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    1013,153,6 村橋歯科医院 〒852-8134 095-844-3279村橋　宏 村橋　宏 昭36.11. 1歯   診療所
     長崎市大橋町１０－３２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2013,178,3 飯盛歯科医院 〒850-0003 095-821-1110飯盛　光朗 飯盛　光朗 昭38. 9.26歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市片淵１丁目１０－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3013,248,4 渡辺富歯科医院 〒850-0003 095-826-3314渡辺　富夫 渡邊　富夫 昭45. 5.10歯   歯外 小歯診療所
     長崎市片淵１丁目１２－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4013,311,0 梅崎歯科医院 〒850-0875 095-821-2682梅崎　義明 梅崎　義明 昭49. 7.22歯   診療所
     長崎市栄町１－２７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5013,312,8 フジ・デンタルクリニ〒850-0802 095-824-2616藤　肇 藤　肇 昭49. 8. 1歯   診療所
     ック 長崎市伊良林１丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6013,315,1 上田歯科医院 〒850-0902 095-826-3888上田　良明 上田　良明 昭50. 1. 1歯   診療所
     長崎市丸山町１－３０ 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7013,323,5 坪口歯科医院 〒852-8106 095-844-0264坪口　高明 坪口　高明 昭51. 1. 1歯   歯外 診療所
     長崎市岩川町４－１０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8013,358,1 音山歯科医院 〒850-0918 095-827-5922音山　寿 音山　寿 昭52.11.11歯   診療所
     長崎市大浦町３－７須田ビル内２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9013,363,1 音山歯科医院 〒850-0035 095-821-6433音山　泰宏 音山　泰宏 昭53. 5. 1歯   診療所
     長崎市元船町７－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10013,364,9 音山歯科医院 〒852-8135 095-844-9151音山　邦宏 音山　邦宏 昭53. 7. 1歯   診療所
     長崎市千歳町２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   11013,371,4 野田歯科医院 〒850-0031 095-827-0008野田　正美 野田　正美 昭53.11.11歯   矯歯 歯外診療所
     長崎市桜町３－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12013,374,8 医療法人広進会　常岡〒850-0832 095-822-0295医療法人広進会　常岡常岡　正廣 昭54. 1. 5歯   歯外 小歯診療所
     歯科診療所 長崎市油屋町２－１８ 常　勤:    3歯科診療所　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3)常岡　正廣 平30. 1. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13013,383,9 松本健歯科医院 〒850-0875 095-827-1180松本　健 松本　健 昭54. 5.17歯   診療所
     長崎市栄町３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14013,386,2 郡歯科医院 〒850-0852 095-822-2732郡　秀明 郡　秀明 昭54. 6. 4歯   診療所
     長崎市万屋町６－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15013,391,2 峯歯科医院 〒852-8021 095-861-0220峯　博利 峯　博利 昭54. 8.27歯   診療所
     長崎市城山町５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16013,395,3 ミツヤス歯科診療所 〒850-0033 095-825-4180光安　幸夫 光安　幸夫 昭54.10. 1歯   診療所
     長崎市万才町３－９　松尾ビル３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17013,407,6 音山歯科診療所 〒850-0028 095-822-6813音山　正宏 音山　正宏 昭55. 4. 1歯   診療所
     長崎市勝山町５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18013,408,4 田代歯科診療所 〒850-0851 095-822-0034田代　雄二 田代　雄二 昭55. 4. 1歯   診療所
     長崎市古川町５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19013,409,2 吉武歯科医院 〒850-0031 095-821-3553吉武　 司 吉武　 司 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市桜町８－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［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     3 頁

   20013,418,3 山崎歯科医院 〒851-1137 095-841-0011山崎　隆夫 山崎　隆夫 昭55. 7. 1歯   診療所
     長崎市式見町３３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21013,421,7 ありた小児・矯正歯科〒852-8016 095-862-8131有田　信一 有田　信一 平 6.10.24小歯 矯歯 診療所
     長崎市宝栄町１４－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.10.24
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22013,422,5 小野原歯科医院 〒850-0876 095-823-4118小野原　茂高 小野原　茂高 昭55.12. 1歯   診療所
     長崎市賑町４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23013,431,6 ひろし歯科 〒850-0018 095-822-3500馬場　博史 馬場　博史 昭56. 4. 3歯   矯歯 診療所
     長崎市伊勢町４－１０　江口ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24013,432,4 赤星歯科医院 〒852-8145 095-847-7579赤星　裕彦 赤星　裕彦 平21. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     長崎市昭和１丁目１０番２３号グ常　勤:    1 移転 現存
     ランエターナ１Ｆ (歯       1) 平27. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25013,434,0 森歯科クリニック 〒850-0901 095-822-5859森　太 森　太 平 8. 5. 1歯   診療所
     長崎市本石灰町５番１４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26013,439,9 鍬先歯科 〒850-0852 095-823-4225鍬先　智之 鍬先　智之 昭57. 1.25歯   診療所
     長崎市万屋町６－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27013,443,1 川谷歯科医院 〒851-1132 095-846-3551川谷　石太郎 川谷　石太郎 昭57. 6.11歯   診療所
     長崎市小江原２丁目１４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28013,451,4 石田歯科医院 〒852-8042 095-848-0118石田　吉廣 石田　吉廣 昭57. 8.16歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市白鳥町１－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29013,454,8 ヨシダ歯科 〒850-0909 095-823-2763吉田　茂正 吉田　茂正 平 4. 8.24歯   歯外 小歯診療所
     長崎市梅香崎町１－５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 8.24
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   30013,457,1 タナカ・デンタル・ク〒850-0851 095-824-3281医療法人恵和会　理事田中　靖彦 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     リニック 長崎市古川町６番３５号 常　勤:    2長　田中　靖彦 移転 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31013,458,9 立川歯科診療所 〒852-8153 095-848-5427立川　正明 立川　正明 昭58. 3. 1歯   診療所
     長崎市花丘町１４－１小山ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32013,459,7 医療法人浩生会　山田〒850-0056 095-827-1551医療法人浩生会山田歯山田　康生 昭58. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 長崎市恵美須町３番６号 常　勤:    3科医院　理事長　山田 新規 歯外 現存
     (歯       3)　康生 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33013,462,1 牟田歯科医院 〒852-8013 095-862-8870牟田　直竹 牟田　直竹 昭58. 4.20歯   診療所
     長崎市梁川町４番１２号梁川ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34013,463,9 平川歯科医院 〒852-8034 095-847-8773平川　明 平川　明 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     長崎市城栄町１６－１５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35013,467,0 高久歯科医院 〒850-0992 095-878-0178高久　和也 高久　和也 平23. 7. 6歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市江川町２９１ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36013,468,8 田口歯科クリニック 〒850-0031 095-826-2586田口　英章 田口　英章 昭58. 7.21歯   診療所
     長崎市桜町５番８号桜町ビル３階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37013,470,4 宮口歯科医院 〒852-8154 095-849-2238宮口　嚴 宮口　嚴 昭59. 2.15歯   診療所
     長崎市住吉町１１－２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38013,474,6 北野歯科医院 〒851-0101 095-839-6901北野　正孝 北野　正孝 昭59. 6.25歯   診療所
     長崎市古賀町８６８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   39013,475,3 菅原泰道歯科医院 〒852-8116 095-849-2535菅原　泰道 菅原　泰道 昭59. 7. 1歯   診療所
     長崎市平和町９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40013,477,9 田中歯科医院 〒852-8154 095-846-7836田中　芳樹 田中　芳樹 昭59. 9.25歯   診療所
     長崎市住吉町３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41013,478,7 鳥越歯科医院 〒851-0113 095-830-1166鳥越　康彦 鳥越　康彦 昭60. 1. 5歯   歯外 小歯診療所
     長崎市戸石町１３０３－４ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42013,481,1 岩本歯科医院ＩＷＡＭ〒852-8155 095-844-0788岩本　憲 岩本　憲 昭60. 3.11歯   矯歯 小歯診療所
     ＯＴＯＤＥＮＴＡＬＣ長崎市中園町６－２８ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     ＬＩＮＩＣ (歯       1) 平30. 3.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43013,482,9 長崎県口腔保健センタ〒852-8104 095-848-5970一般社団法人長崎県歯宮口　嚴 昭60. 6. 1歯   診療所
     ー歯科診療所 長崎市茂里町３－１９ 常　勤:    2科医師会　会長　宮口 新規 現存
     (歯       2)　嚴 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44013,484,5 医療法人天堂会　宮田〒850-0971 095-878-2160医療法人天堂会　理事宮田　豪 昭60. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 長崎市磯道町５－１０ 常　勤:    1長　宮田　豪 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45013,487,8 田川歯科医院 〒851-0122 095-838-3911田川　明 田川　明 昭60. 8. 1歯   診療所
     長崎市界町１丁目３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46013,491,0 栗原歯科医院 〒850-0877 095-828-1351栗原　敏郎 栗原　敏郎 昭60.12.18歯   診療所
     長崎市築町１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47013,495,1 久保歯科クリニック 〒852-8144 095-845-2808久保　えり子 久保　えり子 昭61. 3.12歯   診療所
     長崎市女の都４丁目４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   48013,500,8 山崎歯科医院 〒851-2212 095-850-3243山崎　伝治 山崎　伝治 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市畝刈町１０６９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49013,502,4 峯歯科医院 〒850-0057 095-827-3330峯　雅昭 峯　雅昭 昭61. 9. 7歯   診療所
     長崎市大黒町１１－１４　東亜物常　勤:    1 新規 現存
     産ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50013,503,2 角町歯科医院 〒850-0023 095-827-4418角町　正勝 角町　正勝 昭61. 9. 8歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市出来大工町６２－４ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平28. 9. 8
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51013,506,5 すえなが歯科ファミリ〒852-8008 095-861-2802末永　建男 末永　建男 昭62. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ークリニック 長崎市曙町３番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52013,508,1 たなかこうせい歯科医〒852-8061 095-857-6020田中　康正 田中　康正 昭62. 3.12歯   矯歯 小歯診療所
     院 長崎市滑石３丁目１９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53013,511,5 泉田歯科医院 〒851-0115 095-838-3690泉田　総一郎 泉田　総一郎 昭62. 7. 1歯   診療所
     長崎市かき道３丁目３番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54013,517,2 田口歯科医院 〒850-0841 095-821-0648田口　知義 田口　知義 昭62.11. 2歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市銅座町４－１　りそな長崎常　勤:    1 新規 現存
     ビル８Ｆ (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55013,522,2 クボタ矯正歯科 〒850-0056 095-822-2266久保田　敦志 久保田　敦志 昭63. 6.11矯歯 診療所
     長崎市恵美須町４－７　サンカツ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56013,523,0 いわもと歯科医院 〒852-8024 095-862-6161岩本　雅康 岩本　雅康 昭63. 6.20歯   診療所
     長崎市花園町１５番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57013,527,1 中村仁昭歯科 〒852-8137 095-849-4320中村　仁昭 中村　仁昭 昭63. 8. 8歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市若葉町１番２３号銀杏堂ビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平24. 8. 8
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   58013,532,1 寺崎歯科医院 〒852-8125 095-847-9232寺崎　宏 寺崎　宏 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市小峰町３－３１ 常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59013,539,6 いけだ歯科医院 〒852-8116 095-844-6348池田　英敏 池田　英敏 平元. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市平和町４－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60013,541,2 小川歯科医院 〒852-8061 095-857-8010小川　豊久 小川　豊久 平元. 3.20歯   診療所
     長崎市滑石３－１－８－１０１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61013,542,0 藤井歯科医院新戸町診〒850-0954 095-878-1287藤井　勝也 藤井　勝也 平元. 4. 4歯   小歯 診療所
     療所 長崎市新戸町２丁目６－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62013,546,1 医療法人　道津歯科医〒850-0952 095-878-4885医療法人道津歯科医院平良　浩代 平元. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 長崎市戸町４丁目１０ー８ 常　勤:    2　理事長　平良　浩代 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63013,548,7 医療法人社団　星野歯〒850-0936 095-827-2277医療法人社団星野歯科星野　正彦 平元. 8. 1歯   診療所
     科医院 長崎市浪の平町２－１５ 常　勤:    1医院　理事長　星野　 組織変更 現存
     (歯       1)正彦 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64013,549,5 医療法人　南歯科医院〒852-8116 095-844-6265医療法人　南歯科医院南　幸治 平25.12. 9歯   小歯 歯外診療所
     長崎市平和町１８番２号 常　勤:    2　理事長　南　幸治 移転 現存
