,5 川畑歯科クリニック 〒899-2703 099-278-7777川畑　英輔 川畑　英輔 平25. 5. 8歯   小歯 診療所
     鹿児島市上谷口町８７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,3832,1 白石歯科 〒891-0143 099-267-2547白石　豊彦 白石　豊彦 平25. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市和田１－２３－６　ユー常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     ミー大御堂Ⅱ　２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,3833,9 医療法人社団正美会　〒892-0871 099-210-7484医療法人社団　正美会今西　直人 平25. 8.29歯   診療所
     山の上歯科クリニック鹿児島市吉野町５３７４番地の３常　勤:    1　理事長　石井　由紀 組織変更 現存
     (歯       1)子 平25. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31901,3834,7 宮ノ下歯科クリニック〒892-0871 099-244-6000宮ノ下　尚朗 宮ノ下　尚朗 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市吉野町３０９５－１３９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,3835,4 高見馬場歯科 〒892-0847 099-227-0118医療法人　幸誠会　理松下　幸誠 平25.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市西千石町１１番３０号富常　勤:    3事長　松下　幸誠 組織変更 歯外 現存
     士火災鹿児島ビル１Ｆ (歯       3) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,3836,2 カム歯科クリニック 〒890-0054 099-206-8119医療法人　カム歯科ク松久保　正二 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市荒田一丁目１６番１５号常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 歯外 現存
     ステラ２１－１０１号 (歯       1)久保　正二 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,3837,0 新上橋さくら歯科 〒890-0043 099-298-1468医療法人　さくら　理平山　喜一 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市鷹師二丁目３番１３号元常　勤:    2事長　松永　純 組織変更 現存
     木ビル１Ｆ (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32301,3838,8 ひかり歯科 〒891-0151 099-210-5708佐藤　崇之 佐藤　崇之 平25.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     鹿児島市光山２丁目１番６４号 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401,3841,2 すがわらデンタルクリ〒892-0834 099-295-6024菅原　はるか 菅原　はるか 平26. 4. 2歯   診療所
     ニック 鹿児島市南林寺町９－５－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,3842,0 さとう歯科医院 〒891-0103 099-264-3718医療法人　恩和会　理佐藤　裕幸 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市皇徳寺台一丁目１６番１常　勤:    2事長　佐藤　裕幸 組織変更 現存
     １号 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,3843,8 ひまわり歯科クリニッ〒890-0043 099-251-0028西　市郎 西　市郎 平26. 5.20歯   小歯 診療所
     ク 鹿児島市鷹師１丁目４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32701,3844,6 井ノ上歯科医院 〒890-0002 099-228-5755井ノ上　哲也 井ノ上　哲也 平26. 9. 1歯   歯外 診療所
     鹿児島市西伊敷３丁目１３－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32801,3845,3 ローズ歯科アミュプラ〒890-0053 099-297-4182医療法人　健勝会　理井上　隆太 平26. 9.26歯   小歯 歯外診療所
     ザ鹿児島院 鹿児島市中央町１番地１　７階 常　勤:    3事長　上妻　勝美 新規 矯歯 現存
     (歯       3) 平26. 9.26
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,3846,1 デンタルクリニック　〒890-0031 099-230-0718飯田　直樹 飯田　直樹 平26. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     スマート 鹿児島市武岡１丁目１２１番１１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,3847,9 田島歯科医院 〒892-0842 099-226-7543田島　宏臣 田島　宏臣 平26. 9. 4歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市東千石町４－２７サンコ常　勤:    1 交代 現存
     ービル２Ｆ (歯       1) 平26. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33101,3848,7 南谷歯科医院 〒892-0872 099-244-5060島　香澄 島　香澄 平26.12. 5歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市大明丘２丁目１８－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.12. 5
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,3850,3 鹿児島セントラル歯科〒890-0053 099-250-3151医療法人　世心会　理園田　俊一郎 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市中央町１０番　キャンセ常　勤:    3事長　園田　俊一郎 組織変更 歯外 現存
     ビル６階 (歯       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33301,3851,1 あおぞら歯科 〒890-0082 099-253-8100医療法人青空会　理事有馬　敬 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市紫原五丁目２０番１３号常　勤:    2長　有馬　敬 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,3852,9 ＹＵＭＩ　ＤＥＮＴＡ〒890-0053 099-813-0010医療法人　ＹＵＭＩ　石谷　由美 平27. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     Ｌ　ＯＦＦＩＣＥ 鹿児島市中央町６番８号　メディ常　勤:    1ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦ 組織変更 小歯 現存
     カルプラザ中央４Ｆ (歯       1)ＩＣＥ　理事長　石谷 平27. 4. 1
     非常勤:    3　由美
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,3853,7 よしもり歯科医院 〒890-0073 099-201-0418医療法人晴花会　理事吉森　史 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市宇宿四丁目３８番５号 常　勤:    2長　吉森　史 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33601,3854,5 岸　歯科医院 〒891-0108 099-298-5959岸　克自 岸　克自 平27. 4.13歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市中山１丁目１１－１５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33701,3857,8 たちばなき　歯科医院〒890-0056 099-255-6339橘木　裕 橘木　裕 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市下荒田３丁目２７番１３常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801,3858,6 中央デンタルクリニッ〒890-0052 099-251-8585篠原　勝久 篠原　勝久 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 鹿児島市上之園町２２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901,3859,4 たけはら歯科医院 〒890-0056 099-202-0895武原　政嗣 武原　政嗣 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市下荒田４丁目６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001,3860,2 平山歯科医院 〒890-0066 099-252-1358平山　東隆 平山　東隆 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市真砂町５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101,3861,0 まつい歯科 〒890-0005 099-220-5412松井　竜太郎 松井　竜太郎 平27. 7.21歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市下伊敷１丁目４７－１６常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34201,3862,8 ニュータウン田島歯科〒890-0064 099-259-0877医療法人　さみあ会　田島　徹 平27. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     鹿児島市鴨池新町２１番４号 常　勤:    1理事長　田島　徹 移動 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,3863,6 さだむら歯科医院 〒891-0116 099-821-1558医療法人　淳風会　理貞村　淳一郎 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市上福元町５４６１番地２常　勤:    3事長　貞村　淳一郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401,3864,4 児玉歯科クリニック 〒892-0846 099-222-9920香月　麻紀子 香月　麻紀子 平27.11. 1歯   診療所
     鹿児島市加治屋町１３－８天野ビ常　勤:    1 交代 現存
     ル４Ｆ (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  34501,3865,1 ハニー歯科クリニック〒891-0103 099-275-4618小田　真寛 小田　真寛 平27.11. 2歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市皇徳寺台３丁目１４－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601,3866,9 Ｓｏｋｏ　Ｄｅｎｔａ〒890-0026 099-282-7001荒瀬　聡子 荒瀬　聡子 平27.12. 1歯   小歯 診療所
     ｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 鹿児島市原良６丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701,3867,7 かわもと歯科 〒890-0065 099-214-4181川本　真一郎 川本　真一郎 平27.12.14歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市郡元１丁目１５番１２号常　勤:    1 新規 現存
     第６大丸ビル１０１号室 (歯       1) 平27.12.14
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801,3868,5 桜島歯科医院 〒891-1419 099-293-4660塚田　岳司 塚田　岳司 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市桜島横山町１７２２－２常　勤:    2 新規 現存
     ７ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901,3869,3 村上歯科 〒890-0052 099-257-2660医療法人　村上歯科　村上　慎一郎 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市上之園町２５番地１０竹常　勤:    1理事長　村上　慎一郎 組織変更 現存
     原ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001,3870,1 デンタルクリニック　〒890-0045 099-257-8080医療法人　賢仁会　理堀川　憲子 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     さわやか 鹿児島市武二丁目１２番１３号 常　勤:    3事長　堀川　憲子 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35101,3871,9 副島デンタルクリニッ〒892-0842 099-227-0072副島　健太郎 副島　健太郎 平28. 5.11歯   歯外 小歯診療所
     ク 鹿児島市東千石町１４－６ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35201,3872,7 みわデンタルクリニッ〒890-0055 099-202-0351南谷　美和 南谷　美和 平28. 6. 8歯   歯外 小歯診療所
     ク 鹿児島市上荒田町３２番１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35301,3873,5 中央ビル歯科クリニッ〒892-0844 099-223-3623大山　正暢 大山　正暢 平28. 7. 6歯外 歯   矯歯診療所
     ク 鹿児島市山之口町１番１０号２階常　勤:    2 交代 小歯 現存
     (歯       2) 平28. 7. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,3874,3 おやま歯科 〒891-0113 099-800-5063小山　徹 小山　徹 平28.10. 3歯   小歯 診療所
     鹿児島市東谷山四丁目３３番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35501,3875,0 陽歯科クリニック 〒891-0102 099-265-8615医療法人　陽歯科クリ木場　秀隆 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市星ケ峯六丁目６番１号 常　勤:    2ニック　理事長　木場 組織変更 現存
     (歯       2)　秀隆 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35601,3876,8 たんぽぽ歯科 〒890-0023 099-285-4400柳田　廣明 柳田　廣明 平29. 2. 3歯   小歯 診療所
     鹿児島市永吉２丁目３１－１４－常　勤:    2 新規 現存
     １Ｆ (歯       2) 平29. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701,3877,6 きらりデンタルクリニ〒891-0117 099-813-8181松下　創思 松下　創思 平29. 4.23歯   歯外 小歯診療所
     ック 鹿児島市西谷山２丁目１８番２５常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     号 (歯       2) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801,3878,4 古川歯科クリニック 〒891-0151 099-203-0118医療法人　古川歯科ク古川　浩 平29. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市光山一丁目６番１７号 常　勤:    1リニック　理事長　古 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)川　浩 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,3879,2 オリーブ歯科　与次郎〒890-0062 099-285-4182医療法人　こうせい会河野　秀樹 平29. 4.21歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市与次郎一丁目７番２０号常　勤:    1　理事長　桑畑　弘之 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36001,3880,0 藤﨑歯科医院 〒891-0141 099-268-2338藤﨑　順一 藤﨑　順一 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市谷山中央１丁目４９７５常　勤:    2 交代 現存
     番地 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36101,3881,8 ユーカリデンタルクリ〒891-0105 099-203-0526鉛山　ゆかり 鉛山　ゆかり 平29. 5. 9歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 鹿児島市中山町２６６５番地 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36201,3882,6 さこぐち歯科・小児・〒891-0114 099-813-8970迫口　賢二 迫口　賢二 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     矯正歯科 鹿児島市小松原１丁目１２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,3883,4 毛利歯科クリニック　〒890-0064 099-230-0729医療法人　慈尊幸徳会毛利　英樹 平29. 6. 2歯   小歯 歯外診療所
     七福別院 鹿児島市鴨池新町１４番１号ＪＫ常　勤:    1　理事長　毛利　英樹 新規 現存
     七福神ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36401,3884,2 ハッピー歯科・小児矯〒890-0073 099-255-8866医療法人　平田歯科医平田　修士 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     正歯科クリニック 鹿児島市宇宿三丁目４５番３号 常　勤:    2院　理事長　平田　晃 新規 矯歯 現存
     (歯       2)士 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501,3885,9 とやま歯科 〒890-0081 099-214-9188登山　学 登山　学 平29. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市唐湊１丁目１５番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,3886,7 牧歯科医院 〒892-0844 099-239-7160牧　幸治 牧　幸治 平29. 8. 1歯   診療所
     鹿児島市山之口町１－７－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,3887,5 さこだ歯科医院 〒890-0053 099-285-2011医療法人　さこだ歯科迫田　敏 平29. 9.26歯   矯歯 小歯診療所
     鹿児島市中央町２１番地６ 常　勤:    7医院　理事長　迫田　 移動 歯外 現存
     (歯       7)敏 平29. 9.26
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801,3888,3 小森歯科クリニック 〒890-0031 099-204-9955医療法人　小森歯科ク小森　政直 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市武岡四丁目１１番８号 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 現存
     (歯       1)森　政直 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36901,3889,1 のぞみ歯科医院 〒890-0002 099-229-4363医療法人　健口会　理白山　望 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     鹿児島市西伊敷二丁目６番１号 常　勤:    1事長　白山　望 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37001,3891,7 田中矯正歯科 〒890-0053 099-257-9052医療法人　ハヤの会　田中　巽 平29.11. 1矯歯 歯   診療所
     鹿児島市中央町２１番地１４ 常　勤:    3理事長　田中　巽 移動 現存
     (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37101,3892,5 医療法人社団明生会　〒892-0846 099-210-7005医療法人社団　明生会松尾　栄次郎 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松尾歯科医院鹿児島 鹿児島市加治屋町１２－１３福岡常　勤:    1　理事長　田畑　陽一 新規 歯外 現存
     デンタルビル７階 (歯       1)郎 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37201,3893,3 友愛歯科医院 〒891-0203 099-345-1471黒江　信二 黒江　信二 平30. 2.15歯   診療所
     鹿児島市喜入町６０７５番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37301,3894,1 ベアーズデンタルクリ〒892-0817 099-222-1181藤澤　真理 藤澤　真理 平30. 4. 2歯   小歯 診療所
     ニック 鹿児島市小川町１７－１０－１０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37401,3895,8 ららら歯科・小児歯科〒891-0141 099-813-8812濵田　長博 濵田　長博 平30. 4.20歯   歯外 小歯診療所
     鹿児島市谷山中央１丁目４１０４常　勤:    2 新規 現存