     (歯       2) 平25.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65013,550,3 医療法人　奥村歯科医〒852-8132 095-844-8062医療法人奥村歯科医院奥村　英彦 平11. 7.21歯   歯外 診療所
     院 長崎市扇町１番５号 常　勤:    2　理事長　奥村　英彦 移転 現存
     (歯       2) 平29. 7.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66013,551,1 医療法人　高尾歯科医〒850-0055 095-827-1456医療法人高尾歯科医院高尾　眞治 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 長崎市中町５－２９ 常　勤:    1　理事長　高尾　眞治 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   67013,555,2 古豊歯科医院 〒852-8125 095-843-4165古豊　泰彦 古豊　泰彦 平 2. 1.16歯   小歯 診療所
     長崎市小峰町３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68013,561,0 犬塚歯科医院 〒852-8017 095-861-7860犬塚　尚孝 犬塚　尚孝 平 2. 6. 5歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市岩見町４－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69013,564,4 みやざき歯科医院 〒850-0937 095-821-1538宮崎　哲士 宮崎　哲士 平 2. 6.18歯   診療所
     長崎市小曽根町１－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70013,565,1 菅原雅道歯科小児歯科〒852-8021 095-862-5317菅原　雅道 菅原　雅道 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     医院 長崎市城山町３０－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71013,566,9 阿部歯科医院 〒851-1132 095-846-5677阿部　礼三 阿部　礼三 平 2. 7.19歯   小歯 診療所
     長崎市小江原４丁目３９番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72013,567,7 医療法人　林田歯科医〒851-0133 095-837-1506医療法人林田歯科医院林田　隆史 平 2. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     院 長崎市矢上町３番２８号 常　勤:    1　理事長　林田　隆史 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73013,569,3 きのした歯科 〒852-8105 095-843-3311木下　嗣己 木下　嗣己 平 2. 7.24歯   小歯 診療所
     長崎市目覚町５－１７　笹嶋ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74013,572,7 野口歯科医院 〒852-8003 095-861-5059野口　道生 野口　道生 平 2.12.10歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市旭町１－１８ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   75013,574,3 小児しながわ歯科医院〒852-8154 095-843-8765品川　浩実 品川　浩実 平 3. 1.16歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市住吉町１４－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76013,577,6 医療法人誠歯会　藤井〒850-0853 095-825-7666医療法人社団誠歯会藤末竹　一徳 平 3. 4. 1歯   診療所
     歯科浜町診療所 長崎市浜町１０－８ 常　勤:    1井歯科浜町診療所　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　藤井　勝也 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77013,578,4 まつお歯科医院 〒850-0963 095-879-5678松尾　光 松尾　光 平 3. 4. 1歯   診療所
     長崎市ダイヤランド３丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78013,580,0 許斐歯科診療所 〒850-0832 095-822-5757許斐　義彦 許斐　義彦 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市油屋町１－１４ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79013,581,8 たかだ歯科医院 〒852-8061 095-855-0244高田　英敏 高田　英敏 平 3. 5. 8歯   診療所
     長崎市滑石３丁目１９－２１　の常　勤:    2 新規 現存
     ぞみハイツ２０１ (歯       2) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80013,583,4 貝通丸歯科 〒850-0004 095-823-6480貝通丸　剛 貝通丸　剛 平 3. 6.24歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市下西山町２－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81013,584,2 医療法人　松谷歯科医〒852-8061 095-857-9761医療法人　松谷歯科医松谷　和彦 平25. 7.19歯   矯歯 小歯診療所
     院 長崎市滑石３丁目６－５ 常　勤:    2院　理事長　松谷　和 移転 歯外 現存
     (歯       2)彦 平25. 7.19
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82013,585,9 クリハラ・デンタルク〒850-0018 095-828-1839栗原　崇太郎 栗原　崇太郎 平 3. 7.23歯   診療所
     リニック 長崎市伊勢町２－１　サトウビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平24. 7.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
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   83013,589,1 医療法人社団　郡家歯〒850-0034 095-823-3012医療法人社団　郡家歯郡家　常雄 平 3. 9. 1歯   診療所
     科医院 長崎市樺島町１－１５ 常　勤:    1科医院　理事長　郡家 組織変更 現存
     (歯       1)　常雄 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84013,593,3 石橋歯科医院 〒850-0854 095-820-1484石橋　昭夫 石橋　昭夫 平29.10. 1歯   診療所
     長崎市銀屋町３－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85013,595,8 山田歯科 〒850-0013 095-824-6003山田　裕 山田　裕 平 4. 1.13歯   診療所
     長崎市中川１丁目１１－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86013,596,6 とだか歯科医院 〒852-8042 095-845-8148戸高　義昭 戸高　義昭 平 4. 3.23歯   診療所
     長崎市白鳥町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87013,598,2 さとみ歯科医院 〒852-8021 095-864-0555里見　系義 里見　系義 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市城山町３１－１４さとみメ常　勤:    1 新規 現存
     ディカル４Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88013,601,4 和田歯科医院 〒852-8135 095-843-3860和田　英行 和田　英行 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市千歳町４番７号　チトセビ常　勤:    1 移転 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89013,603,0 江頭歯科医院 〒852-8046 095-844-4304江頭　茂樹 江頭　茂樹 平 6.12. 1歯   診療所
     長崎市柳谷町５－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90013,604,8 中村歯科医院 〒852-8135 095-849-6615中村　直樹 中村　直樹 平 4. 7. 7歯   診療所
     長崎市千歳町３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91013,605,5 そえじま歯科医院 〒852-8061 095-855-3545副島　哲也 副島　哲也 平 4. 7. 8歯   診療所
     長崎市滑石５丁目１－２２　滑石常　勤:    1 新規 現存
     ショッピングセンター２Ｆ (歯       1) 平28. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92013,606,3 富永歯科醫院 〒851-0115 095-830-2305富永　陽助 富永　陽助 平 4. 8. 3歯   診療所
     長崎市かき道１丁目３１番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   93013,607,1 寺谷歯科医院 〒850-0054 095-822-4651寺谷　一裕 寺谷　一裕 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市上町３－１４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94013,608,9 大森歯科医院 〒851-0301 095-871-6116大森　英樹 大森　英樹 平 4.10. 6歯   小歯 診療所
     長崎市深堀町１丁目９２番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95013,609,7 医療法人社団　森歯科〒850-0922 095-822-5317医療法人社団森歯科医森　竜文 平 4.10. 1歯   診療所
     医院 長崎市相生町１－７ 常　勤:    2院　理事長　森　俊一 組織変更 現存
     (歯       2)郎 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96013,610,5 医療法人　馬渡歯科医〒850-0852 095-826-8001医療法人馬渡歯科医院馬渡　昭二 平 4.10. 1歯   診療所
     院 長崎市万屋町１－２６ 常　勤:    1　理事長　馬渡　昭二 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97013,611,3 医療法人　ゆきなり小〒852-8053 095-857-8211医療法人ゆきなり小児行成　哲弘 平11. 4.15小歯 矯歯 診療所
     児・矯正歯科 長崎市葉山２丁目５番２６号 常　勤:    1・矯正歯科　理事長　 移転 現存
     (歯       1)行成　哲弘 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98013,613,9 なかしま歯科医院 〒852-8015 095-862-9356中島　浩好 中島　浩好 平17. 9.22歯   小歯 歯外診療所
     長崎市春木町９番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99013,615,4 のはら歯科 〒850-0852 095-820-1213野原　良次 野原　良次 平 5. 1. 7歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市万屋町４番１４号堤ビル３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 1. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100013,616,2 むらかみ歯科医院 〒852-8053 095-855-1313村上　隆文 村上　隆文 平 5. 2.20歯   診療所
     長崎市葉山２丁目１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101013,618,8 ナカムラ・デンタル・〒850-0852 095-820-4462中村　淳 中村　淳 平14. 4. 1歯   診療所
     クリニック 長崎市万屋町５－２７　髙橋ビル常　勤:    1 移転 現存
     １Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  102013,619,6 岩永歯科医院 〒851-2212 095-850-3923岩永　孝一 岩永　孝一 平 5. 4.12歯   診療所
     長崎市畝刈町１６１３－２１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103013,622,0 佐藤歯科診療所 〒852-8107 095-844-5477佐藤　毅 佐藤　毅 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市浜口町１１－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104013,623,8 わかまつクリニック歯〒852-8032 095-847-9807若松　邦保 若松　邦保 平 5. 8. 5歯   皮   診療所
     (016,593,4) 科皮ふ科 長崎市江里町１０－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105013,624,6 医療法人社団　興歯会〒852-8061 095-857-3939医療法人社団興歯会林林田　益興 平 5. 9. 1歯   診療所
     　林田歯科医院 長崎市滑石１丁目２５－６ 常　勤:    1田歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)林田　益興 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106013,626,1 医療法人広歯会　たな〒851-2211 095-850-4748医療法人広歯会たなか田中　一広 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     か歯科医院 長崎市京泊３丁目３１番１号 常　勤:    1歯科医院　理事長　田 組織変更 現存
     (歯       1)中　一広 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107013,627,9 井手歯科医院 〒852-8061 095-856-8493井手　祥二 井手　祥二 平 6. 1.24歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市滑石３丁目１３－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108013,629,5 村上歯科医院 〒852-8131 095-845-8923村上　秀樹 村上　秀樹 平 6. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市文教町１０－９山本ビル 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109013,630,3 医療法人　菅原歯科医〒852-8117 095-844-0748医療法人　菅原歯科医菅原　淳道 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 長崎市平野町１１－１０ 常　勤:    3院　理事長　菅原　淳 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)道 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110013,631,1 西上歯科医院 〒851-2204 095-850-6480西上　堅二 西上　堅二 平16.11. 5歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市三重町３３０－６ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111013,634,5 おやま歯科　中通り診〒850-0871 095-825-4545小山　浩一郎 小山　浩一郎 平20. 3.11歯   矯歯 小歯診療所
     療所 長崎市麹屋町４番１３号セラーリ常　勤:    1 移転 歯外 現存
     オ麹屋町２Ｆ (歯       1) 平26. 3.11
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  112013,635,2 おがわ歯科医院 〒850-0975 095-878-0039小川　伸造 小川　伸造 平 6. 9. 9歯   小歯 診療所
     長崎市三和町５４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113013,636,0 あさだ歯科医院 〒852-8061 095-856-3339淺田　隆 淺田　隆 平 6. 9. 6歯   診療所
     長崎市滑石３丁目８－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114013,638,6 医療法人清和会　塚本〒850-0841 095-822-8111医療法人　清和会　塚塚本　清 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 長崎市銅座町５－７サイノオビル常　勤:    1本歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ４Ｆ (歯       1)塚本　清 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115013,639,4 医療法人　亀田純歯科〒850-0841 095-821-7169医療法人　亀田純歯科亀田　育子 平 6.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 長崎市銅座町１４－８柿田ビル３常　勤:    2医院　理事長　亀田　 組織変更 現存
     Ｆ (歯       2)純輔 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116013,640,2 辻歯科医院 〒850-0842 095-821-1844辻　満 辻　満 平16. 6. 8歯   診療所
     長崎市新地町５－４　サンビル橋常　勤:    1 移転 現存
     本１階 (歯       1) 平28. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117013,641,0 かんだ歯科 〒851-0116 095-830-2030神田　亨 神田　亨 平 6.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市東町１９１４ 常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118013,642,8 まつい小児歯科医院 〒852-8061 095-857-0018松井　貴志 松井　貴志 平 6.12. 9小歯 歯   矯歯診療所
     長崎市滑石１丁目１－１６２階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119013,643,6 寺田歯科医院 〒850-0905 095-822-6327寺田　博二 寺田　博二 平 7. 1. 1歯   診療所
     長崎市籠町７－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120013,646,9 しらいし歯科医院 〒852-8143 095-848-6006白石　和宏 白石　和宏 平 7. 3.22歯   診療所
     長崎市川平町１４０４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121013,647,7 増田歯科クリニック 〒852-8047 095-846-1000増田　和也 増田　和也 平 7. 4. 4歯   小歯 診療所
     長崎市若竹町１９－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  122013,648,5 松永歯科医院 〒851-1132 095-849-3737松永　敏浩 松永　敏浩 平 7. 5. 8歯   診療所
     長崎市小江原２丁目４１番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123013,649,3 かわさき歯科医院 〒851-2211 095-850-1717川崎　信行 川崎　信行 平 7. 5.15歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市京泊２丁目５番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124013,650,1 ひろふみ歯科クリニッ〒851-0134 095-839-7687林田　弘文 林田　弘文 平 7. 5.15歯   診療所