     －１４レジリエント・ハマダ２階(歯       2) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37501,3896,6 平田歯科医院 〒890-0026 099-255-8315医療法人　きよら　理平田　武大 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿児島市原良二丁目３番２２号 常　勤:    1事長　平田　武大 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37601,3899,0 はせがわこども歯科 〒890-0082 099-812-6030医療法人　碧瑶会　理長谷川　大子 平30. 5. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     鹿児島市紫原四丁目３０番１５号常　勤:    1事長　長谷川　大子 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37701,3910,5 永里歯科 〒891-0141 099-266-0041永里　均 永里　均 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿児島市谷山中央１丁目４０８８常　勤:    1 移動 現存
     番地 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37803,3003,5 四元　歯科医院 〒893-0064 0994(42)2687四元　久子 四元　久子 昭33. 2. 4歯   診療所
     鹿屋市西原一丁目１番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37903,3019,1 島田　歯科医院 〒893-0011 0994(44)0180島田　良光 島田　良光 昭55. 7. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市打馬２丁目１０番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38003,3021,7 ひがし　歯科医院 〒893-0045 0994(48)2015東　俊朗 東　俊朗 昭56. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市田渕町８４３ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
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  38103,3022,5 近藤　歯科医院 〒893-0064 0994(44)5373近藤　彰 近藤　彰 昭58. 6. 1歯   診療所
     鹿屋市西原４丁目７－２１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38203,3024,1 上村　歯科医院 〒893-0037 0994(44)6077上村　長和 上村　長和 昭60. 3. 1歯   診療所
     鹿屋市田崎町２４２１－５ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38303,3025,8 永山矯正歯科医院 〒893-0064 0994(40)1182永山　章一 永山　章一 昭60. 6. 1矯歯 歯   小歯診療所
     鹿屋市西原４丁目１０番４９号 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38403,3027,4 西の原歯科医院 〒893-0011 0994-40-4180西之原　正明 西之原　正明 昭61. 3.15歯   小歯 矯歯診療所
     鹿屋市打馬１丁目４－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38503,3029,0 おにがはら　歯科医院〒893-0014 0994(40)3340鬼ケ原　真人 鬼ケ原　真人 昭62. 3.16歯   小歯 診療所
     鹿屋市寿２丁目１６番２０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38603,3032,4 はしき　歯科 〒893-0014 0994(40)4184枦木　郁哉 枦木　郁哉 昭63. 5. 6歯   小歯 矯歯診療所
     鹿屋市寿７丁目５－４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38703,3034,0 重久歯科医院 〒893-0006 0994(42)4470医療法人　重久歯科医重久　智孝 平元.10. 1歯   診療所
     鹿屋市向江町１１－１８ 常　勤:    2院　理事長　重久　智 現存
     (歯       2)孝 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38803,3035,7 中原　歯科診療所 〒893-0064 0994(43)0088医療法人　文生　理事中原　康文 平元.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿屋市西原１丁目１２番１９号 常　勤:    1長　中原　康文 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38903,3036,5 貴島　歯科医院 〒893-0013 0994(44)5000医療法人　貴島歯科医貴島　正治 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市札元１丁目２４番９号 常　勤:    1院　理事長　貴島　正 歯外 現存
     (歯       1)治 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39003,3037,3 八木　歯科 〒893-0016 0994-43-0648八木　雅彦 八木　雅彦 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市白崎町２番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39103,3039,9 いなざわ　歯科医院 〒893-0032 0994(41)0077稲澤　豊 稲澤　豊 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市川西町４４６０－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39203,3041,5 まつもと　歯科 〒891-2311 0994(46)3939松元　光博 松元　光博 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市白水町６９８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39303,3044,9 根木原　歯科 〒893-0013 0994(41)0750根木原　治 根木原　治 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市札元１丁目２２－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39403,3047,2 とおや治歯科クリニッ〒893-0014 0994(40)1811遠矢　治 遠矢　治 平 4.10. 8歯   矯歯 小歯診療所
     ク 鹿屋市寿１丁目１４－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39503,3048,0 いなば　歯科 〒893-0064 0994(41)4798稲葉　達也 稲葉　達也 平 5. 4.12歯   小歯 診療所
     鹿屋市西原２丁目３４番１７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39603,3050,6 武田　歯科医院 〒893-0057 0994(44)1619医療法人　真知会　理武田　悦孝 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市今坂町１００４５－３８ 常　勤:    1事長　武田　悦孝 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39703,3052,2 さかもと歯科クリニッ〒893-0014 0994-44-2003社会医療法人　恒心会坂元　潤也 平 6. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 鹿屋市寿八丁目２１番２号 常　勤:    1　理事長　小倉　雅 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39803,3058,9 クリス　歯科 〒893-0016 0994-41-3931栗栖　佳夫 栗栖　佳夫 平 9. 5. 6歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市白崎町１９番１４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39903,3061,3 ひらおか　歯科 〒893-0015 0994-41-3060平岡　孝志 平岡　孝志 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市新川町１３４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40003,3065,4 下浜歯科医院 〒893-0032 0994-41-5888下濵　和博 下濵　和博 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市川西町４４４８ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40103,3066,2 吉留歯科医院 〒893-0022 0994-42-3708吉留　勝雄 吉留　勝雄 平11.12. 6歯   小歯 歯外診療所
     鹿屋市旭原町２５２４ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40203,3067,0 すみの歯科 〒893-0014 0994-42-2959角野　博人 角野　博人 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿屋市寿三丁目１１番７号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40303,3068,8 高須歯科医院 〒893-0054 0994-47-2525右田　利彦 右田　利彦 平13. 3. 8歯   診療所
     鹿屋市高須町９５０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40403,3071,2 安楽歯科 〒893-0014 0994-44-2220安楽　博史 安楽　博史 平15. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市寿５丁目１７番４０号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40503,3075,3 中野歯科医院 〒893-0005 0994-41-7455中野　俊一 中野　俊一 平17. 7.15歯   小歯 歯外診療所
     鹿屋市共栄町１５番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40603,3076,1 きらら歯科クリニック〒893-0201 0994-86-1799吉見　博敏 吉見　博敏 平15.12.18歯   小歯 診療所
     鹿屋市輝北町上百引４０１５番地常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40703,3078,7 本橋　歯科医院 〒893-1603 0994(63)7055本橋　晋 本橋　晋 昭62.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿屋市串良町岡崎２１９０ー１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40803,3079,5 池田　歯科 〒893-1603 0994(63)3770医療法人　池田　歯科池田　昭 平元.10. 1歯   診療所
     鹿屋市串良町岡崎２１６２－１ 常　勤:    1　理事長　池田　昭 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40903,3080,3 岩崎　歯科医院 〒893-1101 0994-58-5511岩﨑　正紀 岩﨑　正紀 平 7.10. 1歯   診療所
     鹿屋市吾平町上名２０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41003,3081,1 小浜　歯科医院 〒893-1103 0994-58-6010医療法人　おばま会　小浜　昭二 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市吾平町麓３４２８番地１ 常　勤:    2理事長　小浜　昭二 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41103,3082,9 さこだ歯科医院 〒893-1103 0994-58-7601医療法人　直心会　理迫田　兼久 平10. 7.18歯   診療所
     鹿屋市吾平町麓３３３３番地 常　勤:    1事長　小野　一夫 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41203,3083,7 まつおか歯科医院 〒893-1605 0994-62-8777松岡　俊郎 松岡　俊郎 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市串良町上小原字野茶下３４常　勤:    1 新規 現存
     ７４番地１１ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41303,3084,5 安代歯科 〒893-0007 0994-42-2936内倉　賢二 内倉　賢二 平18. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市北田町９番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41403,3085,2 はらぞの歯科 〒893-0047 0994-40-4118医療法人　はらぞの歯原園　聖一 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市下堀町９５７７番地３ 常　勤:    1科　理事長　原園　聖 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41503,3086,0 まつおか歯科クリニッ〒893-0065 0994-42-7001医療法人　秀歯会　理松岡　建介 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 鹿屋市郷之原町１２５８８－２ 常　勤:    1事長　松岡　建介 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41603,3088,6 あおぞら歯科 〒893-0064 0994-36-5688四元　忠久 四元　忠久 平20.12.24歯   小歯 歯外診療所
     鹿屋市西原１丁目２９番２７号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41703,3091,0 おおやま歯科クリニッ〒893-0014 0994-43-3210医療法人　新晃会　理大山　宏史 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 鹿屋市寿４丁目６番４８号 常　勤:    1事長　大山　宏史 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41803,3092,8 けいこ歯科 〒893-0014 0994-40-0418原田　佳子 原田　佳子 平22.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿屋市寿４丁目１１番１０号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41903,3093,6 ひらたデンタルクリニ〒893-0013 0994-45-4929平田　善幸 平田　善幸 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 鹿屋市札元１丁目１６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42003,3096,9 はまち歯科・小児歯科〒893-0013 0994-43-8461濵地　剛 濵地　剛 平24. 4. 2歯   小歯 診療所
     クリニック 鹿屋市札元二丁目３７７１番地１常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42103,3098,5 むらじ歯科クリニック〒893-1601 0994-62-2381村治　優造 村治　優造 平25. 3.12歯   小歯 診療所
     鹿屋市串良町細山田５１７４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42203,3099,3 よつもと矯正歯科 〒893-0014 0994-41-7633医療法人　順正会　理四元　みか 平25.10. 1矯歯 診療所
     鹿屋市寿４丁目４－１１ 常　勤:    1事長　四元　みか 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42303,3101,7 あさい歯科 〒893-0023 0994-41-5100医療法人　あさい歯科浅井　博明 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿屋市笠之原町２５番４－２号 常　勤:    1　理事長　浅井　博明 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42403,3102,5 四季デンタルクリニッ〒893-0014 0994-44-1500中垣内　卓 中垣内　卓 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 鹿屋市寿４丁目７５５－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42503,3103,3 水口歯科医院 〒893-0014 0994-43-4635水口　弘典 水口　弘典 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     鹿屋市寿２丁目１４－４１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42603,3104,1 ひまわり歯科スマイル〒893-0013 0994-36-8020上床　明香 上床　明香 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 鹿屋市札元一丁目２６番４１号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42704,3012,4 デンタルクリニック　〒898-0016 0993(72)7712有山　茂 有山　茂 昭62. 1. 5歯   診療所
     アリヤマ 枕崎市高見町２４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42804,3013,2 さめしま歯科 〒898-0011 0993(72)8255鮫島　明宏 鮫島　明宏 昭63. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     枕崎市緑町９６番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42904,3015,7 峰元　歯科 〒898-0011 0993(72)4321峰元　方士 峰元　方士 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     枕崎市緑町１４３番 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43004,3016,5 廣島　歯科医院 〒898-0004 0993(72)0103医療法人　盛裕会　理廣島屋　裕 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     枕崎市港町１０７番地 常　勤:    1事長　廣島屋　裕 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43104,3018,1 ヒロシマ　デンタルク〒898-0051 0993(72)7111廣島屋　徹 廣島屋　徹 平 4. 1.10歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 枕崎市中央町３６３番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43204,3021,5 今給黎歯科医院 〒898-0016 0993-73-2838今給黎　一孝 今給黎　一孝 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     枕崎市高見町９０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43304,3022,3 かわばた　歯科医院 〒898-0016 0993-73-2434医療法人　皓歯会　理川畑　正樹 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     枕崎市高見町２７３番地１三愛ビ常　勤:    1事長　川畑正樹 組織変更 歯外 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43404,3023,1 北島歯科医院 〒898-0005 0993-73-2182北島　麟一 北島　麟一 平11. 8.23歯   診療所
     枕崎市中町２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43504,3024,9 山之内歯科医院 〒898-0015 0993-72-0477山之内　伸 山之内　伸 平12. 4. 1歯   診療所
     枕崎市西本町５８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43604,3025,6 有山歯科医院 〒898-0016 0993-72-0455有山　希味子 有山　希味子 平13. 4. 1歯   診療所
     枕崎市高見町２０９番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43704,3027,2 ふぁみりー歯科 〒898-0004 0993-76-3587医療法人　ふぁみりー山下　福嘉 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枕崎市港町９ 常　勤:    1歯科　理事長　山下　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)福嘉 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43804,3028,0 草野歯科医院 〒898-0018 0993-72-9808草野　浩一 草野　浩一 平30. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     枕崎市桜木町２５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43906,3018,6 宮薗　歯科医院 〒899-1624 0996-73-3222医療法人　宮薗歯科医宮薗　良一 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     阿久根市大丸町９０番２６ 常　勤:    1院　理事長　宮薗　良 組織変更 現存
     (歯       1)一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44006,3021,0 久木田　歯科医院 〒899-1615 0996-73-0470久木田　昌隆 久木田　昌隆 平 9. 3. 3歯   矯歯 小歯診療所