     ク 長崎市田中町８５１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125013,651,9 松尾歯科医院 〒852-8118 095-843-6364松尾　一樹 松尾　一樹 平 7. 6.15歯   診療所
     長崎市松山町４－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126013,652,7 手塚歯科医院 〒851-0121 095-839-8998手塚　隆生 手塚　隆生 平 7. 8. 8歯   診療所
     長崎市宿町２８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127013,654,3 医療法人　塩塚歯科 〒850-0954 095-879-3603医療法人塩塚歯科　理塩塚　理人 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市新戸町２丁目９－１２　山常　勤:    2事長　塩塚　理人 組織変更 現存
     川ビル２Ｆ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128013,657,6 もりかわ歯科 〒850-0065 095-862-9260森川　達也 森川　達也 平 7.11. 7歯   小歯 診療所
     長崎市入船町１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129013,658,4 きだか歯科医院 〒850-0862 095-825-5955木高　亘志 木高　亘志 平 7.12. 6歯   小歯 歯外診療所
     長崎市出島町１３番１号栗原ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130013,659,2 毛利歯科医院 〒850-0831 095-829-1822毛利　元治 毛利　元治 平 7.12.14歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市鍛冶屋町１－１３サンシャ常　勤:    1 新規 現存
     トー毛利３Ｆ (歯       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131013,660,0 立山歯科医院 〒850-0853 095-821-1133立山　良二 立山　良二 平 8. 4.11歯   診療所
     長崎市浜町７番１号相川興産ビル常　勤:    1 新規 現存
     ７Ｆ (歯       1) 平29. 4.11
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  132013,662,6 冨永歯科クリニック 〒850-0877 095-827-8000冨永　尚宏 冨永　尚宏 平16. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     長崎市築町５番７号 常　勤:    4 移転 小歯 現存
     (歯       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133013,665,9 柴原歯科医院 〒852-8135 095-845-5313柴原　敏昭 柴原　敏昭 平 8. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市千歳町３－８サンパ－ク住常　勤:    1 交代 現存
     吉３Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134013,666,7 医療法人　楠田歯科診〒852-8021 095-862-5883医療法人　楠田歯科診楠田　穣 平 9. 3.12歯   小歯 矯歯診療所
     療所 長崎市城山町１９番５号 常　勤:    2療所　理事長　楠田　 移転 歯外 現存
     (歯       2)穣 平30. 3.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135013,669,1 蔵本歯科 〒851-0241 095-834-6008蔵本　龍大 蔵本　龍大 平 9. 2.14歯   診療所
     長崎市茂木町１８０５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136013,673,3 山辺歯科 〒852-8108 095-844-0357山邉　優美子 山邉　優美子 平14. 4. 1歯   歯外 診療所
     長崎市川口町１番１号―１０５ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137013,674,1 まつもと歯科 〒852-8153 095-844-7700松本　錦哉 松本　錦哉 平30. 5. 7歯   小歯 診療所
     長崎市花丘町２０－２１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138013,676,6 杉森歯科クリニック 〒852-8143 095-843-0122杉森　仁 杉森　仁 平 9. 8.11歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市川平町１２０４メディケア常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139013,678,2 森本歯科医院 〒852-8061 095-860-6100森本　智 森本　智 平 9.10.24歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市滑石５丁目１１ー６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140013,681,6 ひらの歯科クリニック〒851-2212 095-850-7618平野　達也 平野　達也 平10. 7. 7歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市畝刈町１６１３ー８５ニュ常　勤:    1 新規 現存
     ーポートメディカルビル２Ｆ (歯       1) 平28. 7. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  141013,682,4 馬渡歯科医院 〒852-8003 095-861-9041馬渡　誠一郎 馬渡　誠一郎 平10. 6.24歯   小歯 診療所
     長崎市旭町９ー１８旭マンション常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平28. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142013,685,7 はかりや歯科・小児歯〒850-0066 095-865-0082計屋　英俊 計屋　英俊 平10.11. 2歯   小歯 診療所
     科医院 長崎市大浜町１５９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143013,686,5 うら歯科クリニック 〒852-8065 095-855-4781浦　喜憲 浦　喜憲 平10.12.14歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市横尾３丁目２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144013,687,3 渡邉太平歯科 〒852-8065 095-857-6484渡邉　太平 渡邉　太平 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     長崎市横尾３丁目５番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145013,689,9 おがわ歯科医院 〒850-0004 095-820-8238小川　晃一郎 小川　晃一郎 平11. 9. 2歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市下西山町３ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 2
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146013,691,5 うめさき歯科医院 〒850-0941 095-811-4822梅﨑　篤 梅﨑　篤 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     長崎市高丘１丁目２ー１川田ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147013,692,3 医療法人　成仁会　に〒851-0121 095-837-1916医療法人　成仁会　に西岡　雄一郎 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     しおか歯科医院 長崎市宿町４７番地１ 常　勤:    1しおか歯科医院　理事 移転 歯外 現存
     (歯       1)長　西岡　雄一郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148013,693,1 にのみや歯科 〒852-8053 095-814-6171二宮　秀則 二宮　秀則 平11.12. 3歯   歯外 診療所
     長崎市葉山１丁目１４ー２８　入常　勤:    2 新規 現存
     江ビル２Ｆ (歯       2) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149013,694,9 たら歯科 〒851-0103 095-813-8800多良　龍男 多良　龍男 平12. 1. 5歯   小歯 診療所
     長崎市中里町１３９０ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150013,696,4 内野歯科診療所 〒850-0916 095-822-2590内野　高明 内野　高明 平12. 2. 9歯   診療所
     長崎市大浦東町２ー１３　長濱コ常　勤:    1 新規 現存
     ーポ２階 (歯       1) 平30. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  151013,697,2 ながはま歯科医院 〒850-0961 095-834-5420長濱　晋治 長濱　晋治 平12. 3.17歯   小歯 診療所
     長崎市小ケ倉町２丁目１７８番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152013,698,0 井口矯正歯科クリニッ〒850-0841 095-832-6041井口　修一郎 井口　修一郎 平12. 3.21矯歯 診療所
     ク 長崎市銅座町４ー１４　青木ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153013,700,4 田代歯科医院 〒850-0017 095-820-7696田代　俊夫 田代　俊夫 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     長崎市新大工町５ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154013,703,8 吉田しんいち歯科医院〒852-8035 095-841-7040吉田　眞一 吉田　眞一 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市油木町１１ー８ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155013,704,6 医療法人　藤樹歯科医〒850-0841 095-820-8080医療法人　藤樹歯科医藤樹　亨 平13. 4. 1歯   歯外 診療所
     院 長崎市銅座町２ー１５　ＮＫイリ常　勤:    2院　理事長　藤樹　亨 組織変更 現存
     スビル４Ｆ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156013,705,3 しもだ歯科医院 〒850-0066 095-861-5246下田　哲生 下田　哲生 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市大浜町１５４８ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157013,706,1 にしかど歯科医院 〒852-8107 095-841-7377西門　忍 西門　忍 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市浜口町３ー８ー２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158013,707,9 木原歯科医院 〒850-0861 095-823-0426木原　功喜 木原　功喜 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市江戸町３ー３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159013,709,5 むらかみ歯科医院 〒852-8125 095-841-8038村上　俊一 村上　俊一 平13.11. 1歯   診療所
     長崎市小峰町１２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  160013,711,1 桝屋歯科医院 〒850-0861 095-816-3948桝屋　順一 桝屋　順一 平14. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     長崎市江戸町６番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161013,712,9 すずき矯正歯科医院 〒852-8108 095-843-7373鈴木　弘之 鈴木　弘之 平14. 4. 1矯歯 診療所
     長崎市川口町１－１－１０６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162013,713,7 はらぐち歯科医院 〒851-0115 095-838-4198原口　誠二 原口　誠二 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市かき道２丁目５２番１８号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163013,714,5 よしかわ歯科 〒852-8053 095-855-9661吉川　幸一郎 吉川　幸一郎 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市葉山１丁目２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164013,715,2 馬場歯科医院 〒850-0841 095-823-2389馬場　康子 馬場　康子 平14. 5. 4歯   小歯 診療所
     長崎市銅座町１４番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165013,716,0 いでぐち歯科医院 〒852-8153 095-844-0416出口　繁 出口　繁 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市花丘町１番１号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166013,717,8 米田けんじ歯科 〒852-8155 095-814-8117米田　研爾 米田　研爾 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市中園町２０－１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167013,718,6 ちくば歯科醫院 〒850-0027 095-818-7088竹馬　聡 竹馬　聡 平14.10.11歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市桶屋町５９番地　コア桶屋常　勤:    2 新規 歯外 現存
     町３Ｆ (歯       2) 平26.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168013,719,4 東歯科医院 〒852-8134 095-844-1443東　義隆 東　義隆 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     長崎市大橋町２３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169013,723,6 みやた歯科医院 〒852-8014 095-862-7711宮田　浩光 宮田　浩光 平15. 4. 1歯   矯歯 診療所
     長崎市竹の久保町１７－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
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  170013,724,4 内山のりよ矯正歯科医〒850-0852 095-811-5477内山　惠代 内山　惠代 平15. 5. 1矯歯 歯   診療所
     院 長崎市万屋町３番１６号　栗原ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171013,725,1 ＫＥＮＺＯデンタルク〒850-0022 095-822-3084上田　兼三 上田　兼三 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 長崎市馬町８１番地　三光ビル２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172013,726,9 たかかぜ歯科 〒851-0133 095-839-3332医療法人たかかぜ歯科高風　裕一 平24. 9.10歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市矢上町４７番地８号 常　勤:    2　理事長　高風　裕一 移転 現存
     (歯       2) 平24. 9.10
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173013,727,7 高田歯科小児歯科 〒850-0855 095-821-4181髙田　圭介 髙田　圭介 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市東古川町４－３　高田ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174013,728,5 もとき歯科クリニック〒850-0045 095-843-8070中村　幹 中村　幹 平15. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市宝町７番１７号－３Ｆ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175013,730,1 渋谷歯科診療所 〒850-0056 095-811-3512渋谷　昌史 渋谷　昌史 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     長崎市恵美須町２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176013,731,9 郡歯科医院 〒850-0832 095-823-3313郡　俊明 郡　俊明 平15.11.10歯   診療所
     長崎市油屋町１番２２号 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平27.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177013,732,7 いわもと歯科 〒851-0301 095-832-3008医療法人　岩本会　い岩本　宏明 平15.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市深堀町１丁目１１番１７号常　勤:    1わもと歯科　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)岩本　宏明 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178013,733,5 松尾まこと歯科 〒852-8114 095-849-2225松尾　信 松尾　信 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     長崎市橋口町１５番１１号　アメ常　勤:    1 新規 現存
     ニティハイツ１階 (歯       1) 平28. 1. 1
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  179013,734,3 ふじ歯科診療所 〒850-0033 095-811-1331藤　宣好 藤　宣好 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     長崎市万才町３番１２－３０３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180013,737,6 にしだ歯科医院 〒850-0079 095-834-4056西田　英治 西田　英治 平16. 4. 1歯   診療所
     長崎市みなと坂１丁目２番１４号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181013,738,4 ありがとう歯科医院 〒852-8135 095-846-1118医療法人社団感謝会　池ノ谷　和典 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     長崎市千歳町１５番１号　マイン常　勤:    1理事長　池ノ谷　和典 組織変更 現存
     ズビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182013,739,2 医療法人　よしだ歯科〒850-0953 095-878-7191医療法人　よしだ歯科吉田　敏 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市上戸町２丁目１７番６号 常　勤:    1　理事長　吉田　敏 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183013,740,0 なりまつ歯科 〒850-0853 095-818-8211成松　雄治 成松　雄治 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市浜町６－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184013,741,8 髙尾歯科クリニック 〒852-8061 095-840-6480髙尾　直伸 髙尾　直伸 平16. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     長崎市滑石３丁目８番５号　メデ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ィカル滑石４Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185013,742,6 いけだ歯科医院 〒852-8155 095-843-1888医療法人　いけだ歯科池田　守 平16.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市中園町８番７号 常　勤:    2医院　理事長　池田　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)守 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186013,745,9 鳴見台歯科クリニック〒851-2215 095-814-1381井村　憲二 井村　憲二 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市鳴見台２－２２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187013,746,7 いずみだ歯科医院 〒851-0133 095-838-7080泉田　淳之輔 泉田　淳之輔 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市矢上町１２－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188013,749,1 はら歯科医院 〒852-8117 095-842-6622原　精一郎 原　精一郎 平17. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市平野町２３－１ｋ’ｓビル常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
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  189013,750,9 森川歯科医院 〒852-8132 095-844-6221森川　弥之 森川　弥之 平17. 9. 4歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市扇町２－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190013,751,7 いわなが歯科 〒852-8123 095-843-1001岩永　二郎 岩永　二郎 平17.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市三原１丁目２９－１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191013,752,5 たなかデンタルオフィ〒850-0842 095-818-7120田中　慎彦 田中　慎彦 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ス 長崎市新地町１番５号ＭＭＣビル常　勤:    3 新規 現存
     ３階 (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192013,754,1 澤本歯科医院 〒850-0035 095-823-4012澤本　佳宏 澤本　佳宏 平17.12.14歯   小歯 歯外診療所
     長崎市元船町１４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.14
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193013,755,8 よしだ歯科・矯正クリ〒852-8134 095-844-2350吉田　尚人 吉田　尚人 平18. 1.23歯   矯歯 診療所
     ニック 長崎市大橋町１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194013,756,6 とりやま歯科 〒851-0101 095-813-3150鳥山　信之介 鳥山　信之介 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市古賀町８７５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195013,757,4 原歯科診療所 〒850-0902 095-822-6326原　哲郎 原　哲郎 平18. 3. 1歯   診療所
     長崎市丸山町７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196013,758,2 伊藤デンタルクリニッ〒850-0852 095-827-1077医療法人ＩＤＣ　理事伊藤　博之 平18. 4. 1一般        19診療所
     (016,627,0) ク本院 長崎市万屋町１－５ 常　勤:    2長　伊藤　博之 組織変更 歯   歯外 内  現存
     (歯       2) 平30. 4. 1放   整外 皮  
     非常勤:    6
     (医       3)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197013,762,4 いわなが歯科長崎駅前〒850-0057 095-826-2226岩永　正憲 岩永　正憲 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 長崎市大黒町２－５－３Ｆ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  198013,763,2 医療法人さくらスマイ〒850-0015 095-822-6348医療法人さくらスマイ村橋　秀夫 平19. 3.28歯   矯歯 小歯診療所
     ル会　村橋歯科診療所長崎市桜馬場１－２－１２ 常　勤:    2ル会村橋歯科診療所　 組織変更 現存
     (歯       2)理事長　村橋　秀夫 平25. 3.28
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199013,764,0 といし歯科クリニック〒851-0113 095-839-1131木戸　政水 木戸　政水 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市戸石町１４５５－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200013,765,7 わかばデンタル 〒851-0301 095-832-3385医療法人岩本会いわも棚川　美佳 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市深堀町１丁目１４５番地２常　勤:    2と歯科　理事長　岩本 新規 矯歯 現存
     ４　フレスポ深堀 (歯       2)　宏明 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201013,766,5 野島歯科医院 〒850-0851 095-822-8354医療法人光洋会　理事野島　洋 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市古川町６－２７ 常　勤:    1長　野島　洋 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202013,767,3 樋口歯科医院 〒852-8155 095-814-8231樋口　史郎 樋口　史郎 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市中園町１９番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203013,768,1 医療法人　ひぐち歯科〒850-0971 095-879-2525医療法人ひぐち歯科　樋口　賀一郎 平19.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市磯道町２１５番地１ 常　勤:    2理事長　樋口　賀一郎 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204013,769,9 宮崎歯科医院 〒852-8011 095-861-0070宮崎　力 宮崎　力 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市稲佐町６番３号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205013,770,7 平田歯科医院 〒852-8023 095-844-6847平田　善章 平田　善章 平20. 2. 1歯   診療所
     長崎市若草町４番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206013,771,5 たけとみデンタルクリ〒851-2325 0959-25-1717武冨　大輔 武冨　大輔 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 長崎市永田町３１２３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  207013,773,1 オガワ・デンタル・ク〒850-0905 095-816-0118小川　滋寿 小川　滋寿 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 長崎市籠町４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208013,774,9 大黒歯科医院 〒850-0057 095-822-0072蒔本　建 蒔本　建 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市大黒町４－５山川ビル３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209013,775,6 古豊歯科医院 〒850-0841 095-825-1987古豊　育太朗 古豊　育太朗 平20. 9.14歯   小歯 歯外診療所
     長崎市銅座町７－２９ＴＮメディ常　勤:    1 新規 現存
     カルビル５Ｆ (歯       1) 平26. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210013,777,2 上田歯科医院 〒850-0063 095-861-1848上田　宗一郎 上田　宗一郎 平21. 1.23歯   小歯 診療所
     長崎市飽の浦町４－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211013,779,8 すやま歯科医院 〒852-8135 095-843-7234陶山　一隆 陶山　一隆 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市千歳町１１番１号　スプリ常　勤:    1 新規 現存
     ーム千歳町１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212013,780,6 やまぐち歯科クリニッ〒851-0134 095-839-8742山口　芳輝 山口　芳輝 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 長崎市田中町７９－１３ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213013,782,2 かがり歯科クリニック〒850-0843 095-895-9331伊藤　かがり 伊藤　かがり 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     長崎市常盤町１－５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214013,783,0 まちだ歯科クリニック〒851-0241 095-836-2552町田　澄利 町田　澄利 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市茂木町１５９０－１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215013,785,5 松永歯科医院 〒850-0996 095-879-5800松永　常典 松永　常典 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     長崎市平山台１丁目５番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216013,786,3 のだ歯科医院 〒852-8027 095-818-0147野田　大輔 野田　大輔 平22. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市城山台２丁目２６－２８－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １０１ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217013,787,1 東望歯科クリニック 〒851-0134 095-839-3986増田　一幸 増田　一幸 平22. 6. 1歯   診療所
     長崎市田中町８２１　東望ビル２常　勤:    1 交代 現存
     Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
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  218013,788,9 にしの歯科クリニック〒850-0822 095-811-3155西野　啓至 西野　啓至 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市愛宕３丁目５番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219013,789,7 オガワデンタルオフィ〒852-8061 095-865-7591小川　毅一郎 小川　毅一郎 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ス 長崎市滑石２丁目９－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220013,791,3 さかい歯科医院 〒852-8035 095-841-7880坂井　直司 坂井　直司 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市油木町２番１７号　谷口ビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221013,792,1 中富歯科医院 〒851-0113 095-830-2624中富　安彦 中富　安彦 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     長崎市戸石町６７８－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222013,793,9 みうら歯科医院 〒850-0077 095-865-2121三浦　義敬 三浦　義敬 平23. 5. 1歯   診療所
     長崎市小瀬戸町１００６番地５５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223013,794,7 フクサキ歯科医院 〒850-0015 095-827-3077福崎　毅 福崎　毅 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     長崎市桜馬場２－４－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224013,796,2 さかがみ歯科 〒850-0831 095-822-0372坂上　公一 坂上　公一 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市鍛冶屋町６－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225013,797,0 本原歯科医院 〒852-8133 095-849-2348川久保　敦 川久保　敦 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     長崎市本原町１３番地１５号本原常　勤:    2 新規 現存
     ハイツ１Ｆ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226013,798,8 パールデンタルクリニ〒850-0991 095-871-2345中島　功二 中島　功二 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 長崎市末石町２９０－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227013,800,2 チトセピア歯科クリニ〒852-8135 095-894-8856稲澤　大典 稲澤　大典 平23.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 長崎市千歳町５－１チトセピア１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
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  228013,801,0 桜馬場歯科医院 〒850-0015 095-829-3949松本　茂樹 松本　茂樹 平24. 4. 1歯   診療所
     長崎市桜馬場２丁目１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229013,802,8 わたなべＴＯＭＯ歯科〒850-0832 095-820-8030渡邊　知英 渡邊　知英 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 長崎市油屋町１番２号ＭＯＴＯビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230013,803,6 常岡歯科医院 〒850-0801 095-822-4567常岡　健一 常岡　健一 平24. 4. 2歯   小歯 診療所
     長崎市八幡町６－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231013,805,1 葉山歯科キッズデンタ〒852-8065 095-857-0727葉山　康臣 葉山　康臣 平24.10. 4歯   小歯 矯歯診療所
     ルクリニック 長崎市横尾２－１３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232013,806,9 ねぎし歯科クリニック〒851-3213 095-840-7708根岸　尚徳 根岸　尚徳 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市琴海形上町１８１１－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233013,807,7 中村歯科 〒851-0251 095-828-1166医療法人中村歯科　理中村　司 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     長崎市田上二丁目６番５号 常　勤:    2事長　中村　司 組織変更 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234013,808,5 はる歯科クリニック 〒850-0057 095-825-4182馬塲　年明 馬塲　年明 平25. 2. 1歯   診療所
     長崎市大黒町７－１４サン・アヴ常　勤:    1 新規 現存
     ィート２Ｆ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235013,809,3 牟田歯科医院 〒851-0133 095-838-8855牟田　隆一郎 牟田　隆一郎 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市矢上町１９番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236013,810,1 医療法人　ほんだ歯科〒852-8131 095-814-8711医療法人　ほんだ歯科本多　秀年 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市文教町５番２３号 常　勤:    1　理事長　本多　秀年 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237013,811,9 添野歯科医院 〒850-0035 095-823-4886添野　光洋 添野　光洋 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     長崎市元船町２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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  238013,812,7 医療法人社団柊和会　〒850-0851 095-825-2501医療法人社団柊和会　森　奏子 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     賑デンタルクリニック長崎市古川町６番３７号オオクラ常　勤:    1理事長　髙山　義央 新規 現存