     阿久根市琴平町５８番地 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44106,3022,8 ひかり歯科クリニック〒899-1628 0996-72-4263医療法人　アサップ　小幡　憲一郎 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿久根市塩鶴町一丁目４３番地 常　勤:    1理事長　飯干光男 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44206,3026,9 スマイル歯科医院 〒899-1131 0996-75-3300杉山　光喜 杉山　光喜 平12.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿久根市脇本８３４９番地１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44306,3027,7 よしもと歯科クリニッ〒899-1131 0996-75-3333医療法人　惇明会　理吉元　和八 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 阿久根市脇本６９６６－１ 常　勤:    1事長　吉元　和八 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44406,3028,5 かとう歯科 〒899-1611 0996-73-4773加藤　秀展 加藤　秀展 平29. 7. 6歯   小歯 歯外診療所
     阿久根市赤瀬川１２６６番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44506,3029,3 あくね歯科医院 〒899-1624 0996-72-0556德添　浩子 德添　浩子 平29.11. 1歯   診療所
     阿久根市大丸町９３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44606,3030,1 丸山歯科医院 〒899-1624 0996-68-1911丸山　浩美 丸山　浩美 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿久根市大丸町８３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44708,3014,1 福原　歯科医院 〒899-0201 0996(63)2501福原　彰 福原　彰 昭59. 4.16歯   診療所
     出水市緑町１９番２０号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44808,3018,2 上野　歯科医院 〒899-0214 0996(63)2306上野　理平 上野　理平 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     出水市五万石町３５５番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44908,3020,8 椎原　歯科医院 〒899-0126 0996(67)4111医療法人　椎原歯科医河野　秀樹 平元.10. 1歯   診療所
     出水市六月田町９９７番地 常　勤:    1院　理事長　椎原　京 現存
     (歯       1)子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45008,3021,6 村岡歯科医院 〒899-0202 0996(62)0601医療法人　村岡歯科医村岡　建夫 平 2. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     出水市昭和町４４番１号 常　勤:    2院　理事長　村岡　建 歯外 現存
     (歯       2)夫 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45108,3022,4 おてき　歯科医院 〒899-0212 0996(63)0393樗木　浩 樗木　浩 平 2. 8. 1歯   診療所
     出水市上知識町７０３番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45208,3023,2 白男川　歯科医院 〒899-0206 0996-63-0009白男川　雅仁 白男川　雅仁 平 3. 8. 1歯   診療所
     出水市向江町８５３９番１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45308,3024,0 徳森　歯科医院 〒899-0121 0996(67)3608徳森　健治 徳森　健治 平 5. 7. 8歯   診療所
     出水市米ノ津町１６番２６号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45408,3025,7 橋口　歯科医院 〒899-0207 0996(63)2330医療法人　橋口歯科医橋口　盛 平 5.10. 1歯   診療所
     出水市中央町１５８５番地 常　勤:    1院　理事長　橋口　盛 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45508,3026,5 金子　歯科医院 〒899-0205 0996(63)2150医療法人　英真会　金金子　英二 平 6.10. 1歯   診療所
     出水市本町３番２２号 常　勤:    2子歯科医院　理事長　 現存
     (歯       2)金子　英二 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608,3029,9 つばさ　歯科 〒899-0213 0996-62-8519所崎　聡 所崎　聡 平 9.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出水市西出水町１６５６番地 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708,3040,6 こじま歯科医院 〒899-0207 0996-63-4618児島　正明 児島　正明 平16. 4. 5歯   小歯 矯歯診療所
     出水市中央町１１８０番地３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45808,3042,2 しお歯科医院 〒899-0123 0996-67-5844医療法人　秀志会　理塩山　秀哉 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     出水市下鯖町１４６８番地３ 常　勤:    2事長　塩山　秀哉 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908,3045,5 中島　歯科医院 〒899-0401 0996(82)0020医療法人　中島歯科医中島　亮 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出水市高尾野町大久保６番地 常　勤:    1院　理事長　中島　亮 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46008,3046,3 石沢　歯科医院 〒899-0501 0996-84-4411石澤　新 石澤　新 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出水市野田町上名５８５５番地 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46108,3047,1 北園歯科医院 〒899-0403 0996-64-2151北園　幸紀 北園　幸紀 平13. 4. 2歯   小歯 診療所
     出水市高尾野町唐笠木８６０番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46208,3049,7 医療法人　壮大会　水〒899-0402 0996-82-0064医療法人　壮大会　理水野　大輔 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     野歯科医院 出水市高尾野町柴引２７８７番地常　勤:    1事長　水野　大輔 組織変更 現存
     １５ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46308,3052,1 はしぐち歯科クリニッ〒899-0212 0996-62-8241橋口　勝美 橋口　勝美 平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 出水市上知識町５４８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46408,3054,7 塩山歯科医院 〒899-0205 0996-62-2634塩山　秀俊 塩山　秀俊 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     出水市本町１３－８ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46508,3055,4 田畑歯科医院 〒899-0216 0996-62-0888田畑　秀樹 田畑　秀樹 平23. 4. 1歯   矯歯 診療所
     出水市大野原町７３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46608,3057,0 よしだ歯科クリニック〒899-0401 0996-79-3443吉田　直哉 吉田　直哉 平24. 7. 2歯   小歯 診療所
     出水市高尾野町大久保２８４７－常　勤:    1 移動 現存
     ２ (歯       1) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46708,3060,4 ちゃえん歯科 〒899-0126 0996-67-2325医療法人　一二三会　茶圓　卓郎 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     出水市六月田町５６７番地１ 常　勤:    3理事長　茶圓　卓郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46808,3061,2 柏木歯科クリニック 〒899-0405 0996-79-4618柏木　裕一郎 柏木　裕一郎 平28. 5.11歯   小歯 診療所
     出水市高尾野町下水流９０７－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46908,3062,0 太田歯科クリニック 〒899-0502 0996-84-4700医療法人　典史会　理太田　剛史 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     出水市野田町下名５３９０番地５常　勤:    1事長　太田　剛史 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47010,3011,3 みなみ歯科 〒891-0401 0993(22)6480南　七子 南　七子 昭58.12.15歯   小歯 診療所
     指宿市大牟礼３丁目２４番１７号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47110,3016,2 宮﨑　歯科医院 〒891-0404 0993(22)6101医療法人　宮﨑歯科医宮﨑　信行 平 2. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     指宿市東方１８番地２ 常　勤:    2院　理事長　宮﨑　信 矯歯 現存
     (歯       2)行 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47210,3017,0 むこよし　歯科医院 〒891-0403 0993(24)3151向吉　伸郎 向吉　伸郎 平 2. 7. 2歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市十二町２１７２ー１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47310,3018,8 伊地知　歯科医院 〒891-0405 0993(24)5530伊地知　健 伊地知　健 平 3. 4. 1歯   診療所
     指宿市湊二丁目９－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47410,3023,8 北薗デンタルクリニッ〒891-0405 0993(22)6401北薗　正裕 北薗　正裕 平 5.10. 8歯   小歯 診療所
     ク 指宿市湊４－５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47510,3025,3 大津　歯科医院 〒891-0403 0993(23)4155大津　浩久 大津　浩久 平 6. 4. 2歯   診療所
     指宿市十二町２０７２番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47610,3026,1 上野　歯科医院 〒891-0406 0993-24-3145医療法人　上野歯科医上野　修 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市湯の浜一丁目１番９号 常　勤:    1院　理事長　上野　修 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47710,3027,9 まつもと一広　歯科医〒891-0311 0993-25-4618松元　一広 松元　一広 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 指宿市西方２０８０ー１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47810,3028,7 まわたり　歯科医院 〒891-0405 0993-23-3161馬渡　成太郎 馬渡　成太郎 平 9.11. 7歯   小歯 診療所
     指宿市湊一丁目１０ー２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47910,3032,9 なのはな歯科医院 〒891-0304 0993-25-4000中村　章 中村　章 平11. 6. 3歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市東方字中田口田１０８０１常　勤:    1 新規 現存
     ー１ (歯       1) 平29. 6. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48010,3034,5 いぶすき歯科医院 〒891-0311 0993-25-5050亀山　秀和 亀山　秀和 平15. 4. 4歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市西方６８４３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48110,3035,2 今村歯科クリニック 〒891-0516 0993(35)2533今村　光俊 今村　光俊 昭61.10. 1歯   診療所
     指宿市山川成川１８０の３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48210,3037,8 平田　歯科医院 〒891-0507 0993-35-2150医療法人　平田歯科医平田　晃士 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市山川入船町５番地 常　勤:    1院　理事長　平田　晃 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)士 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48310,3038,6 濵田歯科医院 〒891-0602 0993-32-5353医療法人　朝樹会　理濱田　静樹 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市開聞川尻４９２０ー１ 常　勤:    2事長　濵田　静樹 組織変更 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48410,3039,4 開聞歯科医院 〒891-0603 0993-32-4721濵田　三郎 濵田　三郎 平11. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市開聞十町２５１６ー２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48510,3040,2 ひばり歯科・矯正歯科〒891-0515 0993-27-6288坂口　久美子 坂口　久美子 平11. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市山川小川字西野辺１５５９常　勤:    2 新規 現存
     番１ (歯       2) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48610,3041,0 樋渡歯科医院 〒891-0506 0993-34-0201樋渡　順一 樋渡　順一 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     指宿市山川金生町３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48710,3042,8 日高歯科医院 〒891-0406 0993-24-3839日高　一郎 日高　一郎 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     指宿市湯の浜二丁目８番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
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  48810,3043,6 なかはら歯科医院 〒891-0403 0993-23-2920中原　卓彦 中原　卓彦 平20.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     指宿市十二町１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48910,3046,9 そのだ歯科医院 〒891-0405 0993-22-3561医療法人　皓健会　理園田　悟 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     指宿市湊一丁目１２－６３ 常　勤:    1事長　園田　悟 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49010,3047,7 永尾歯科医院 〒891-0402 0993-24-5523永尾　京子 永尾　京子 平25.12. 1歯   小歯 診療所
     指宿市十町８８４番地 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49113,3003,4 阿世知　歯科医院 〒891-3101 0997-22-0522阿世知　和敬 阿世知　和敬 昭42. 3.15歯   診療所
     西之表市西之表７１６２ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49213,3007,5 ヨシヲ歯科医院 〒891-3101 09972(3)1895池村　芳男 池村　芳男 昭57. 8. 2歯   診療所
     西之表市西之表９９６２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49313,3009,1 えのもと　歯科医院 〒891-3111 0997-22-2525榎本　孝 榎本　孝 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西之表市西町７０６６番地 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49413,3010,9 なかむら　歯科医院 〒891-3116 0997-22-2418中村　伸治 中村　伸治 平 8. 1.15歯   小歯 診療所
     西之表市鴨女町２１７番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49513,3014,1 ならはら歯科クリニッ〒891-3101 0997-23-3118楢原　弘晃 楢原　弘晃 平26. 3.14歯   小歯 矯歯診療所
     ク 西之表市西之表字北ノ山１０１７常　勤:    1 新規 現存
     １－１ (歯       1) 平26. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49614,3012,3 竹下　歯科医院 〒891-2122 0994(32)6616医療法人　豊歯会　理内田　博文 平 2. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     垂水市上町７１番地 常　勤:    1事長　竹下　博之 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49714,3013,1 いのうえ　歯科医院 〒891-2104 0994(32)6977井上　敏博 井上　敏博 平 3. 9. 1歯   診療所
     垂水市田神２５番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
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  49814,3015,6 川畑　歯科医院 〒891-2104 0994(32)7788川畑　浩 川畑　浩 平 5. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     垂水市田神３５１０－１ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49914,3017,2 ろくた　歯科医院 〒891-2126 0994-32-6464医療法人　垂裕会　理六田　久裕 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     垂水市南松原町７８番地 常　勤:    1事長　六田　久裕 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50014,3020,6 なぎさ　歯科医院 〒891-2115 0994-31-3118小土橋　伸一 小土橋　伸一 平 9. 7.10歯   小歯 診療所
     垂水市浜平１８３８ー１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50114,3025,5 きょうわ歯科 〒891-2102 0994-32-9630迫田　義徳 迫田　義徳 平13. 7. 2歯   小歯 診療所
     垂水市中俣字迫田４７１番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50214,3027,1 しげやま歯科 〒891-2123 0994-32-0006医療法人　彩雲会　理重山　洋一郎 平24.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     垂水市本町７７番地 常　勤:    1事長　重山　洋一郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50315,3003,9 高島歯科医院 〒895-0051 0996(23)2212高島　孝幸 髙島　幸一 昭53.12. 1歯   診療所
     薩摩川内市東開聞町１－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50415,3008,8 河村　歯科医院 〒895-0065 0996(25)4456河村　和彦 河村　和彦 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     薩摩川内市宮内町２０１５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50515,3010,4 上村　歯科医院 〒895-0026 0996(23)4777上村　芳記 上村　芳記 昭57.11. 1歯   診療所
     薩摩川内市東向田町２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50615,3011,2 西谷　歯科医院 〒895-0076 0996(22)2525西谷　尚純 西谷　尚純 昭63. 1. 1歯   診療所
     薩摩川内市大小路町７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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  50715,3012,0 慶田　歯科医院 〒895-0012 0996(25)3933医療法人慶田歯科医院慶田　安弘 平元. 4. 1歯   診療所
     薩摩川内市平佐町３４４８番地１常　勤:    1　理事長　慶田　安弘 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50815,3013,8 池田　歯科医院 〒895-0074 0996(25)3555医療法人　池田歯科医池田　敏雄 平元.10. 1歯   診療所
     薩摩川内市原田町７番７ー２号 常　勤:    1院　理事長　池田　敏 現存
     (歯       1)雄 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50915,3014,6 宇都　歯科医院 〒895-0055 0996(22)1188宇都　博幸 宇都　博幸 平 2. 7. 2歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩川内市西開聞町３４番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51015,3015,3 時吉歯科医院 〒895-0076 0996(23)6600時吉　秀一 時吉　秀一 平 2. 8. 2歯   小歯 診療所
     薩摩川内市大小路町３８番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51115,3016,1 星元　歯科 〒895-0075 0996(22)6433星元　伊作 星元　伊作 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     薩摩川内市東大小路町５３番１６常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51215,3018,7 せんだい　歯科医院 〒895-0026 0996(22)1122山内　久哉 山内　久哉 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     薩摩川内市東向田町３番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51315,3019,5 ぎんや　歯科医院 〒895-0013 0996(22)4100銀屋　一彦 銀屋　一彦 平 3. 6. 3歯   診療所
     薩摩川内市宮崎町１９６５番４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51415,3020,3 相良　歯科医院 〒895-0012 0996-20-0020相良　孝一 相良　孝一 平 3.10. 1歯   診療所
     薩摩川内市平佐町３８３２－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51515,3021,1 医療法人　永里歯科医〒895-0027 0996(22)7227医療法人　永里歯科医永里　広己 平 3.10. 1歯   診療所
     院 薩摩川内市西向田町６番５号 常　勤:    1院　理事長　永里　広 現存
     (歯       1)己 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51615,3022,9 医療法人　林　歯科医〒895-0012 0996-20-5251医療法人　林歯科医院林　廣昭 平 3.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 薩摩川内市平佐町２００４番 常　勤:    2　理事長　林　廣昭 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51715,3023,7 医療法人　米良　歯科〒895-0031 0996(20)0820医療法人　米良歯科医米良　貴久 平 3.11. 1歯   診療所
     医院 薩摩川内市勝目町４１７０番１ 常　勤:    1院　理事長　米良　貴 現存
     (歯       1)久 平24.11. 1
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  51815,3025,2 やなぎた　歯科医院 〒895-0012 0996-20-6480柳田　英幸 柳田　英幸 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     薩摩川内市平佐町１８２２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51915,3026,0 智　デンタルオフィス〒895-0027 0996-27-2121山口　智己 山口　智己 平 8. 4. 3歯   小歯 診療所
     薩摩川内市西向田町１６ー１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52015,3027,8 こすも　歯科医院 〒895-0031 0996-22-8123児島　英和 児島　英和 平 8.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩川内市勝目町５３５５ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52115,3029,4 若松歯科医院 〒895-0013 0996-27-0008若松　常信 若松　常信 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩川内市宮崎町３７０１ー１ 常　勤:    2 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52215,3030,2 林かずひろ歯科クリニ〒895-0021 0996-21-1755林　和廣 林　和廣 平11. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     ック 薩摩川内市向田本町１８ー２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52315,3031,0 永山歯科医院 〒895-0062 0996-22-3862永山　寛 永山　寛 平12. 1. 1歯   診療所
     薩摩川内市大王町７ー５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52415,3032,8 まつなが歯科 〒895-0024 0996-27-0023松永　信 松永　信 平12. 3.27歯   小歯 診療所
     薩摩川内市鳥追町１５ー１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52515,3033,6 みずひき歯科診療所 〒899-1922 0996-31-2888医療法人　いづみ会　田中　ひとみ 平14.12. 1歯   診療所
     薩摩川内市小倉町２５９１番地１常　勤:    2理事長　田中　ひとみ 移動 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52615,3034,4 さかもと歯科医院 〒895-0072 0996-22-0010坂本　雄一 坂本　雄一 平15. 4.10歯   小歯 矯歯診療所
     薩摩川内市中郷４丁目１５番地 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52715,3035,1 薩摩川内市下甑歯科診〒896-1521 09969(5)0414薩摩川内市長 有村　久厚 昭53. 5.15歯   小歯 歯外診療所
     療所 薩摩川内市下甑町青瀬６０６番地常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52815,3037,7 祁答院　歯科 〒895-1501 0996-55-0088鶴田　浩 鶴田　浩 平元. 4. 1歯   診療所
     薩摩川内市祁答院町下手３０６の常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 1
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  52915,3038,5 瀬口　歯科医院 〒895-1106 0996(42)0061医療法人　瀬口歯科医瀬口　康隆 平元.10. 1歯   診療所
     薩摩川内市東郷町斧渕２７７ 常　勤:    1院　理事長　瀬口　康 現存
     (歯       1)隆 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53015,3040,1 まつもと　歯科医院 〒895-1402 0996(44)5000松本　哲幸 松本　哲幸 平 4.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩川内市入来町浦之名７６７６常　勤:    1 現存
     番１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53115,3041,9 さめしま　歯科医院 〒895-1202 0996(37)3824鮫島　毅 鮫島　毅 平 5. 5. 1歯   診療所
     薩摩川内市樋脇町塔之原８４６－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53215,3042,7 にしたに　歯科医院 〒895-1203 0996-38-2855西谷　啓昭 西谷　啓昭 平 8. 6. 1歯   診療所
     薩摩川内市樋脇町市比野１０４番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53315,3046,8 ひめの歯科クリニック〒895-1106 0996-42-0786姫野　伸幸 姫野　伸幸 平18. 2.14歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩川内市東郷町斧淵中流水９７常　勤:    1 新規 現存
     ２ー１ (歯       1) 平30. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53415,3048,4 とくなが歯科クリニッ〒895-0211 0996-20-6066徳永　拓也 徳永　拓也 平19. 4. 9歯   小歯 歯外診療所
     ク 薩摩川内市高城町１７１８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53515,3049,2 しげたこども歯科 〒895-0012 0996-24-2564重田　浩樹 重田　浩樹 平20. 7. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     薩摩川内市平佐町３６０５－１１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53615,3050,0 せぐち歯科クリニック〒895-1401 0996-44-4618瀬口　康弘 瀬口　康弘 平22.10.22歯   小歯 歯外診療所
     薩摩川内市入来町副田５９５０－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.10.22
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53715,3051,8 しげなが歯科医院 〒895-0012 0996-25-3193医療法人　誠真会　理重永　誠之 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩川内市平佐一丁目１３５番地常　勤:    8事長　重永　誠之 組織変更 歯外 現存
     (歯       8) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  53815,3052,6 やまもと歯科 〒895-0063 0996-41-4388山本　高広 山本　高広 平23. 4. 1歯   診療所
     薩摩川内市若葉町５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53915,3053,4 ハレルヤ歯科室 〒899-1921 0996-26-3200医療法人　静和会　理村上　修之 平24. 6.12歯   矯歯 歯外診療所
     薩摩川内市水引町３１９４番地２常　勤:    2事長　村上　芽梨 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平30. 6.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54015,3054,2 ながとし歯科クリニッ〒895-0005 0996-22-1184遠矢　東秀 遠矢　東秀 平26. 1.15歯   小歯 診療所
     ク 薩摩川内市永利町２６１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54115,3055,9 今井歯科医院 〒895-0061 0996-22-6090長樂　由美 長樂　由美 平28. 3.13歯   診療所
     薩摩川内市御陵下町３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54216,3002,9 吹上　歯科 〒899-3301 099-296-2508原田　哲典 原田　哲典 昭59. 8. 1歯   診療所
     日置市吹上町中原２８５０番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54316,3003,7 福山　歯科医院 〒899-2503 099-273-1419福山　毅 福山　毅 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     日置市伊集院町妙円寺１丁目７２常　勤:    2 現存
     －４ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54416,3004,5 林田　歯科医院 〒899-2504 099-272-3993林田　賢一 林田　賢一 平 2. 5. 1歯   診療所
     日置市伊集院町郡一丁目８１番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54516,3006,0 永浜　歯科医院 〒899-2502 099-273-2023医療法人　永浜歯科医永濱　俊宏 平 3.11. 1歯   診療所
     日置市伊集院町徳重３９０番地 常　勤:    1院　理事長　永濱　俊 現存
     (歯       1)宏 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54616,3007,8 はぜもと　歯科医院 〒899-3101 099-292-4600櫨元　健壱 櫨元　健壱 平 5. 6. 3歯   診療所
     日置市日吉町日置３９５－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54716,3008,6 米澤　歯科医院 〒899-2201 099-274-6488米澤　修 米澤　修 平 6.10. 3歯   小歯 診療所
     日置市東市来町湯田２６３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
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  54816,3010,2 ニコニコ歯科医院 〒899-3301 099-296-5777原田　浩之 原田　浩之 平 6.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日置市吹上町中原２８１０－３番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54916,3011,0 清水　歯科医院 〒899-2501 099-273-2233清水　久喜 清水　久喜 平 9. 3. 3歯   矯歯 小歯診療所
     日置市伊集院町下谷口２２３３ー常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55016,3013,6 たさき　歯科医院 〒899-2201 099-274-6480田崎　資朗 田崎　資朗 平 9.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日置市東市来町湯田２８６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55116,3015,1 こだま歯科クリニック〒899-2201 099-274-5077兒玉　健一 兒玉　健一 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     日置市東市来町湯田３１８０ー３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55216,3016,9 医療法人　門松歯科医〒899-2501 099-272-2015医療法人　門松歯科医門松　秀司 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 日置市伊集院町下谷口１９２６ 常　勤:    3院　理事長　門松　秀 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)司 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55316,3017,7 前田歯科・矯正歯科 〒899-2502 099-272-6066前田　充 前田　充 平12. 9.19歯   矯歯 小歯診療所
     日置市伊集院町徳重三丁目１４番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平24. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55416,3018,5 いざく歯科 〒899-3302 099-245-1080丸山　淳 丸山　淳 平14.12. 4歯   小歯 診療所
     日置市吹上町中之里１５１８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55516,3020,1 どりーむ歯科 〒899-2513 099-273-9811永綱　健一 永綱　健一 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日置市伊集院町麦生田２１４２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55616,3021,9 えご歯科医院 〒899-2501 099-273-8020江籠　三浩 江籠　三浩 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日置市伊集院町下谷口２４６２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55716,3022,7 ふくはら歯科医院 〒899-2504 099-272-3272福原　博一 福原　博一 平18.10. 1歯   矯歯 診療所
     日置市伊集院町郡字中園１２５８常　勤:    1 移動 現存
     －５ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55816,3023,5 長里歯科医院 〒899-2202 099-274-5911山下　智英 山下　智英 平22. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日置市東市来町長里２２６１番 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55916,3024,3 藤井歯科 〒899-2502 099-273-2270藤井　斎 藤井　斎 平25. 2. 1歯   診療所
     日置市伊集院町徳重３丁目１２番常　勤:    1 組織変更 現存
     地２ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56016,3025,0 そふと歯科（伊集院）〒899-2505 099-246-5700医療法人　そふと会　伊集院　彩 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     日置市伊集院町猪鹿倉７２７番地常　勤:    3理事長　岩元　亨彦 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56116,3026,8 ゆだデンタルクリニッ〒899-2502 099-272-1788湯田　昭彦 湯田　昭彦 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 日置市伊集院町徳重１丁目６番地常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ７ (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56217,3003,5 川嶋　歯科医院 〒899-8601 0994(82)3249川嶋　和廣 川嶋　和廣 昭58. 2.15歯   診療所
     曽於市末吉町岩崎９８９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56317,3005,0 井上　歯科医院 〒899-8103 0994(82)4884医療法人　井上　歯科井上　信也 平 3.10. 1歯   診療所
     曽於市大隅町中之内８８４２番地常　勤:    1医院　理事長　井上　 現存
     ５１ (歯       1)信也 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56417,3006,8 関　歯科クリニック 〒899-8605 0986(76)6474医療法人　航遙会　理関　正広 平 5. 4. 1歯   診療所
     曽於市末吉町二之方６３９４－１常　勤:    3事長　関　正広 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56517,3007,6 宅間　歯科医院 〒899-4101 0986(72)3850宅間　政次 宅間　政次 平 5. 6. 3歯   歯外 診療所
     曽於市財部町南俣字南１１１７８常　勤:    1 現存
     番地１０ (歯       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56617,3008,4 渡辺　歯科クリニック〒899-8102 099-482-5676医療法人　渡辺歯科ク渡辺　智哉 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     曽於市大隅町岩川５６１６ー１ 常　勤:    1リニック　理事長　渡 組織変更 現存
     (歯       1)辺　智哉 平30. 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［鹿児島県］

［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    59 頁

  56717,3010,0 すみよし歯科 〒899-8605 0986-76-7700茆原　かおり 茆原　かおり 平 9.11. 7歯   小歯 歯外診療所
     曽於市末吉町二之方３１０７ー２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 7
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56817,3012,6 歯科　朝川医院 〒899-8102 0994-82-0153伊藤　晴絵 伊藤　晴絵 平13. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     曽於市大隅町岩川７２６４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56917,3014,2 有村歯科医院 〒899-8605 0986-28-8485有村　憲治 有村　憲治 平15. 4.16歯   矯歯 小歯診療所