     ビル３階 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239013,813,5 すえなが歯科医院 〒852-8003 095-834-1188医療法人すえなが歯科末永　英則 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市旭町６－１タワーシティ長常　勤:    1医院　理事長　末永　 組織変更 歯外 現存
     崎タワーコート３Ｆ (歯       1)英則 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240013,814,3 医療法人　知正会　中〒852-8014 095-832-1111医療法人　知正会　理中村　憲太郎 平26. 2. 1歯   小歯 診療所
     村デンタルクリニック長崎市竹の久保町１番３４号 常　勤:    1事長　中村　憲章 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241013,815,0 きらきら歯科医院 〒850-0853 095-815-8039山口　香奈美 山口　香奈美 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長崎市浜町２－１８クリエート長常　勤:    1 新規 現存
     崎２０１ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242013,816,8 ふくろう歯科クリニッ〒850-0963 095-879-3614奥川　剛志 奥川　剛志 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 長崎市ダイヤランド４丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243013,817,6 たがみ歯科医院 〒851-0251 095-827-1447買原　一郎 買原　一郎 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市田上２－２－８ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244013,818,4 プレミアスマイル矯正〒852-8117 095-894-7265渡邊　悦子 渡邊　悦子 平26.12. 1矯歯 診療所
     歯科 長崎市平野町１０番２号セントポ常　勤:    1 新規 現存
     ールプロスペクト２階 (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245013,820,0 諸熊歯科医院 〒850-0853 095-816-2281諸熊　正和 諸熊　正和 平27. 4. 1歯   診療所
     長崎市浜町９－８カロムビル２０常　勤:    1 新規 現存
     ５号室 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  246013,821,8 医療法人　富崎歯科 〒852-8061 095-855-2822医療法人　富崎歯科　富﨑　春水 平27. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市滑石５丁目４番８８号 常　勤:    1理事長　富﨑　春水 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247013,822,6 西岡歯科医院 〒850-0812 095-827-8488医療法人　久栄会　理西岡　久子 平27.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     長崎市白木町１番８号 常　勤:    2事長　西岡　久子 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248013,823,4 琴海歯科医院 〒851-3101 095-884-1700坂本　慶一郎 坂本　慶一郎 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市西海町１７３３番２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249013,824,2 なでしこ歯科医院 〒850-0961 095-800-5334德田　明日香 德田　明日香 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     長崎市小ケ倉町３丁目１９５－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250013,825,9 扇町歯科医院 〒852-8132 095-848-2295松本　浩志 松本　浩志 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     長崎市扇町１４番１２号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251013,826,7 西山歯科医院 〒850-0001 095-895-5564石田　佳之 石田　佳之 平28. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市西山２丁目７－１４　第２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     塚本ハイツ１階１号室 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252013,828,3 アジサイデンタルクリ〒850-0985 095-895-9911医療法人幸喜俊英会　德田　雅章 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 長崎市平瀬町６８番地１４ 常　勤:    1理事長　德田　雅章 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253013,829,1 たちばな歯科医院 〒850-0874 095-823-5363医療法人　たちばな会橘　一史 平28.12. 1歯   診療所
     長崎市魚の町３－１２ＪＰＧヴィ常　勤:    1　理事長　橘　一史 組織変更 現存
     レッジ２Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254013,830,9 住吉歯科クリニック 〒852-8154 095-848-7338和田　卓 和田　卓 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     長崎市住吉町２－２２武田ビル２常　勤:    2 新規 現存
     Ｆ (歯       2) 平29. 1. 1
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  255013,831,7 渡辺歯科医院 〒850-0044 095-844-2355渡 　芳明 渡 　芳明 平28.12.17歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市天神町３番７号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256013,832,5 みほこ歯科クリニック〒850-0015 095-826-1155田中　美保子 田中　美保子 平28.12.30歯   小歯 診療所
     長崎市桜馬場１－２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257013,833,3 稲澤歯科医院 〒850-0057 095-827-3388稲澤　太志 稲澤　太志 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市大黒町３番１号長崎交通産常　勤:    5 交代 歯外 現存
     業ビル５階 (歯       5) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258013,834,1 三浦デンタルクリニッ〒850-0877 095-821-5055三浦　宣敬 三浦　宣敬 平29. 2. 1歯   診療所
     ク 長崎市築町５番１６号異人堂ビル常　勤:    2 交代 現存
     ５・６Ｆ (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259013,835,8 医療法人　皓歯会　岩〒850-0015 095-824-7052医療法人　皓歯会　理岩本　憲一 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     本歯科 長崎市桜馬場２丁目１番１－２０常　勤:    1事長　岩本　憲一 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260013,836,6 ついき歯科クリニック〒850-0034 095-895-5584築城　宏太郎 築城　宏太郎 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     長崎市樺島町３－６百京ビル３階常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261013,837,4 はじめ歯科クリニック〒850-0873 095-800-1724白石　一 白石　一 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     長崎市諏訪町５番１７号アーバン常　勤:    1 新規 現存
     ライフ諏訪町１０１号室 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262013,838,2 大平歯科診療所 〒852-8002 095-861-2372大平　孝造 大平　孝造 平29. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市弁天町１５－１５ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263013,840,8 こうやま歯科医院 〒852-8053 095-857-3690幸山　浩和 幸山　浩和 平29.12. 1歯   診療所
     長崎市葉山１丁目４－１第２川尾常　勤:    2 新規 現存
     ビル１階 (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  264013,841,6 マツオ歯科医院 〒852-8102 095-847-7378松尾　剛 松尾　剛 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     長崎市坂本１丁目４番２０号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265013,842,4 工藤デンタルクリニッ〒852-8102 095-847-7610工藤　淳平 工藤　淳平 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 長崎市坂本１－５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266013,843,2 稲澤ファミリー歯科医〒852-8034 095-843-8115矢嶌　仁美 矢嶌　仁美 平30. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 長崎市城栄町３２－２０城山メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル４Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267013,844,0 光安歯科医院 〒850-0904 095-823-2563光安　健一郎 光安　健一郎 平30. 4. 1歯   診療所
     長崎市船大工町６番１１号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268023,092,4 佛坂歯科医院 〒857-0834 0956-31-5921佛坂　健 佛坂　健 平 3. 8.26歯   矯歯 診療所
     佐世保市潮見町６－３ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平24. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269023,180,7 神谷歯科診療所 〒857-0144 0956-49-7866神谷　治雄 神谷　治雄 昭51. 3. 1歯   診療所
     佐世保市皆瀬町２７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270023,191,4 江原歯科医院 〒857-0011 0956-23-6001江原　勝弥 江原　勝弥 昭52. 4.25歯   診療所
     佐世保市春日町２９－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271023,193,0 古川利歯科医院 〒857-0851 0956-33-2666古川　利一 古川　利一 昭52. 6.16歯   診療所
     佐世保市稲荷町１３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272023,198,9 国松歯科医院 〒857-0805 0956-22-0433國松　仁志 國松　仁志 昭53. 4. 5歯   診療所
     佐世保市光月町２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 5
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  273023,199,7 平居歯科診療所 〒857-0134 0956-49-5314平居　詔裕 平居　詔裕 昭53. 4.12歯   診療所
     佐世保市瀬戸越４丁目１３１３－常　勤:    2 移転 現存
     ９ (歯       2) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274023,213,6 鳥越歯科医院 〒857-1165 0956-32-0707鳥越　敏博 鳥越　敏博 平 7. 9.18歯   歯外 診療所
     佐世保市大和町１５番地 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9.18
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275023,216,9 井上歯科医院 〒857-0143 0956-40-8054井上　賢悟 井上　賢悟 昭55. 7.10歯   診療所
     佐世保市吉岡町１７９２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276023,224,3 久保歯科クリニック 〒859-3236 0956-59-3131久保　忠利 久保　忠利 昭56. 3. 6歯   診療所
     佐世保市南風崎町３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277023,228,4 泉福歯科医院 〒857-0136 0956-49-4012泉福　和典 泉福　和典 平11. 5.17一般    診療所
     佐世保市田原町１６ー１３ 常　勤:    1 移転 歯   現存
     (歯       1) 平29. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278023,233,4 岡歯科医院 〒857-0042 0956-22-6959岡　眞吉 岡　眞吉 昭56.12.10歯   診療所
     佐世保市高砂町４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279023,239,1 塩田歯科医院 〒859-3223 0956-38-3130塩田　勝徳 塩田　勝徳 昭57. 7. 9歯   診療所
     佐世保市広田１－３２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280023,248,2 やまもと歯科医院 〒857-1174 0956-33-8878山本　正郎 山本　正郎 昭58. 4.11歯   小歯 矯歯診療所
     佐世保市天神５丁目３８番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281023,251,6 山崎歯科医院 〒857-0851 0956-34-0111山崎　健児 山崎　健児 昭58. 6. 1歯   診療所
     佐世保市稲荷町２０－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282023,254,0 岩屋歯科医院 〒859-3222 0956-38-9196岩屋　美津夫 岩屋　美津夫 昭58. 7. 5歯   診療所
     佐世保市広田町６３８番地の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 5
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  283023,255,7 神戸歯科医院 〒858-0915 0956-47-6234神戸　一明 神戸　一明 昭58. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐世保市上相浦町２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284023,257,3 森永歯科医院 〒857-0040 0956-23-8811森永　達夫 森永　達夫 昭58.11. 1歯   診療所
     佐世保市比良町１９番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285023,260,7 日宇歯科医院 〒857-1151 0956-33-5821大久保　厚司 大久保　厚司 平 8. 5. 8歯   矯歯 診療所
     佐世保市日宇町６９５－６大久保常　勤:    2 移転 現存
     第２ビル２Ｆ (歯       2) 平29. 5. 8
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286023,261,5 蒲地歯科医院 〒857-0864 0956-25-8693蒲地　正哉 蒲地　正哉 昭59. 4.16歯   小歯 診療所
     佐世保市戸尾町５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287023,263,1 ひさがい歯科医院 〒857-0112 0956-46-1184久貝　洋介 久貝　洋介 昭59. 6. 1歯   診療所
     佐世保市柚木町１４７１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288023,264,9 吉田歯科 〒859-3216 0956-39-1188吉田　喜一郎 吉田　喜一郎 昭59. 6. 1歯   診療所
     佐世保市勝海町１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289023,265,6 宮島歯科医院 〒857-0064 0956-28-2285宮嶋　良嗣 宮嶋　良嗣 昭59. 8.11歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市赤崎町１４５１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290023,266,4 兵働歯科医院 〒857-0034 0956-25-8135兵働　敏也 兵働　敏也 昭59. 8.28歯   診療所
     佐世保市万徳町１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291023,268,0 曽我歯科 〒857-1174 0956-33-6480曽我　菜穂子 曽我　菜穂子 昭59.12.15歯   診療所
     佐世保市天神３丁目１１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  292023,272,2 やまだ歯科 〒857-0068 0956-23-5690山田　雅弘 山田　雅弘 平10. 7.28歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市御船町４ー２４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 7.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293023,274,8 川原歯科 〒859-3214 0956-38-9570川原　秀樹 川原　秀樹 昭60. 7.15歯   診療所
     佐世保市権常寺１丁目１０－３１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294023,275,5 泉歯科 〒857-0833 0956-33-2955泉　大輔 泉　大輔 昭61. 1.15歯   診療所
     佐世保市若葉町２４－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.15
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295023,278,9 こにし歯科医院 〒858-0925 0956-47-3410小西　寛 小西　寛 昭61. 4. 1歯   矯歯 診療所
     佐世保市椎木町１４８－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296023,279,7 ななくま歯科医院 〒859-3212 0956-39-2151七熊　正 七熊　正 昭61. 6. 4歯   診療所
     佐世保市花高３丁目２８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297023,281,3 本田歯科医院 〒859-3211 0956-38-2923本田　聡 本田　聡 昭61.10. 6歯   診療所
     佐世保市早苗町５３０－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298023,284,7 高木歯科医院 〒857-0874 0956-22-8788高木　正信 高木　正信 昭61.12. 2歯   小歯 診療所
     佐世保市京坪町８番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299023,285,4 藤瀬歯科医院 〒857-0058 0956-22-3332藤瀬　政之 藤瀬　政之 平 5.11. 1歯   診療所