     曽於市末吉町上町６丁目２番地２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57017,3018,3 あいあい歯科 〒899-8603 0986-76-7623寺薗　定 寺薗　定 平25. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     曽於市末吉町新町１丁目６番地９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57117,3019,1 せと歯科医院 〒899-4101 0986-72-2920瀬戸　大基 瀬戸　大基 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     曽於市財部町南俣４５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57217,3020,9 みずぐち歯科クリニッ〒899-8605 0986-28-8143水口　満 水口　満 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 曽於市末吉町二之方６３８８号 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57317,3021,7 上町さくら歯科医院 〒899-8609 0986-76-8140井上　とも子 井上　とも子 平27. 6.16歯   小歯 歯外診療所
     曽於市末吉町上町四丁目９番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57418,3004,1 マコト　歯科医院 〒896-0044 0996(33)0786林　秀徳 林　秀徳 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     いちき串木野市西浜町１４２～１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57518,3005,8 えとう歯科 〒896-0014 0996(33)1939江藤　克己 江藤　克己 平 3. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いちき串木野市元町３８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57618,3006,6 みのて歯科医院 〒896-0014 0996(32)6388蓑手　公一 蓑手　公一 平 5. 5. 1歯   診療所
     いちき串木野市元町１５４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57718,3008,2 みどり　歯科医院 〒896-0022 0996-32-8810鏑流馬　祐二 鏑流馬　祐二 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いちき串木野市緑町１１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57818,3009,0 えのもと　歯科医院 〒896-0053 0996-32-8164榎元　三喜男 榎元　三喜男 平 9. 3.12歯   診療所
     いちき串木野市照島５９１９番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57918,3010,8 ひまわり歯科医院 〒896-0026 0996-33-5777高畠　哲朗 高畠　哲朗 平16.10.12歯   矯歯 小歯診療所
     いちき串木野市昭和通２７８ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58018,3011,6 よしむら歯科クリニッ〒896-0054 0996-33-5515吉村　要 吉村　要 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク いちき串木野市日出町６０ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58118,3012,4 前田　歯科 〒899-2103 0996(36)3500前田　敏光 前田　敏光 平 2. 4. 1歯   診療所
     いちき串木野市大里４０４８番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58218,3013,2 羽島歯科クリニック 〒896-0064 0996-31-0031糸永　昭仁 糸永　昭仁 平17.10. 1歯   診療所
     いちき串木野市羽島５１９５－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58318,3014,0 濵田歯科医院 〒899-2101 0996-36-4747医療法人　濵田歯科医濵田　藏人 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いちき串木野市湊町１丁目７４番常　勤:    1院　理事長　濵田　藏 組織変更 現存
     地 (歯       1)人 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58418,3015,7 あおい歯科 〒899-2101 0996-36-5583真栄田　浩 真栄田　浩 平22. 9. 9歯   小歯 矯歯診療所
     いちき串木野市湊町三丁目１１７常　勤:    2 新規 歯外 現存
     番 (歯       2) 平28. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58518,3016,5 丸田歯科クリニック 〒896-0015 0996-32-1989丸田　健司 丸田　健司 平22.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いちき串木野市旭町１２ 常　勤:    2 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58618,3017,3 前薗歯科医院 〒896-0031 0996-32-0023医療法人　前薗歯科　前薗　浩二 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     いちき串木野市東島平町２４２番常　勤:    2理事長　前薗　浩二 組織変更 現存
     地 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58718,3018,1 さくら歯科クリニック〒896-0052 0996-29-3918井上　敬博 井上　敬博 平28.10.18歯   小歯 歯外診療所
     いちき串木野市上名１３１番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.18



 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［鹿児島県］

［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    61 頁

  58818,3019,9 くきた歯科クリニック〒896-0016 0996-26-1182久木田　賢司 久木田　賢司 平29. 8.21歯   小歯 矯歯診療所
     いちき串木野市桜町６６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58919,3001,5 井手　歯科医院 〒899-4321 0995(45)5566井手　健一 井手　健一 昭54. 5. 7歯   診療所
     霧島市国分広瀬二丁目２番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59019,3002,3 吉永　歯科医院 〒899-4332 0995(45)5658吉永　博史 吉永　博史 昭54. 5.21歯   診療所
     霧島市国分中央五丁目３番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59119,3003,1 森原　歯科医院 〒899-4332 0995(45)0116森原　和久 森原　和久 昭55. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分中央三丁目１２番５７常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59219,3005,6 川村　歯科医院 〒899-4332 0995(45)3544川村　美喜夫 川村　美喜夫 昭59. 7. 2歯   診療所
     霧島市国分中央四丁目１２番１５常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59319,3008,0 宮崎　歯科医院 〒899-4321 0995(46)7600宮﨑　洋一 宮﨑　洋一 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分広瀬２丁目６－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59419,3010,6 岩田歯科医院 〒899-4332 0995(47)4455岩田　雅洋 岩田　雅洋 平 4.10. 1歯   診療所
     霧島市国分中央一丁目３－２２番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59519,3012,2 中牟田　歯科医院 〒899-4304 0995(47)6886中牟田　篤 中牟田　篤 平 5.12. 9歯   小歯 歯外診療所
     霧島市国分清水二丁目１１番１８常　勤:    1 現存
     ー２号 (歯       1) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59619,3013,0 竹ノ内　歯科医院 〒899-4311 0995(47)6633竹ノ内　哲 竹ノ内　哲 平 6. 3. 4歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分名波町１番１５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59719,3014,8 ヒサドメ歯科 〒899-4341 0995(46)8866医療法人　親和会　理久留　克彦 平 6. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市国分野口東１１５９番地 常　勤:    4事長　久留　克彦 矯歯 現存
     (歯       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  59819,3015,5 よねさか　歯科医院 〒899-4321 0995-45-6363米坂　勉 米坂　勉 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     霧島市国分広瀬一丁目１８－１８常　勤:    2 新規 現存
     番地 (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59919,3018,9 浜田　歯科 〒899-4332 0995-45-0108医療法人　一元会　理濱田　鉄郎 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分中央三丁目４番５号 常　勤:    1事長　濱田　鉄郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60019,3020,5 平成歯科クリニック 〒899-4304 0995-45-6617濵田　益弘 濵田　益弘 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市国分清水１丁目９ー３５ー常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60119,3021,3 たにぐち歯科クリニッ〒899-4312 0995-48-8588谷口　拓郎 谷口　拓郎 平12. 4. 7歯   矯歯 小歯診療所
     ク 霧島市国分山下町２０番１７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60219,3022,1 ハートフル歯科 〒899-4351 0995-45-5777医療法人　大志会　理齋藤　雅幸 平13. 3. 7歯   小歯 矯歯診療所
     霧島市国分新町１０８８ー５ 常　勤:    2事長　重久　偉 新規 現存
     (歯       2) 平25. 3. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60319,3023,9 しんち歯科医院 〒899-4322 0995-48-5122新地　裕作 新地　裕作 平13. 8. 6歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分福島３丁目１９番２４常　勤:    2 移動 歯外 現存
     号 (歯       2) 平25. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60419,3024,7 さくら歯科クリニック〒899-4305 0995-45-1110稲田　義久 稲田　義久 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     霧島市国分郡田２７７ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60519,3025,4 米重歯科医院 〒899-4332 0995-45-0339米重　成人 米重　成人 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市国分中央１丁目２番２４号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60619,3031,2 平川　歯科医院 〒899-5105 0995(42)6424平川　純教 平川　純教 昭57. 2.15歯   診療所
     霧島市隼人町小田３５９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60719,3032,0 奥　歯科医院 〒899-6603 0995(78)2820奥　淳一 奥　淳一 昭58.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市牧園町高千穂３６２０－６常　勤:    2 現存
     ０ (歯       2) 平28.12.15
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  60819,3034,6 鬼丸　歯科医院 〒899-6401 0995(59)3775鬼丸　髙久 鬼丸　髙久 昭59. 5. 1歯   診療所
     霧島市溝辺町有川２８８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60919,3035,3 やすだ　歯科医院 〒899-5102 0995(43)1184安田　秀雄 安田　秀雄 昭60. 4.15歯   診療所
     霧島市隼人町真孝字大里２６０－常　勤:    1 休止
     ６ (歯       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61019,3036,1 永山　歯科医院 〒899-5111 0995(43)2626永山　薩士 永山　薩士 昭61. 2. 1歯   小歯 診療所
     霧島市隼人町姫城２丁目２４３番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61119,3037,9 永利　歯科医院 〒899-6303 0995(72)0154医療法人　永利歯科医永利　英之 平元.10. 1歯   診療所
     霧島市横川町中ノ　２８２番地 常　勤:    1院　理事長　永利　英 現存
     (歯       1)之 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61219,3038,7 重久　歯科医院 〒899-6404 0995(58)2035医療法人　孝和会　理重久　清孝 平元.10. 1歯   診療所
     霧島市溝辺町麓８５５番地１ 常　勤:    1事長　重久　清孝 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61319,3039,5 わたなべ　歯科医院 〒899-5117 0995(43)6611渡邊　成雄 渡邊　成雄 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     霧島市隼人町見次字中原８１０－常　勤:    1 現存
     １１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61419,3040,3 公益社団法人　姶良地〒899-6404 0995(58)4388公益社団法人　姶良地宮﨑　洋一 平 4.10. 4歯   診療所
     区歯科医師会口腔保健霧島市溝辺町麓字松ケ迫８７２－常　勤:    1区歯科医師会　会長　 現存
     センター ２ (歯       1)宮﨑　洋一 平28.10. 4
     非常勤:   67
     (歯      67)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61519,3041,1 はまさき　歯科 〒899-5115 0995-43-4771浜崎　昭裕 浜崎　昭裕 平 5. 1.11歯   小歯 診療所
     霧島市隼人町東郷１０１番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61619,3042,9 榎田歯科医院 〒899-4501 0995(56)1748榎田　龍哉 榎田　龍哉 平 5. 5. 1歯   診療所
     霧島市福山町福山５１５０－２２常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61719,3043,7 植村　歯科クリニック〒899-5117 0995(42)7700医療法人　聖風会　理植村　隆文 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市隼人町内山田二丁目２番２常　勤:    1事長　植村　隆文 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61819,3044,5 牧園川坂　歯科医院 〒899-6503 0995(76)1600川坂　哲男 川坂　哲男 平 6. 7. 1歯   診療所
     霧島市牧園町高千穂３０９６－３常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61919,3045,2 中村　歯科 〒899-4201 0995(57)3737中村　浩一郎 中村　浩一郎 平 6. 8. 1歯   診療所
     霧島市霧島田口９１９番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62019,3046,0 なかしま　歯科クリニ〒899-5115 0995-43-4618中島　厚生 中島　厚生 平 8. 5.30歯   矯歯 小歯診療所
     ック 霧島市隼人町東郷一丁目２６７番常　勤:    1 新規 現存
     地２ (歯       1) 平29. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62119,3047,8 古村　歯科クリニック〒899-6507 0995-76-2216古村　正史 古村　正史 平 8.12. 2歯   小歯 診療所
     霧島市牧園町宿窪田２２２４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62219,3048,6 有村　歯科クリニック〒899-4501 0995-64-7100有村　健二 有村　健二 平 9. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市福山町福山５３７５ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62319,3049,4 きりしま　歯科 〒899-4203 0995-57-0347藤下　勉 藤下　勉 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市霧島大窪４６６番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62419,3050,2 きみの　デンタルクリ〒899-5112 0995-64-2266君野　岳 君野　岳 平10. 3.14歯   小歯 診療所
     ニック 霧島市隼人町松永２丁目６１番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62519,3051,0 むらおか歯科 〒899-5117 0995-43-7711医療法人　一陽会　理村岡　一陽 平11. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市隼人町見次１１８４番地１常　勤:    1事長　村岡　一陽 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62619,3053,6 ひろもり歯科医院 〒899-6303 0995-64-6480廣森　健二 廣森　健二 平13.12. 4歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市横川町中ノ１４２８番５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62719,3054,4 はな歯科 〒899-6404 0995-58-9090石倉　昌平 石倉　昌平 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市溝辺町麓１４３５－１４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62819,3057,7 桐原歯科医院 〒899-4501 0995-56-2040桐原　康夫 桐原　康夫 平17.12.15歯   診療所
     霧島市福山町福山４５４１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.12.15
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  62919,3058,5 たけした矯正歯科 〒899-4322 0995-64-0418竹下　隆幸 竹下　隆幸 平18. 3. 1矯歯 診療所
     霧島市国分福島３丁目１４６０－常　勤:    1 移動 現存
     ３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63019,3059,3 しんぷく歯科 〒899-4343 0995-46-6699医療法人　社団隼愛会新福　哲郎 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分野口西２０番１７号 常　勤:    2　理事長　新福　哲郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63119,3060,1 東歯科医院 〒899-4332 0995-48-8979東　修平 東　修平 平19. 7. 6歯   小歯 歯外診療所
     霧島市国分中央３－９－２０　国常　勤:    1 新規 現存
     分パークプラザ内 (歯       1) 平25. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63219,3061,9 いわきり歯科クリニッ〒899-4321 0995-47-6802岩切　博宣 岩切　博宣 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 霧島市国分広瀬３丁目６－６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63319,3062,7 ありかわ歯科医院 〒899-6404 0995-58-3126有川　公志郎 有川　公志郎 平19.12.11歯   診療所
     霧島市溝辺町麓５５７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63419,3063,5 国分歯科 〒899-4332 0995-56-7100外山　博紀 外山　博紀 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     霧島市国分中央六丁目２１番３３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63519,3064,3 たじつデンタルクリニ〒899-5105 0995-42-8802田實　譲 田實　譲 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 霧島市隼人町小田２７６１番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63619,3065,0 いそわき歯科 〒899-5106 0995-73-4185磯脇　浩二 磯脇　浩二 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市隼人町内山田一丁目１４９常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１６ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63719,3067,6 ささき歯科医院 〒899-4332 0995-45-1100佐々木　修 佐々木　修 平23. 5.16歯   診療所
     霧島市国分中央４－２９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63819,3068,4 みやかわ小児矯正歯科〒899-4351 0995-48-6040医療法人　まほうつ会松元　一生 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分新町一丁目１８番４号常　勤:    2　理事長　宮川　尚之 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63919,3071,8 そふと歯科 〒899-4462 0995-57-5700医療法人　そふと会　岩元　亨彦 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分敷根１６７番地 常　勤:    4理事長　岩元　亨彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64019,3072,6 船盛歯科診療所 〒899-5101 0995-42-0581塚本　尚志 塚本　尚志 平26. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     霧島市隼人町住吉字御油田１７０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３番１ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64119,3073,4 泉歯科医院 〒899-5111 0995-43-5166泉　直孝 泉　直孝 平26. 4.10歯   小歯 診療所
     霧島市隼人町姫城１丁目３３１番常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64219,3074,2 みなみ歯科クリニック〒899-5117 0995-43-6818医療法人　みなみ歯科南　康朗 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市隼人町見次２０番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)南　康朗 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64319,3075,9 見次さくら歯科 〒899-5117 0995-43-8024医療法人　さくら　理松永　純 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     霧島市隼人町見次１０７４－１－常　勤:    1事長　松永　純 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64419,3076,7 もちはら歯科医院 〒899-5116 0995-43-2300餅原　洋介 餅原　洋介 平27.10. 1歯   診療所
     霧島市隼人町内１５３０番１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64519,3078,3 メイプル歯科クリニッ〒899-4346 0995-47-6588木下　正史 木下　正史 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 霧島市国分府中町３－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64619,3079,1 ひなた歯科 〒899-5117 0995-71-0540白石　亮二 白石　亮二 平29. 3.15歯   小歯 歯外診療所
     霧島市隼人町見次１３００－２　常　勤:    1 新規 現存
     ２０Ａ　ドラゴンポート８８ (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64719,3080,9 藤田歯科医院 〒899-4346 0995-45-0799医療法人　奏歯会　理藤田　憲一 平29. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     霧島市国分府中町１３番３４号 常　勤:    2事長　藤田　憲一 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64819,3082,5 澤　歯科医院 〒899-6603 0995-78-8288澤　直之 澤　直之 平29.11. 6歯   小歯 歯外診療所
     霧島市牧園町高千穂３９１４－５常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ８ (歯       1) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64919,3084,1 はまだ歯科 〒899-5102 0995-42-2241濱田　一徳 濱田　一徳 平30. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     霧島市隼人町真孝３８９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65019,3085,8 やまのうち歯科クリニ〒899-5116 0995-55-1616山之内　崇浩 山之内　崇浩 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 霧島市隼人町内５０２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65119,3086,6 かわひら歯科クリニッ〒899-5111 0995-42-8856糸山　仁理 糸山　仁理 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 霧島市隼人町姫城１０８９－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65225,3024,4 杉田　歯科医院 〒895-1803 0996(52)2855杉田　博紀 杉田　博紀 昭57. 6. 1歯   歯外 診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１５９常　勤:    1 現存
     ６ー１３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65325,3027,7 四位　歯科医院 〒895-2201 0996(57)0108四位　育夫 四位　育夫 昭61. 6.16歯   診療所
     薩摩郡さつま町求名２７３０の２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65425,3035,0 ほだて　歯科 〒895-1811 0996(53)3555甫立　宗一 甫立　宗一 平 4.11.10歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩郡さつま町虎居町１４番９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65525,3039,2 かわごえ　歯科 〒895-1721 0996-56-8148川越　佳昭 川越　佳昭 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     薩摩郡さつま町山崎８７番ロ号地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65625,3040,0 林田　歯科クリニック〒895-1803 0996-52-0077林田　裕伸 林田　裕伸 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１４５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６ー２ (歯       1) 平28. 4. 1
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  65725,3041,8 たきかわ歯科医院 〒895-2101 0996-55-9637滝川　義弘 滝川　義弘 平11. 1. 6歯   矯歯 小歯診療所
     薩摩郡さつま町鶴田２６９０ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65825,3042,6 ふくおか歯科クリニッ〒895-1721 0996-56-8511福岡　和正 福岡　和正 平13.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 薩摩郡さつま町山崎１０００ー１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65925,3045,9 尾形歯科医院 〒895-1803 0996-53-0418尾形　文隆 尾形　文隆 平29. 7. 1歯   診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１４６常　勤:    2 移動 現存
     ２－１ (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66025,3046,7 福岡歯科医院 〒895-1811 0996-53-3300福岡　宏士 福岡　宏士 平29.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     薩摩郡さつま町虎居７０４－４ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66126,3022,6 児島歯科医院 〒899-1401 0996-86-1266兒島　三彦 兒島　三彦 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     出水郡長島町鷹巣１８０５番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66228,3095,8 上原　歯科医院 〒899-6201 0995-74-4888医療法人　上原歯科医上原　士郎 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     姶良郡湧水町木場２８０番地５ 常　勤:    1院　理事長　上原　士 組織変更 現存
     (歯       1)郎 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66328,3125,3 田中歯科医院 〒899-6201 0995-74-4824田中　清紀 田中　清紀 平18.12.18歯   小歯 歯外診療所
     姶良郡湧水町木場１４８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66428,3133,7 中村歯科医院 〒899-6192 0995-75-2117医療法人　湧歯会　理中村　聡 平23. 5. 1歯   診療所
     姶良郡湧水町中津川字町後９０１常　勤:    1事長　中村　聡 組織変更 現存
     番地 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66529,3041,0 上床　歯科医院 〒899-7300 0994(76)3558医療法人　上床歯科医上床　義人 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     曽於郡大崎町仮宿１５４８番地 常　勤:    1院　理事長　上床　義 現存
     (歯       1)人 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66629,3054,3 おおすみ　歯科医院 〒899-8313 099-478-3388岩重　康 岩重　康 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     曽於郡大崎町野方６０３７ー１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66729,3055,0 迫田　歯科クリニック〒899-7300 0994-76-4186医療法人　迫田歯科ク迫田　裕二 平 9.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     曽於郡大崎町仮宿１０９１番地６常　勤:    1リニック　理事長　迫 組織変更 現存
     (歯       1)田　裕二 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66829,3068,3 新堂歯科医院 〒899-7306 0994-76-0128医療法人　新堂歯科医新堂　陽一 平16. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     曽於郡大崎町永吉１０１４２－１常　勤:    1院　理事長　新堂　陽 移動 歯外 現存
     (歯       1)一 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66929,3073,3 Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ〒899-7305 099-476-3400赤田　典子 赤田　典子 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ｎｉｃ　ＡＫＡＤＡ 曽於郡大崎町假宿２３２６－４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67030,3023,6 南大隅町立歯科診療所〒893-2601 0994(26)1022南大隈町長 安楽　弓人 昭59. 4. 2歯   診療所
     肝属郡南大隅町佐多伊座敷３５９常　勤:    1 現存
     １番地 (歯       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67130,3025,1 よしどめ　歯科医院 〒893-1207 0994(65)2202吉留　哲雄 吉留　哲雄 昭59. 6. 1歯   診療所
     肝属郡肝付町新富字島畑７３９－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67230,3031,9 重久　歯科医院 〒893-1611 0994(63)8895重久　大作 重久　大作 昭61.11.15歯   小歯 歯外診療所
     肝属郡東串良町岩弘２６７６ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67330,3035,0 上村歯科医院 〒893-1402 0994(67)2616上村　長幸 上村　長幸 平元.12. 1歯   診療所
     肝属郡肝付町南方１９８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67430,3037,6 遠矢　歯科医院 〒893-1207 0994(65)2170遠矢　一則 遠矢　一則 平 3. 6. 1歯   診療所
     肝属郡肝付町新富３３番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67530,3038,4 川前　歯科医院 〒893-2302 0994(22)0248川前　通朗 川前　通朗 平 3. 7. 1歯   診療所
     肝属郡錦江町城元７５７番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  67630,3039,2 あげの　歯科医院 〒893-1207 0994(65)4444揚野　久利 揚野　久利 平 5. 4.21歯   小歯 診療所
     肝属郡肝付町新富１０７－４番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67730,3043,4 吉留　歯科医院 〒893-1612 0994-63-0944吉留　成雄 吉留　成雄 平 8. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     肝属郡東串良町池之原１２４６番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67830,3046,7 医療法人　おかの　歯〒893-1402 0994-67-2031医療法人　おかの歯科岡野　大介 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     科医院 肝属郡肝付町南方２６７１ー１番常　勤:    1医院　理事長　岡野大 組織変更 現存
     地 (歯       1)介 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67930,3048,3 神田歯科医院 〒893-2401 0994-25-2058神田　光一 神田　光一 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     肝属郡錦江町田代麓６５２番地７常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68030,3049,1 みやぞの歯科 〒893-1203 0994-65-4001宮園　文博 宮園　文博 平13. 1.22歯   小歯 診療所
     肝属郡肝付町後田２３８７ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68130,3050,9 土屋歯科医院 〒893-1207 0994-65-4370土屋　俊夫 土屋　俊夫 平14. 8.21歯   矯歯 小歯診療所
     肝属郡肝付町新富１９１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68230,3052,5 坂元歯科医院 〒893-2303 0994-22-0118坂元　香介 坂元　香介 平21. 3. 1歯   診療所
     肝属郡錦江町馬場２９９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68330,3053,3 岩城　歯科医院 〒893-2302 0994(22)0106岩城　嘉郎 岩城　嘉郎 平26. 4. 4歯   診療所
     肝属郡錦江町城元７１２番地８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68430,3054,1 ながた歯科医院 〒893-2501 0994-24-2117永田　聡 永田　聡 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     肝属郡南大隅町根占川北３１１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68531,3009,3 羽生　歯科医院 〒891-3604 09972(7)0023羽生　俊一郎 羽生　俊一郎 昭53. 4.17歯   診療所
     熊毛郡中種子町野間５１０５番地常　勤:    2 現存
     の７ (歯       2) 平29. 4.17
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68631,3018,4 とうげ　歯科医院 〒891-3701 09972(6)0019峠　裕之 峠　裕之 昭62. 6.15歯   小歯 歯外診療所
     熊毛郡南種子町中之上２４９４番常　勤:    1 現存
     地の１９ (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68731,3019,2 小脇　歯科医院 〒891-4311 0997-46-3744小脇　淳智郎 小脇　淳智郎 昭62. 9.16歯   診療所
     熊毛郡屋久島町安房７３９－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68831,3020,0 あらき　歯科医院 〒891-4205 09974(2)2248荒木　謙一 荒木　謙一 昭63.12. 1歯   診療所
     熊毛郡屋久島町宮之浦１９７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68931,3024,2 たなか　歯科医院 〒891-3604 09972-7-3337田中　孝文 田中　孝文 平 9.10.20歯   矯歯 小歯診療所
     熊毛郡中種子町野間５１０２番２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69031,3025,9 鎌田　歯科医院 〒891-3604 09972-7-2515鎌田　伸樹 鎌田　伸樹 平 9.11. 1歯   診療所
     熊毛郡中種子町野間５２９８番地常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69131,3026,7 渡邉歯科医院 〒891-4311 0997-46-2515渡邉　千栄人 渡邉　千栄人 平11. 8.16歯   診療所
     熊毛郡屋久島町安房３０４ー３６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69232,3018,2 松下　歯科医院 〒891-9214 0997(93)2213日吉　涼子 日吉　涼子 昭51.11. 1歯   診療所
     大島郡知名町知名４７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69332,3026,5 伊仙　歯科診療所 〒891-8201 0997(86)4395上木　貴弘 上木　貴弘 昭56. 1.16歯   診療所
     大島郡伊仙町伊仙１４０５ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69432,3036,4 林歯科医院 〒891-6202 0997(65)1181林　文仁 林　文仁 昭60. 3.29歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡喜界町大字湾３３番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69532,3041,4 ア歯科　瀬戸内診療所〒894-1503 0997(72)4121泰江　章夫 泰江　章夫 昭60. 9.17歯   診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋字大湊１０常　勤:    2 現存
     番地９ (歯       2) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69632,3043,0 日吉　歯科医院 〒891-9213 0997(93)3688日吉　貴一郎 日吉　貴一郎 昭62. 7. 1歯   診療所
     大島郡知名町瀬利覚２１２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69732,3044,8 児玉　歯科医院 〒891-9301 0997(97)4359児玉　伊佐雄 児玉　伊佐雄 昭63. 3. 1歯   診療所
     大島郡与論町茶花北与毛田１６－常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69832,3048,9 まちだ　歯科 〒894-1508 0997-72-1100町田　慶太 町田　慶太 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋１０５２－常　勤:    1 歯外 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69932,3050,5 大山　歯科クリニック〒891-8201 0997(86)3330大山　剛毅 大山　剛毅 平 2.11. 8歯   小歯 診療所