     佐世保市上町１－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300023,286,2 とよむら歯科医院 〒859-3215 0956-38-3121豊村　弘文 豊村　弘文 昭62. 2. 5歯   診療所
     佐世保市早岐１丁目６－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  301023,288,8 佐々木歯科 〒857-0011 0956-25-1001佐々木　賢二 佐々木　賢二 昭62.12.12歯   診療所
     佐世保市春日町２４－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302023,289,6 山口歯科医院 〒857-0134 0956-40-6480山口　伸二 山口　伸二 昭63. 4. 2歯   診療所
     佐世保市瀬戸越３丁目５番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303023,293,8 山下歯科医院 〒857-1163 0956-34-0439山下　泰裕 山下　泰裕 昭63. 6. 1歯   診療所
     佐世保市大岳台町２１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304023,296,1 佐々木歯科医院 〒857-0054 0956-23-1765佐々木　秀夫 佐々木　秀夫 平元. 5. 8歯   診療所
     佐世保市栄町１－５エクセレンス常　勤:    1 移転 現存
     鴨川２０１ (歯       1) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305023,299,5 医療法人社団　沖永歯〒857-1152 0956-33-5665医療法人社団沖永歯科沖永　武敏 平元. 8. 3歯   診療所
     科医院 佐世保市黒髪町１２－１１ 常　勤:    1医院　理事長　沖永　 組織変更 現存
     (歯       1)武敏 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306023,300,1 医療法人社団　タルミ〒857-0871 0956-23-6480医療法人社団タルミ小樽美　哲生 平元. 8. 1歯   診療所
     小児歯科医院 佐世保市本島町４－１５ 常　勤:    1児歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)樽美　哲生 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307023,301,9 川原光歯科 〒859-3241 0956-58-2266川原　光正 川原　光正 平元. 8.16歯   診療所
     佐世保市有福町４１５８－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308023,302,7 医療法人　岡本歯科診〒859-3151 0956-30-8758医療法人岡本歯科診療岡本　浩一 平元. 9. 1歯   診療所
     療所 佐世保市三川内本町１３８－３ 常　勤:    1所　理事長　岡本　浩 組織変更 現存
     (歯       1)一 平28. 9. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309023,307,6 小林矯正歯科 〒857-0055 0956-23-8227小林　昭 小林　昭 平元.10.14矯歯 診療所
     佐世保市湊町５－２７ハピネス湊常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310023,309,2 医療法人　徳富歯科医〒857-0054 0956-22-6479医療法人徳富歯科医院徳富　健太郎 平元.12. 1歯   診療所
     院 佐世保市栄町５－１７ 常　勤:    2　理事長　徳富　健太 組織変更 現存
     (歯       2)郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  311023,311,8 医療法人敬信会　太田〒857-0833 0956-31-0914医療法人敬信会　理事太田　信敬 平元.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科診療所 佐世保市若葉町２－５ 常　勤:    1長　太田　信敬 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312023,313,4 まえはた矯正歯科 〒857-0871 0956-23-2268前畑　満雄 前畑　満雄 平12. 7. 1矯歯 診療所
     佐世保市本島町１ー１　本島ビル常　勤:    1 移転 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313023,314,2 鳥羽歯科医院 〒857-1165 0956-34-2218鳥羽　健 鳥羽　健 平 2. 6. 1歯   診療所
     佐世保市大和町４０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314023,315,9 おおつぼ歯科医院 〒858-0918 0956-47-6300大坪　邦夫 大坪　邦夫 平 2. 9. 1歯   診療所
     佐世保市相浦町２４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315023,316,7 医療法人　ほかお歯科〒857-1152 0956-34-0120医療法人ほかお歯科医外尾　剛彦 平 2. 9. 1歯   診療所
     医院 佐世保市黒髪町３４－４ 常　勤:    1院　理事長　外尾　剛 組織変更 現存
     (歯       1)彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316023,317,5 梅津歯科医院 〒857-0033 0956-24-0666梅津　寛 梅津　寛 平 2.10.10歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市城山町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317023,319,1 医療法人　継心会　山〒857-0876 0956-22-7066医療法人継心会　山本山本　邦雄 平18. 3. 1歯   診療所
     本歯科医院 佐世保市塩浜町８番１５号 常　勤:    3歯科医院　理事長　山 移転 現存
     (歯       3)本　邦雄 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318023,320,9 医療法人　ちぎた歯科〒858-0923 0956-28-3322医療法人ちぎた歯科医千北　敏裕 平 3. 8. 1歯   診療所
     医院 佐世保市日野町８４６番地１３ 常　勤:    1院　理事長　千北　敏 移転 現存
     (歯       1)裕 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319023,321,7 江頭歯科 〒857-0041 0956-25-3333江頭　毅 江頭　毅 平14. 5. 1歯   診療所
     佐世保市木場田町８－１３　リバ常　勤:    1 移転 現存
     ーコートＦＵＲＵＫＡＷＡ２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320023,323,3 中村歯科医院 〒857-0055 0956-25-1184中村　美賛子 中村　美賛子 平 3. 6.12歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市湊町７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  321023,324,1 マツナガ歯科 〒857-0871 0956-23-8211松永　省三 松永　省三 平 3. 8.26歯   小歯 歯外診療所
     佐世保市本島町３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322023,327,4 村上歯科医院 〒859-3223 0956-39-2288村上　真一 村上　真一 平 4. 1.10歯   診療所
     佐世保市広田３丁目１９－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323023,328,2 芥川歯科医院 〒859-3223 0956-39-3468芥川　卓也 芥川　卓也 平 4. 5. 7歯   診療所
     佐世保市広田３丁目１５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324023,330,8 はちや歯科 〒859-3223 0956-38-8839八谷　成紀 八谷　成紀 平 4. 6.19歯   診療所
     佐世保市広田１丁目７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325023,332,4 城端歯科医院 〒859-3223 0956-38-0770城端　洋紹 城端　洋紹 平 4. 9. 8歯   診療所
     佐世保市広田３－１０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326023,333,2 むかい歯科医院 〒857-0833 0956-33-1168迎　卓 迎　卓 平 4.10.12歯   診療所
     佐世保市若葉町１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327023,334,0 医療法人朋和会　丸山〒857-0017 0956-24-0088医療法人朋和会丸山朋丸山　朋彦 平 4.11. 1歯   診療所
     朋彦歯科医院 佐世保市梅田町３－３ 常　勤:    2彦歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)丸山　朋彦 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328023,335,7 とくだ矯正歯科 〒857-0028 0956-25-8941徳田　恒宏 徳田　恒宏 平 5. 7.24歯   診療所
     佐世保市八幡町４－３八幡ビル２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平29. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329023,336,5 医療法人　古川歯科ア〒857-0841 0956-31-0271医療法人古川歯科アポ古川　亨 平18.12.20歯   矯歯 歯外診療所
     ポロニアクリニック 佐世保市大宮町１１－４ 常　勤:    1ロニアクリニック　理 移転 現存
     (歯       1)事長　古川　亨 平24.12.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330023,337,3 医療法人　はつせ歯科〒857-0834 0956-31-5641医療法人　はつせ歯科初瀬　和敏 平 6. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市潮見町１５－７ 常　勤:    1　理事長　初瀬　和敏 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  331023,338,1 医療法人鶴清会　シミ〒859-3213 0956-38-0174医療法人鶴清会シミズ清水　保 平 6. 4. 1小歯 矯歯 診療所
     ズ小児歯科クリニック佐世保市権常寺町１１０１番地３常　勤:    1小児歯科クリニック　 組織変更 現存
     ３ (歯       1)理事長　清水　保 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332023,339,9 長富歯科医院 〒859-3215 0956-38-2460長富　正博 長富　正博 平 6. 5.18歯   診療所
     佐世保市早岐２丁目１３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333023,341,5 医療法人社団　林歯科〒858-0925 0956-48-4832医療法人社団　林歯科林　良二 平 6.10. 1歯   診療所
     医院 佐世保市椎木町３５４番地３ 常　勤:    1医院　理事長　林　良 組織変更 現存
     (歯       1)二 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334023,342,3 医療法人　いずみ歯科〒859-3215 0956-38-3311医療法人いずみ歯科　泉　雅勝 平 6.10. 3歯   診療所
     佐世保市早岐１丁目５－１７ 常　勤:    2理事長　泉　雅勝 組織変更 現存
     (歯       2) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335023,345,6 松添歯科医院 〒858-0923 0956-28-2423松添　裕之 松添　裕之 平 7.12. 9歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市日野町１１９０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336023,346,4 さざ歯科医院 〒857-1153 0956-34-0808佐々　一男 佐々　一男 平 8. 5. 8歯   小歯 診療所
     佐世保市もみじが丘町４０番地４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337023,348,0 平川歯科医院 〒857-0875 0956-22-8820平川　晶子 平川　晶子 平13.10.18歯   小歯 診療所
     佐世保市下京町９－３　アモリー常　勤:    1 移転 現存
     ノ３Ｆ (歯       1) 平25.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338023,349,8 小林歯科医院 〒858-0916 0956-47-2789小林正剛 小林正剛 平 9.11.15歯   小歯 診療所
     佐世保市木宮町３ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339023,352,2 谷脇歯科医院 〒857-0133 0956-40-6675谷脇　伸彦 谷脇　伸彦 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     佐世保市矢峰町９０ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340023,353,0 迎歯科クリニック 〒859-3211 0956-39-4488迎　康弘 迎　康弘 平10.11.11歯   小歯 診療所
     佐世保市早苗町４４６ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  341023,355,5 わたなべ歯科 〒859-3215 0956-38-2003渡辺　吉郎 渡辺　吉郎 平11. 4. 1歯   診療所
     佐世保市早岐１丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342023,356,3 まるやま歯科医院 〒857-0024 0956-24-2718丸山　等 丸山　等 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     佐世保市花園町１ー７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343023,357,1 なんり歯科医院 〒858-0918 0956-47-2447南里　博史 南里　博史 平11.12. 3歯   診療所
     佐世保市相浦町１８６番地 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344023,358,9 上田歯科医院 〒858-0915 0956-29-1211上田　寛 上田　寛 平11. 5.22歯   小歯 診療所
     佐世保市上相浦町８ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345023,359,7 大串歯科医院 〒857-1151 0956-34-2063医療法人博道会　理事大串　博 平11.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐世保市日宇町６７８番地３ 常　勤:    3長　大串　博 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346023,360,5 たなか歯科医院 〒857-0833 0956-31-6131田中　正道 田中　正道 平11.12.10歯   診療所
     佐世保市若葉町７ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347023,361,3 本村歯科医院 〒857-0058 0956-42-0606本村　二郎 本村　二郎 平11.12.14歯   小歯 矯歯診療所
     佐世保市上町２ー１３　ロードビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348023,364,7 医療法人　愛惠会　や〒857-0044 0956-25-0648医療法人　愛惠会　や山﨑　慎一郎 平12.10. 1歯   診療所
     まさき歯科医院 佐世保市相生町２ー５ 常　勤:    1まさき歯科医院　理事 組織変更 現存
     (歯       1)長　山﨑　愼一郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349023,365,4 医療法人　よしむら歯〒857-0135 0956-22-7356医療法人　よしむら歯吉村　鉄哉 平12.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 佐世保市瀬戸越町１２３８ー１ 常　勤:    1科　理事長　吉村　鉄 組織変更 現存
     (歯       1)哉 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350023,371,2 医療法人　あずま歯科〒857-0134 0956-49-7000医療法人　あずま歯科東　大智郎 平15. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     医院 佐世保市瀬戸越二丁目１９番５号常　勤:    3医院　理事長　東　大 組織変更 現存
     (歯       3)智郎 平27. 4. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
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  351023,372,0 医療法人　健歯会　い〒857-0032 0956-25-4976医療法人　健歯会　い池田　一敏 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     けだ歯科医院 佐世保市宮田町３番１８号 常　勤:    1けだ歯科医院　理事長 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　池田　一敏 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352023,373,8 さいくさ歯科 〒857-0036 0956-37-1055七種　敏行 七種　敏行 平15. 6. 1歯   診療所
     佐世保市清水町１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353023,374,6 のもと歯科医院 〒857-0875 0956-22-6919野本　俊一 野本　俊一 平15. 6. 9歯   診療所
     佐世保市下京町７番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354023,376,1 医療法人　昭心会　田〒857-0864 0956-25-0048医療法人　昭心会　田田中　健吉郎 平15.10. 1歯   診療所
     中けん歯科 佐世保市戸尾町３番１１号　戸尾常　勤:    1中けん歯科　理事長　 組織変更 現存
     ビル２階 (歯       1)田中　健吉郎 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355023,377,9 安西歯科医院 〒857-0806 0956-24-5581安西　裕一 安西　裕一 平16. 1. 9歯   診療所
     佐世保市島瀬町２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356023,379,5 医療法人悠希会　たた〒858-0926 0956-48-5655医療法人悠希会たたみ疊屋　文人 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     みや歯科医院 佐世保市大潟町６０－１０２ 常　勤:    1や歯科医院　理事長　 移転 歯外 現存
     (歯       1)疊屋　文人 平25. 3. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357023,381,1 糸山ともこ歯科クリニ〒857-0053 0956-22-7120真浦　朋子 真浦　朋子 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     ック 佐世保市常盤町４－２３　たつみ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358023,382,9 医療法人　親徳会　山〒857-0832 0956-32-5026医療法人　親徳会　理山本　親郎 平16.12. 1歯   診療所
     本歯科診療所 佐世保市藤原町２５番１４号 常　勤:    1事長　山本　親郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359023,383,7 アキラデンタルオフィ〒857-0806 0956-22-7980須田　晶 須田　晶 平27. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ス 佐世保市島瀬町９－１７－２Ｆ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  360023,384,5 上野歯科医院 〒857-1162 0956-33-7227上野　雅久 上野　雅久 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐世保市卸本町１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361023,385,2 のうとみ歯科医院 〒857-0841 0956-27-8881納富　泰臣 納富　泰臣 平18. 4. 1歯   診療所
     佐世保市大宮町３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362023,386,0 てらさき歯科クリニッ〒857-0143 0956-42-9733寺﨑　俊憲 寺﨑　俊憲 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 佐世保市吉岡町１４７６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363023,387,8 いけまつ歯科 〒858-0913 0956-48-5680池末　敬二 池末　敬二 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市新田町２７１－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364023,388,6 長富歯科医院 〒857-0833 0956-31-4530長富　浩一郎 長富　浩一郎 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市若葉町７－３４ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365023,389,4 村岡ゆき歯科クリニッ〒857-0862 0956-33-3255村岡　有紀 村岡　有紀 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 佐世保市白南風町１－１３　ＪＲ常　勤:    1 新規 現存
     九州佐世保ビル２０１ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366023,392,8 内田歯科医院 〒857-0841 0956-31-8737内田　聡 内田　聡 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市大宮町１７番１６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367023,393,6 医療法人　社団　みど〒857-0831 0956-34-5336医療法人社団みどりが松本　浩二 平19. 7. 1歯   診療所
     りが丘医院　松本浩歯佐世保市須田尾町１２－１９ 常　勤:    1丘医院　理事長　松本 組織変更 現存
     科医院 (歯       1)　浩二 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368023,396,9 橘川デンタルクリニッ〒857-0806 0956-22-7881橘川　英一郎 橘川　英一郎 平20. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 佐世保市島瀬町１－６クレアージ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ュ島瀬１０２ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369023,397,7 まつなが歯科 〒859-3452 0956-58-2035松永　知己 松永　知己 平21. 1.13歯   診療所
     佐世保市針尾中町１５３８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1.13
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  370023,399,3 あじさい歯科クリニッ〒857-0045 0956-23-5849池田　大輔 池田　大輔 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 佐世保市園田町１番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371023,400,9 医療法人双飛会　なか〒857-0862 0956-29-0170医療法人双飛会　なか中川　知之 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     がわ歯科医院 佐世保市白南風町１３番の１ 常　勤:    2がわ歯科医院　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　中川　知之 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372023,402,5 麻生歯科医院 〒857-0802 0956-22-6347麻生　宏 麻生　宏 平22. 8. 4歯   小歯 診療所
     佐世保市高天町１番８号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373023,403,3 医療法人朝村歯科 〒857-0032 0956-25-8866医療法人朝村歯科　理森　三喜夫 平23. 7. 1歯   歯外 診療所
     佐世保市宮田町２番１８号 常　勤:    2事長　森　三喜夫 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374023,404,1 ふくち歯科 〒857-1175 0956-33-0555福地　賀一 福地　賀一 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     佐世保市天神町１３０２番７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375023,407,4 花みずき矯正歯科 〒858-0926 0956-48-6700疊屋　睦人 疊屋　睦人 平25. 6. 1矯歯 診療所
     佐世保市大潟町６０－１００ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376023,408,2 オオツ歯科クリニック〒857-0041 0956-76-7882大津　亮泰 大津　亮泰 平25. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市木場田町６－３３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377023,410,8 ながた歯科クリニック〒858-0911 0956-76-9170永田　昌也 永田　昌也 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市竹辺町８４９番地１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378023,411,6 すどう歯科 〒858-0926 0956-59-5171須藤　誠仁 須藤　誠仁 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐世保市大潟町６０－１９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379023,412,4 はらだＤｅｎｔａｌＣ〒857-0021 0956-76-8127原田　洋介 原田　洋介 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ａｒｅＣｌｉｎｉｃ 佐世保市折橋町３－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
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  380023,413,2 豊村洋歯科医院 〒857-0114 0956-46-1100医療法人　豊新会　理豊村　洋一郎 平26.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市小舟町４９番地５ 常　勤:    1事長　豊村　洋一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381023,414,0 犬塚歯科診療所 〒857-0872 0956-22-7006医療法人　俊歯会　理犬塚　俊方 平27. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     佐世保市上京町４－１６ 常　勤:    2事長　犬塚　俊方 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382023,415,7 つばき歯科クリニック〒857-1152 0956-31-4602椿　陽一 椿　陽一 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市黒髪町３８－２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383023,416,5 歯科タナカ 〒857-0027 0956-22-4793田中　淳 田中　淳 平28. 1. 1歯   診療所
     佐世保市谷郷町２－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384023,418,1 豊村歯科 〒857-0016 0956-22-7050豊村　泰二 豊村　泰二 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     佐世保市俵町７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385023,419,9 かえで歯科クリニック〒858-0903 0956-59-6855稲積　大輔 稲積　大輔 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐世保市上本山町８０８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386023,421,5 しながわ小児歯科医院〒857-0051 0956-24-6010品川　兼一 品川　兼一 平29. 1. 1小歯 診療所
     佐世保市浜田町２－１７ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387023,422,3 ひらの歯科小児歯科 〒857-0822 0956-20-8241医療法人　純志会　理平野　聡 平29. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市山祗町３５２番地３ 常　勤:    1事長　平野　聡 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388023,423,1 宇久歯科医院 〒857-4901 0959-57-2511杉野　弘武 杉野　弘武 平29.10. 1歯   診療所
     佐世保市宇久町平２６５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  389023,424,9 医療法人　左石歯科医〒857-0136 0956-40-7784医療法人　左石歯科医糸山　聡 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     院 佐世保市田原町１１番１７号大野常　勤:    1院　理事長　糸山　聡 組織変更 現存
     スマイルビル (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390023,425,6 歯科やまもとデンタル〒859-3234 0956-20-4770医療法人　歯科やまも山本　裕一 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 佐世保市長畑町８５１番７ 常　勤:    1とデンタルクリニック 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　理事長　山本　裕一 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391023,426,4 つつい歯科医院 〒857-0863 0956-23-6000医療法人　愛華会　理筒井　華世 平30. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐世保市三浦町１番１５号 常　勤:    1事長　筒井　華世 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392023,427,2 村尾歯科医院 〒857-0833 0956-31-6207村尾　知紀 村尾　知紀 平30. 4. 1歯   診療所
     佐世保市若葉町２番１１号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393023,428,0 ふるかわ歯科こども歯〒857-1164 0956-33-2666古川　貴英 古川　貴英 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 佐世保市白岳町５０－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394023,429,8 きたお歯科クリニック〒859-3215 0956-38-5630北尾　知章 北尾　知章 平30. 5. 1歯   診療所
     佐世保市早岐２丁目４２－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395033,025,2 渡部歯科医院 〒855-0861 0957-63-1750渡部　哲夫 渡部　哲夫 昭53. 6. 5歯   診療所
     島原市下川尻町１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396033,029,4 キタ忍歯科医院 〒855-0823 0957-63-6711喜多　忍 喜多　忍 昭55. 4. 7歯   診療所
     島原市湊町３５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 7
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397033,031,0 大岡歯科医院 〒855-0802 0957-63-7616大岡　一正 大岡　一正 昭57. 7.16歯   診療所
     島原市弁天町１丁目７４０８－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  398033,035,1 大田歯科医院 〒855-0878 0957-62-7407大田　雄三 大田　雄三 昭60. 3. 1歯   診療所
     島原市大下町丙１３０９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399033,036,9 みやざき歯科 〒855-0836 0957-62-7300宮崎　宏延 宮崎　宏延 昭60. 4.11歯   診療所
     島原市湖南町６８７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400033,038,5 松藤歯科 〒855-0873 0957-62-7355松藤　鉄也 松藤　鉄也 昭61. 1.27歯   診療所
     島原市北安徳町丁３００８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401033,040,1 喜多歯科 〒855-0044 0957-62-4745喜多　清基 喜多　清基 昭63. 2. 1歯   歯外 診療所
     島原市中町７９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402033,043,5 清水歯科医院 〒855-0004 0957-63-4848清水　康裕 清水　康裕 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     島原市亀の甲町乙１６９６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403033,045,0 医療法人　原口歯科医〒855-0045 0957-62-4361医療法人原口歯科医院原口　有 平 2. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 島原市上の町５３３ 常　勤:    1　理事長　原口　有 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404033,046,8 医療法人　みなと歯科〒855-0822 0957-63-1747医療法人みなと歯科医原口　晴夫 平 2. 8. 1歯   診療所
     医院 島原市中組町３１４－１ 常　勤:    1院　理事長　原口　晴 組織変更 現存
     (歯       1)夫 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405033,051,8 まつおデンタルクリニ〒855-0032 0957-65-0233松尾　裕純 松尾　裕純 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     ック 島原市北門町１５６３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406033,052,6 スマイル歯科 〒855-0012 0957-62-8718医療法人佳風会　理事好川　正 平18. 5.20歯   小歯 歯外診療所
     島原市大手原町甲１４－１ 常　勤:    1長　好川　正 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5.20
     非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  407033,053,4 植木歯科医院 〒855-0824 0957-62-3765植木　靖久 植木　靖久 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     島原市白山町２６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408033,054,2 いなだ歯科 〒855-0808 0957-62-2901稲田　浩一 稲田　浩一 平13. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     島原市加美町１０００ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409033,055,9 野島デンタルクリニッ〒855-0031 0957-62-8440野島　真理子 野島　真理子 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 島原市前浜町甲７４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410033,057,5 宮﨑歯科医院 〒855-0851 0957-62-1180宮﨑　啓一郎 宮﨑　啓一郎 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     島原市萩原二丁目５２３０番地３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411033,058,3 まき歯科 〒855-0067 0957-64-5077副島　真紀 副島　真紀 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     島原市上新丁一丁目４１５８番地常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     １ (歯       4) 平30. 6. 1
     非常勤:   16
     (歯      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412033,059,1 大場歯科医院 〒855-0817 0957-62-4579大場　堂信 大場　堂信 平21. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     島原市浦田１丁目８０９－１ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413033,060,9 高城歯科クリニック 〒855-0035 0957-64-6480医療法人ウイング　理高城　進 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     島原市先魁町１１６４番地５ 常　勤:    2事長　高城　昭紀 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414033,061,7 山口歯科医院 〒855-0803 0957-62-3016山口　真佐幸 山口　真佐幸 平23. 4. 1歯   診療所
     島原市新町１丁目２１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
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  415033,062,5 寺田歯科診療所 〒855-0803 0957-62-4427松田　威 松田　威 平24. 8. 1歯   診療所
     島原市新町２丁目１１２番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416033,063,3 吉田歯科医院 〒855-0034 0957-62-5026吉田　俊寛 吉田　俊寛 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     島原市田町６９０－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417033,064,1 林歯科医院 〒855-0814 0957-73-6884医療法人　はやし会　林　太郎 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     島原市津町５８６番地１ 常　勤:    1理事長　林　敏明 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418043,040,9 大石歯科医院 〒854-0073 0957-25-1155大石　久志 大石　久志 昭55. 1. 1歯   診療所