     大島郡伊仙町大字伊仙３５０６－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70032,3051,3 前田　歯科クリニック〒891-9112 0997(92)0418前田　仁 前田　仁 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     大島郡和泊町和泊６９８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70132,3054,7 登山歯科医院 〒894-1504 0997-72-0214医療法人　登山歯科医登山　弘 平 4. 3. 1歯   矯歯 診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋春日６番地常　勤:    1院　理事長　登山　弘 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70232,3056,2 たけがわ　歯科 〒894-0104 0997(62)2233竹川　裕之 竹川　裕之 平 5. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡龍郷町浦５１５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70332,3061,2 本城　歯科医院 〒891-9112 0997(92)3770本城　浩一 本城　浩一 平 6. 5.16歯   小歯 診療所
     大島郡和泊町和泊５７７番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70432,3065,3 ふくやま　歯科医院 〒891-9203 0997(93)2755石黒　栄代 石黒　栄代 平 6. 7. 7歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡知名町下平川４６９番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70532,3067,9 西田　歯科医院 〒891-7101 0997(83)1188医療法人　裕和会　理西田　裕光 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     大島郡徳之島町亀津２８７３番地常　勤:    1事長　西田　裕光 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70632,3070,3 天城歯科診療所 〒891-7611 0997-85-4833医療法人　天城歯科診稲田　茂穂 平 9. 4. 1歯   矯歯 診療所
     大島郡天城町天城２０２番地１ 常　勤:    1療所　理事長　稲田　 組織変更 現存
     (歯       1)茂穂 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70732,3071,1 大山グランド　歯科 〒891-6202 0997-55-3333大山　公一 大山　公一 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     大島郡喜界町湾１５８９ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70832,3075,2 せき歯科医院 〒894-1504 0997-72-0047関　英男 関　英男 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋春日４ー４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70932,3076,0 ファミリー歯科医院 〒891-6201 0997-65-4188医療法人　幸歯会　理林　幸仁 平14.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡喜界町赤連２６０４－１ 常　勤:    1事長　林　幸仁 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71032,3080,2 ふとり歯科医院 〒891-7101 0997-83-0418医療法人　ラ・ポール太　覺 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大島郡徳之島町亀津５０１番地 常　勤:    2　理事長　太　覺 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71132,3084,4 赤尾木歯科医院 〒894-0411 0997-55-4450医療法人社団　拓美会横山　栄二郎 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大島郡龍郷町赤尾木字西通１９６常　勤:    1　理事長　帯屋　一郎 組織変更 現存
     番地３ (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71232,3086,9 医療法人淳風会　与論〒891-9301 0997-85-1118医療法人　淳風会　理松岡　俊樹 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     さだむら歯科医院 大島郡与論町大字茶花２４２６番常　勤:    1事長　貞村　淳一郎 新規 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71332,3087,7 松尾歯科医院知名 〒891-9213 0997-93-5257医療法人社団　明生会俊　幸友 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大島郡知名町大字瀬利覚９１３番常　勤:    1　理事長　田畑　陽一 新規 歯外 現存
     地５ (歯       1)郎 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71440,3002,9 松岡　歯科医院 〒897-0001 0993(52)8841松岡　秀樹 松岡　秀樹 昭59. 7. 2歯   診療所
     南さつま市加世田村原２丁目１５常　勤:    1 現存
     番地１８ (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71540,3004,5 西　歯科医院 〒897-0006 0993(52)2072西　正寛 西　正寛 昭62. 1. 5歯   歯外 診療所
     南さつま市加世田本町１０－１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71640,3005,2 中村　歯科医院 〒897-1122 0993(52)3246医療法人　慶勇会　理中村　勇三 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市加世田小湊４４５番地常　勤:    2事長　中村　勇三 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71740,3006,0 有川　歯科医院 〒897-0001 0993(52)8858医療法人　有川　歯科有川　昌信 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市加世田村原１丁目８番常　勤:    2医院　理事長　有川　 現存
     ４ (歯       2)昌信 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71840,3007,8 おおさこ歯科 〒897-0031 0993(52)8762大迫　恒伸 大迫　恒伸 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市加世田東本町４０番５常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71940,3008,6 黒木歯科医院 〒897-1125 0993-53-6257黒木　一也 黒木　一也 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市加世田益山８４１８ー常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72040,3009,4 中馬歯科医院 〒897-0006 0993-52-0584中馬　洋章 中馬　洋章 平13. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     南さつま市加世田本町４１ー１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72140,3010,2 黒木　歯科医院 〒897-1301 0993(63)0068黒木　浩隆 黒木　浩隆 昭58. 2.15歯   診療所
     南さつま市笠沙町片浦４７４８－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72240,3011,0 おおうら歯科医院 〒897-1200 0993-62-4840柿元　隆志 柿元　隆志 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市大浦町７１９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72340,3014,4 﨑元歯科医院 〒899-3403 0993(77)0961医療法人　﨑元歯科医﨑元　誠 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市金峰町尾下１６４８番常　勤:    1院　理事長　﨑元　誠 現存
     ２号 (歯       1) 平28.10. 1
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  72440,3020,1 谷口歯科医院 〒897-0031 0993-52-2434谷口　八郎 谷口　八郎 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     南さつま市加世田東本町１５番地常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     ２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72540,3021,9 たくみ歯科医院 〒897-0003 0993-53-3851内匠　新治 内匠　新治 平25. 4.22歯   矯歯 小歯診療所
     南さつま市加世田川畑字里坊１５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３２ (歯       1) 平25. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72640,3022,7 平林デンタルクリニッ〒899-3405 0993-77-0313平林　大典 平林　大典 平25. 5. 1歯   歯外 診療所
     ク 南さつま市金峰町池辺２８３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72740,3023,5 まつやま歯科 〒899-3514 0993-58-4880松山　孝司 松山　孝司 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     南さつま市金峰町新山字小中原２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ０４５番２ (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72841,3001,9 坂元歯科医院 〒899-7103 099-472-0105医療法人　皓歯会　理坂元　徳宏 昭55.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     志布志市志布志町志布志一丁目２常　勤:    1事長　坂元　徳宏 歯外 現存
     番１１号 (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72941,3002,7 西国領歯科医院 〒899-7103 0994(72)0118西國領　正 西國領　正 昭63.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     志布志市志布志町志布志３丁目５常　勤:    2 歯外 現存
     番３０号 (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73041,3003,5 井ノ上　歯科医院 〒899-7103 0994(72)0515医療法人　靖和会　理井ノ上　芳郎 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     志布志市志布志町志布志三丁目２常　勤:    1事長　井ノ上　芳郎 現存
     番１７号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73141,3004,3 飯山歯科医院 〒899-7402 099-477-0809医療法人　飯山　歯科飯山　俊浩 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     志布志市有明町野井倉７７２４番常　勤:    1医院　理事長　飯山　 現存
     地 (歯       1)俊浩 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73241,3005,0 かすが　歯科 〒899-7403 0994(77)0888春日　純一 春日　純一 平 4.10.10歯   診療所
     志布志市有明町蓬原１９－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  73341,3006,8 春日　歯科医院 〒899-7103 099-472-0309春日　敏之 春日　敏之 平 4.12. 3歯   診療所
     志布志市志布志町志布志二丁目１常　勤:    2 現存
     番２７号 (歯       2) 平28.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73441,3007,6 たんぽぽオーラルケア〒899-7103 099-472-1500尖　克仁 尖　克仁 平 8. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 志布志市志布志町志布志９６７ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73541,3008,4 中原歯科医院 〒899-7601 099-487-3210中原　正和 中原　正和 平10. 6. 4歯   小歯 診療所
     志布志市松山町新橋２３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73641,3009,2 すなお歯科 〒899-7512 099-471-5252原添　隆二 原添　隆二 平11. 4. 8歯   小歯 診療所
     志布志市有明町野神字大堀３４０常　勤:    1 新規 現存
     ９番地３ (歯       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73741,3010,0 さめしま歯科 〒899-7402 0994-77-1540鮫島　善信 鮫島　善信 平14. 6. 6歯   小歯 診療所
     志布志市有明町野井倉８３０４番常　勤:    1 新規 現存
     ２７ (歯       1) 平26. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73841,3011,8 横山歯科医院 〒899-7103 099-472-0801横山　早苗 横山　早苗 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     志布志市志布志町志布志一丁目２常　勤:    1 新規 現存
     １番１２号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73941,3012,6 ささき歯科・小児歯科〒899-7103 099-472-7730医療法人　ささき歯科佐々木　円 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     志布志市志布志町志布志三丁目１常　勤:    2・小児歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ７番３１号 (歯       2)佐々木　円 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74041,3014,2 なかしま歯科クリニッ〒899-7103 099-472-3766医療法人　なかしま歯中島　弘幸 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 志布志市志布志町志布志６１０番常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地１１ (歯       2)　中島　弘幸 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74141,3015,9 クローバー歯科スマイ〒899-7104 099-478-1281上床　真吾 上床　真吾 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ルクリニック 志布志市志布志町安楽字別府１９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６５番１ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74242,3001,7 登山　歯科診療所 〒894-0031 0997(53)5615登山　恒勇 登山　恒勇 昭49. 9.15歯   小歯 診療所
     奄美市名瀬金久町９の５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74342,3002,5 元治　歯科医院 〒894-0006 0997-53-4570元治　盛一朗 元治　盛一朗 昭54. 5.15歯   診療所
     奄美市名瀬小浜町２１－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74442,3004,1 にし　歯科クリニック〒894-0014 0997(53)5500西　公教 西　公教 昭57. 5. 1歯   診療所
     奄美市名瀬平田町１７－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74542,3005,8 柳田　歯科医院 〒894-0017 0997(53)8888柳田　稔 柳田　稔 昭58. 5. 2歯   小歯 歯外診療所
     奄美市名瀬石橋町９－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74642,3007,4 ひがし　歯科診療所 〒894-0012 0997-54-0280東　隆治 東　隆治 昭61. 3.15歯   小歯 診療所
     奄美市名瀬小俣町１７－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74742,3010,8 よういね　歯科医院 〒894-0036 0997(53)4618医療法人　寛進会　理用稲　卓司 平元.10. 1歯   診療所
     奄美市名瀬長浜町９番地１９ 常　勤:    1事長　用稲　卓司 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74842,3011,6 住友歯科医院 〒894-0045 0997(53)6700住友　康寿 住友　康寿 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     奄美市名瀬平松町２６５番１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74942,3012,4 中村歯科・矯正歯科医〒894-0036 0997(52)2128医療法人　中村歯科　中村　繁 平 3.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 奄美市名瀬長浜町１３番７号 常　勤:    3理事長　中村　繁 歯外 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75042,3013,2 美佐　歯科クリニック〒894-0025 0997(53)9888美佐　雅仁 美佐　雅仁 平 3.12.10歯   小歯 診療所
     奄美市名瀬幸町１１－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75142,3014,0 丸田　歯科医院 〒894-0027 0997(52)8470丸田　一雄 丸田　一雄 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奄美市名瀬末広町４－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75242,3015,7 向井　歯科医院 〒894-0021 0997(54)0797医療法人　正歯会　理向井　正則 平 5.10. 1歯   診療所
     奄美市名瀬伊津部町１０番１２号常　勤:    1事長　向井　正則 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75342,3016,5 畠山歯科　医院 〒894-0008 0997-54-0118医療法人　畠山歯科医畠　義一郎 平 7. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奄美市名瀬浦上町１３番地６ 常　勤:    1院　理事長　畠　義一 組織変更 現存
     (歯       1)郎 平28. 5. 1
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  75442,3017,3 歯科クリニック伊集院〒894-0017 0997-69-4017伊集院　應位 伊集院　應位 平10. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奄美市名瀬石橋町２０ー１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75542,3019,9 朝仁歯科医院 〒894-0041 0997-52-4540医療法人社団拓美会　備前　元文 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     奄美市名瀬朝仁新町２７－１２ 常　勤:    2理事長　帯屋　一郎 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75642,3026,4 蒼　Ｄｅｎｔａｌ　Ｏ〒894-0027 0997-53-3117平川　竜範 平川　竜範 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ｆｆｉｃｅ 奄美市名瀬末広町２－５アーバン常　勤:    2 移動 歯外 現存
     ビル２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75742,3028,0 和光歯科 〒894-0007 0997-69-3718医療法人　登山歯科医登山　卓 平23. 7.15歯   小歯 矯歯診療所
     奄美市名瀬和光町２番地１２ 常　勤:    2院　理事長　登山　弘 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75842,3029,8 くばら歯科医院 〒894-0016 0997-53-0024伊井　純子 伊井　純子 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     奄美市名瀬古田町１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75942,3031,4 松岡歯科医院 〒894-0022 0997-52-0938松岡　延樹 松岡　延樹 平28. 1.14歯   診療所
     奄美市名瀬久里町４－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76042,3033,0 やす歯科医院 〒894-0026 0997-52-8557安　忠大 安　忠大 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     奄美市名瀬港町１０－４安商事ビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76142,3035,5 つばた歯科クリニック〒894-0022 0997-57-1180津畑　達 津畑　達 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     奄美市名瀬久里町９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76243,3002,3 川平歯科 〒891-0704 0993(38)2222医療法人　川秀会　理川平　清秀 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市頴娃町別府７０５８番地常　勤:    2事長　川平　清秀 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76343,3003,1 友愛　歯科クリニック〒891-0702 0993-36-3939原田　修 原田　修 平 8. 2.15歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市頴娃町牧之内２０４６ー常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ９ (歯       2) 平29. 2.15
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  76443,3004,9 ひまわり　歯科クリニ〒891-0704 0993-38-0622岡村　いそ子 岡村　いそ子 平10. 4.27歯   矯歯 小歯診療所
     ック 南九州市頴娃町別府４８３９ー１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76543,3005,6 うえむら歯科 〒891-0704 0993-38-1157医療法人　うえむら歯上村　典久 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     南九州市頴娃町別府６２９番地１常　勤:    1科　理事長　上村　典 組織変更 現存
     (歯       1)久 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76643,3006,4 黒岩歯科医院 〒891-0701 0993-36-3933黒岩　正一 黒岩　正一 平15.10. 1歯   診療所
     南九州市頴娃町郡１３６２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76743,3008,0 松原　歯科 〒891-0911 0993(86)3010松原　広明 松原　広明 昭63.12. 1歯   小歯 診療所
     南九州市知覧町塩屋２６９６５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76843,3010,6 ひしじま　歯科医院 〒897-0302 0993(83)3600比志島　剛 比志島　剛 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市知覧町郡４８５７－５０常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76943,3011,4 朝隈歯科医院 〒897-0302 0993(83)2238朝隈　兼好 朝隈　兼好 平 4.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     南九州市知覧町郡１７３９５－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77043,3012,2 いるか　歯科医院 〒897-0305 0993-84-0955松﨑　貴起 松﨑　貴起 平 9. 6. 9歯   小歯 診療所
     南九州市知覧町瀬世字堂園中之原常　勤:    1 新規 現存
     ４８００ー１ (歯       1) 平30. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77143,3013,0 上野歯科クリニック 〒897-0306 0993-84-2621上野　幸作 上野　幸作 平11. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     南九州市知覧町西元５５８９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77243,3014,8 横峯歯科医院 〒897-0302 0993-83-1288横峯　三郎 横峯　三郎 平19.10.13歯   診療所
     南九州市知覧町郡１２１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77343,3015,5 川路　歯科医院 〒897-0215 0993(56)1313川路　道昭 川路　道昭 昭53. 2.21歯   診療所
     南九州市川辺町平山６９９５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77443,3016,3 橋口　歯科医院 〒897-0215 0993-56-1312医療法人　橋口歯科医橋口　卓 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市川辺町平山３０３８番地常　勤:    1院　理事長　橋口　卓 歯外 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
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  77543,3017,1 山本　歯科医院 〒897-0215 0993(56)5850山本　大海 山本　大海 平 4. 5.12歯   小歯 診療所
     南九州市川辺町平山３２５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77643,3018,9 藤崎　歯科医院 〒897-0215 0993-56-1236藤崎　哲朗 藤崎　哲朗 平 4. 8.10歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市川辺町平山字中町６７８常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77743,3019,7 谷口　歯科 〒897-0221 0993(56)5500谷口　丞二 谷口　丞二 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市川辺町田部田３７１４の常　勤:    1 歯外 現存
     ５ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77843,3020,5 深町歯科医院 〒897-0221 0993-56-5200医療法人　親幸会　理深町　親之 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市川辺町田部田６４１１番常　勤:    1事長　深町　親之 組織変更 歯外 現存
     地 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77943,3021,3 東デンタルクリニック〒897-0215 0993-56-4188東　浩司 東　浩司 平15. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     南九州市川辺町平山３４１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78043,3022,1 かわじ歯科クリニック〒897-0211 0993-56-6480川路　朋昭 川路　朋昭 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南九州市川辺町両添２２５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78143,3024,7 クローバーデンタルク〒897-0302 0993-83-4182高山　俊一 高山　俊一 平25. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 南九州市知覧町郡５１７４番地３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78244,3001,3 有川　歯科医院 〒895-2511 09952(2)0343医療法人　有仁会　理有川　公仁 平元.10. 1歯   診療所
     伊佐市大口里２９２７番地 常　勤:    1事長　有川　公仁 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78344,3003,9 坂口　歯科医院 〒895-2513 0995-22-6685坂口　浩一 坂口　浩一 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     伊佐市大口上町２０番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78444,3005,4 たけ　歯科医院 〒895-2524 0995-23-0505医療法人　たけ歯科　武　雄二 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊佐市大口堂崎１５５番地３３ 常　勤:    1理事長　武　雄二 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78544,3006,2 有薗歯科医院 〒895-2512 0995-22-0437有薗　浩 有薗　浩 平15.12.26歯   診療所
     伊佐市大口元町２６番地１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12.26
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  78644,3009,6 こうき　歯科医院 〒895-2705 09952-6-4483医療法人　宏々会　理中園　幸喜 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊佐市菱刈重留９７４ー９ 常　勤:    1事長　中園　幸喜 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78744,3011,2 ちゅうまん歯科 〒895-2701 09952-6-5700中馬　雅彦 中馬　雅彦 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊佐市菱刈前目２４３９番地 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78844,3013,8 宮田歯科医院 〒895-2511 0995-22-8839宮田　正一 宮田　正一 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     伊佐市大口里２７８５番地 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78944,3015,3 久保歯科医院 〒895-2511 0995-28-3333医療法人　翔雄会　理久保　真一郎 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊佐市大口里６８４番地６ 常　勤:    1事長　久保　真一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79045,3002,8 ともり歯科医院 〒899-5223 0995(62)0050医療法人　ともり歯科友利　優一 平元.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     姶良市加治木町新生町２１８番地常　勤:    2医院　理事長　友利　 現存
     １ (歯       2)優一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79145,3003,6 はまかわ　歯科医院 〒899-5222 0995-62-4188医療法人　慧光会　理濱川　悦郎 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姶良市加治木町錦江町１８９番地常　勤:    1事長　濱川　悦郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79245,3004,4 ふるかわ歯科医院 〒899-5215 0995-63-0606医療法人　ふるかわ歯古川　潤一郎 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姶良市加治木町本町２５１ 常　勤:    1科医院　理事長　古川 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　潤一郎 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79345,3005,1 祁答院歯科クリニック〒899-5231 0995-63-4618祁答院　公興 祁答院　公興 平17. 5.16歯   小歯 矯歯診療所
     姶良市加治木町反土２３０１－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79445,3006,9 山中歯科医院 〒899-5241 0995-62-2727医療法人　山中歯科医山中　冨士夫 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姶良市加治木町木田７８８－１０常　勤:    1院　理事長　山中　冨 組織変更 現存
     (歯       1)士夫 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  79545,3010,1 徳重　歯科医院 〒899-5652 0995(65)1181徳重　毅 徳重　毅 昭53. 8. 1歯   診療所
     姶良市平松４９５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79645,3011,9 ミスミ　歯科医院 〒899-5432 0995(66)3636三角　龍太郎 三角　龍太郎 昭56.10.15歯   診療所
     姶良市宮島町３２の８　パークビ常　勤:    1 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79745,3012,7 医療法人　和田歯科医〒899-5433 0995(65)2123医療法人　和田歯科医和田　秀文 昭63.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 姶良市西宮島町２－３０ 常　勤:    1院　理事長　和田　秀 現存
     (歯       1)文 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79845,3013,5 野田　歯科医院 〒899-5421 0995-67-3032野田　敬一 野田　敬一 平元. 4. 1歯   診療所
     姶良市東餅田字餅原１４０８－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79945,3014,3 橋村　歯科医院 〒899-5432 0995(65)2254医療法人　橋村歯科医橋村　志郎 平元.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     姶良市宮島町５番地２ 常　勤:    3院　理事長　橋村　志 小歯 現存
     (歯       3)郎 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80045,3015,0 竹内　歯科医院 〒899-5431 0995(65)9971竹内　敏郎 竹内　敏郎 平 2.11. 2歯   診療所
     姶良市西餅田２７番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80145,3017,6 はたなか　歯科医院 〒899-5431 0995-67-0468畠中　隆弘 畠中　隆弘 平 4. 4.20歯   矯歯 小歯診療所
     姶良市西餅田３４４４－８２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80245,3018,4 内山　歯科クリニック〒899-5652 0995(67)1116内山　正 内山　正 平 4. 7.20歯   小歯 診療所
     姶良市西姶良１ー２２ー５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80345,3019,2 タナカ　歯科医院 〒899-5652 0995-67-0700田中　一路 田中　一路 平 4. 8. 5歯   小歯 診療所
     姶良市平松７５２８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80445,3021,8 久保歯科医院 〒899-5654 0995(65)8811医療法人　保歯会　理久保　敏郎 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     姶良市永池町２５－１９ 常　勤:    1事長　久保　敏郎 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80545,3022,6 あさひ歯科医院 〒899-5421 0995-66-5827医療法人　明沙会　理田原　彰雄 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     姶良市東餅田２５５番３ 常　勤:    1事長　田原　彰雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
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  80645,3023,4 すみだ歯科医院 〒899-5431 0995-67-8888角田　隆規 角田　隆規 平13.12. 8歯   診療所
     姶良市西餅田４９番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80745,3024,2 おばたデンタルクリニ〒899-5651 0995-66-1114尾畑　俊和 尾畑　俊和 平16. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     ック 姶良市脇元３８０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80845,3025,9 あいあい歯科 〒899-5431 0995-67-0234内田　史郎 内田　史郎 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     姶良市西餅田３３４４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80945,3026,7 中山歯科医院 〒899-5433 0995-67-1110医療法人　清誠会　理中山　清貴 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     姶良市西宮島町３番地１ 常　勤:    1事長　中山　清貴 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81045,3027,5 松崎歯科医院 〒899-5431 0995-67-6488医療法人　優愛会　理松﨑　亨 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姶良市西餅田９２４番地４９ 常　勤:    1事長　松﨑　亨 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81145,3029,1 蒲生歯科診療所 〒899-5302 0995(52)1641貴島　均 貴島　均 昭61. 4. 1一般         1診療所
     姶良市蒲生町上久徳２４００－１常　勤:    1 歯   現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81245,3030,9 山下　歯科医院 〒899-5302 0995(52)1118山下　弘幸 山下　弘幸 平 3. 9. 1歯   診療所
     姶良市蒲生町上久徳２５９７－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81345,3031,7 ひさどめ歯科クリニッ〒899-5302 0995-52-0905久留　伸文 久留　伸文 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 姶良市蒲生町上久徳２５７９－４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81445,3035,8 ゲン歯科クリニック 〒899-5212 0995-62-0314坂上　源吾 坂上　源吾 平23. 8.27歯   小歯 矯歯診療所
     姶良市加治木町諏訪町１９６ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81545,3036,6 イシタニ小児・矯正歯〒899-5432 0995-56-0777医療法人　デンタルキ石谷　徳人 平24. 4. 1小歯 歯   矯歯診療所
     科クリニック 姶良市宮島町４１番４号 常　勤:    3ッズ　理事長　石谷　 組織変更 現存
     (歯       3)徳人 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81645,3037,4 姶良ふれあい歯科医院〒899-5431 0995-73-6091三輪　大介 三輪　大介 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     姶良市西餅田２００４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81745,3040,8 馬場デンタルクリニッ〒899-5215 0995-73-6434馬場　精 馬場　精 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 姶良市加治木町本町１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81845,3041,6 つくし歯科医院 〒899-5421 0995-73-8101鎌下　祐次 鎌下　祐次 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     姶良市東餠田２４６９－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81945,3042,4 サマリア歯科医院 〒899-5431 0995-67-0051医療法人　Ｄ．アポス岩出　清弥 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     姶良市西餅田３２４３番地６ 常　勤:    1　理事長　岩出　清弥 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82045,3043,2 ワハハ姶良イオンキッ〒899-5431 0995-73-5468医療法人　翔優会　理金子　尚樹 平28. 3. 8歯   矯歯 小歯診療所
     ズデンタルランド＆大姶良市西餠田２６４－１－３Ｆ 常　勤:    1事長　吉留　英俊 新規 歯外 現存
     人歯科 (歯       1) 平28. 3. 8
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82145,3044,0 こはる歯科 〒899-5421 0995-67-8211医療法人　稀悠会　理田中　盾三 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姶良市東餅田３９６番地１ 常　勤:    3事長　田中　盾三 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82245,3045,7 プラージュデンタルク〒899-5241 0995-64-3636浜辺　直樹 浜辺　直樹 平29. 8.21歯   小歯 歯外診療所
     リニック 姶良市加治木町木田５７－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82345,3046,5 まえだ歯科 〒899-5652 0995-73-5105前田　文人 前田　文人 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     姶良市平松３６０１番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1