     諫早市中尾町４－５０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419043,051,6 吉原歯科診療所 〒854-0013 0957-23-8734吉原　弘泰 吉原　弘泰 昭56. 9.24歯   診療所
     諫早市栄町７－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420043,052,4 吉田歯科 〒854-0001 0957-24-2676吉田　延寿 吉田　延寿 昭56.11.30歯   小歯 診療所
     諫早市福田町２番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421043,055,7 なかこが歯科医院 〒854-0071 0957-24-2468中古賀　晴信 中古賀　晴信 昭57.10.14歯   診療所
     諫早市永昌東町１６番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422043,060,7 橋本歯科医院 〒854-0072 0957-26-6000橋本　孝道 橋本　孝道 昭61. 8. 5歯   診療所
     諫早市永昌町１１－３２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423043,061,5 牟田歯科 〒854-0034 0957-24-4004牟田　直人 牟田　直人 昭61. 9. 3歯   診療所
     諫早市小野町１６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424043,063,1 なるせ小児歯科 〒854-0074 0957-26-8211成瀬　敏彦 成瀬　敏彦 昭62. 7.31歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市山川町２５－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425043,065,6 やました歯科 〒854-0126 0957-28-3139山下　敏昭 山下　敏昭 平22. 9.24歯   小歯 診療所
     諫早市松里町６番６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9.24
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  426043,068,0 安井歯科医院 〒854-0061 0957-22-6711安井　克彦 安井　克彦 平13. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市宇都町１９ー１７ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427043,071,4 医療法人社団五友会　〒854-0026 0957-23-6212医療法人社団五友会助助村　大作 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     助村歯科医院 諫早市東本町４－８ 常　勤:    2村歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)助村　大作 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428043,073,0 愛真歯科 〒854-0081 0957-26-0157藤田　英樹 藤田　英樹 平 2. 3.29歯   診療所
     諫早市栄田町３２－５７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429043,074,8 医療法人社団トキワ会〒854-0003 0957-23-7048医療法人社団トキワ会溝越　孝 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　みぞこし歯科医院 諫早市泉町１７－６ 常　勤:    1　理事長　溝越　孝 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430043,076,3 野口歯科医院 〒854-0081 0957-26-1778野口　哲 野口　哲 平 2.10. 1歯   診療所
     諫早市栄田町６－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431043,077,1 一宅歯科医院 〒854-0022 0957-23-3327一宅　邦博 一宅　邦博 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     諫早市幸町４－１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432043,082,1 なかむら歯科医院 〒859-0301 0957-23-9066中村　康司 中村　康司 平 3. 6. 4歯   小歯 矯歯診療所
     諫早市長田町２４２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433043,084,7 うら歯科医院 〒854-0053 0957-21-0888浦　泰 浦　泰 平 3.11. 1歯   診療所
     諫早市小川町３７番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434043,085,4 デンタルクリニック　〒854-0121 0957-28-3679藤原　浩 藤原　浩 平 3.12.12歯   診療所
     フジワラ 諫早市有喜町２６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  435043,086,2 福田歯科医院 〒854-0026 0957-22-0216福田　弥泰 福田　弥泰 平 4. 3. 3歯   診療所
     諫早市東本町１－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436043,089,6 医療法人　井手歯科医〒854-0012 0957-22-0685医療法人井手歯科医院井手　庸隆 平 4.11. 1歯   診療所
     院 諫早市本町３－１３ 常　勤:    1　理事長　井手　庸隆 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437043,092,0 おおつぼ歯科クリニッ〒854-0011 0957-24-6777大坪　弘武 大坪　弘武 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 諫早市八天町３ー６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438043,094,6 医療法人社団　本多歯〒854-0001 0957-22-5988医療法人社団本多歯科本多　英美 平 5. 3. 1歯   診療所
     科クリニック 諫早市福田町３８－４５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)本多　英美 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439043,095,3 医療法人　池田歯科 〒854-0067 0957-25-5000医療法人　池田歯科　池田　信 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     諫早市久山台１０－１ 常　勤:    1理事長　池田　信 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440043,096,1 医療法人優育会　ほん〒854-0074 0957-25-0118医療法人優育会ほんだ本多　直嗣 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     だ小児・矯正歯科医院諫早市山川町３５番地８ 常　勤:    2小児・矯正歯科医院　 移転 歯外 現存
     (歯       2)理事長　本多　直嗣 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441043,100,1 まつの歯科医院 〒854-0062 0957-21-3773松野　宏 松野　宏 平 7. 7. 3歯   小歯 診療所
     諫早市小船越町１０９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442043,101,9 よこお歯科医院 〒854-0053 0957-22-8143横尾　秀陽 横尾　秀陽 平 7. 7.11歯   小歯 診療所
     諫早市小川町１２６４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443043,104,3 医療法人　西諌早かな〒854-0077 0957-25-3200医療法人西諌早かなも金森　浩一 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     もり歯科医院 諫早市白岩町４番地１９ 常　勤:    1り歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)金森　浩一 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  444043,105,0 なかお歯科 〒854-0075 0957-25-2626中尾　裕二 中尾　裕二 平10. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市馬渡町７番６９号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445043,106,8 はしむら歯科医院 〒854-0067 0957-27-1700橋村　靜治 橋村　靜治 平10. 6.11歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市久山台６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446043,109,2 どひ歯科クリニック 〒854-0074 0957-49-8282土肥　博幸 土肥　博幸 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     諫早市山川町３２ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447043,112,6 こが歯科医院 〒854-0021 0957-34-5678古賀　俊幸 古賀　俊幸 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     諫早市仲沖町２５ー１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448043,113,4 スマイル歯科 〒854-0061 0957-24-5200本田　光浩 本田　光浩 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     諫早市宇都町２３６－７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449043,115,9 パークサイドデンタル〒854-0062 0957-35-1222医療法人九州惠会　理田中　邦彦 平15. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 諫早市小船越町１０８４－２ 常　勤:    2事長　上田　倫生 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450043,116,7 そえじま歯科 〒854-0063 0957-49-8778副島　一成 副島　一成 平15.10. 1歯   診療所
     諫早市貝津町２４６１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451043,119,1 みやた歯科クリニック〒854-0022 0957-21-5321宮田　幸一郎 宮田　幸一郎 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     諫早市幸町３１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452043,120,9 おかもと歯科 〒854-0063 0957-26-8686岡本　直樹 岡本　直樹 平25.11.11歯   歯外 小歯診療所
     諫早市貝津町２３１４－１ 常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11.11　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  453043,124,1 医療法人　たなか歯科〒854-0034 0957-24-6480医療法人たなか歯科医田中　広海 平21.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 諫早市小野町８－１ 常　勤:    5院　理事長　田中　広 組織変更 矯歯 現存
     (歯       5)海 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454043,125,8 はやした歯科医院 〒854-0043 0957-32-8181林下　富貴 林下　富貴 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     諫早市立石町２２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455043,126,6 イルカ歯科医院 〒854-0013 0957-22-3503医療法人祐歯会　理事石坂　哲 平22. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市栄町９番２号 常　勤:    1長　富樫　宏明 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456043,130,8 デンタルクリニック　〒854-0053 0957-46-5880三牧　尚史 三牧　尚史 平23. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     オーラボーテ　エムズ諫早市小川町５９５－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457043,131,6 髙橋歯科医院 〒854-0006 0957-23-3003原　美和子 原　美和子 平23.10.13歯   診療所
     諫早市天満町２－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458043,132,4 ふじた歯科 〒859-0405 0957-43-2212医療法人夢昂会　理事藤田　浩一 平23.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     諫早市多良見町中里１２９番地１常　勤:    6長　藤田　浩一 組織変更 現存
     ４ (歯       6) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459043,135,7 堀内歯科 〒854-0001 0957-21-5333医療法人永友会　理事堀内　晃 平24. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市福田町３７番３号 常　勤:    2長　堀内　晃 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460043,136,5 山口歯科診療所 〒854-0074 0957-26-0505山口　弘之 山口　弘之 平24. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市山川町２－１２ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  461043,137,3 伊藤歯科クリニック 〒854-0016 0957-24-2179伊藤　順也 伊藤　順也 平25. 6. 1歯   歯外 内  診療所
     (042,320,0) 諫早市高城町４番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462043,138,1 いななが歯科 〒854-0003 0957-35-8211稲永　卓司 稲永　卓司 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     諫早市泉町２６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463043,139,9 いのうえ歯科・矯正歯〒854-0068 0957-44-8020井上　陽介 井上　陽介 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 諫早市青葉台２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464043,140,7 納富歯科医院 〒854-0003 0957-23-8315納冨　拓 納冨　拓 平27. 4. 1歯   診療所
     諫早市泉町１８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465043,141,5 奥村歯科診療所 〒854-0074 0957-26-3969奥村　晃 奥村　晃 平27. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     諫早市山川町２－７ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466043,142,3 幸町デンタルクリニッ〒854-0022 0957-47-8773医療法人光洋会　理事宮城　善規 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 諫早市幸町３５－１１ 常　勤:    1長　野島　洋 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467043,143,1 医療法人　光和会　お〒854-0042 0957-23-1940医療法人　光和会　理奥野　勝也 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     くの歯科医院 諫早市上野町１１－１ 常　勤:    3事長　奥野　勝也 組織変更 現存
     (歯       3) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  468043,144,9 にしぐち歯科クリニッ〒854-0005 0957-24-1515医療法人にしぐち歯科西口　公章 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 諫早市城見町１０番７号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)西口　公章 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469043,145,6 医療法人　野田会　宮〒854-0022 0957-56-8241医療法人　野田会　宮宮下　剛一 平29.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     下歯科クリニック 諫早市幸町３９番３１号 常　勤:    1下歯科クリニック　理 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)事長　宮下　剛一 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470053,027,3 大坂歯科医院 〒856-0834 0957-54-4744大坂　由人 大坂　由人 平13. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大村市玖島１丁目４９ー４１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471053,028,1 吉田歯科医院 〒856-0834 0957-54-5070吉田　剛揮 吉田　剛揮 昭55. 4. 7歯   診療所
     大村市玖島１丁目６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472053,029,9 赤司歯科医院 〒856-0024 0957-53-6728赤司　範俊 赤司　範俊 昭56. 1.13歯   診療所
     大村市諏訪２丁目２０４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473053,033,1 峰歯科医院 〒856-0009 0957-55-8602峰　正英 峰　正英 昭57.11.17歯   診療所
     大村市松原本町２４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474053,034,9 蔵田歯科医院 〒856-0811 0957-55-3565蔵田　副雄 蔵田　副雄 昭57.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大村市原口町５８９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475053,037,2 歯科大道寺クリニック〒856-0029 0957-54-2834大道寺　均 大道寺　均 昭59. 8. 1歯   診療所
     大村市池田新町７７９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476053,038,0 いしざか歯科医院 〒856-0814 0957-52-4130石坂　享三 石坂　享三 昭60. 6. 1歯   診療所
     大村市松並１丁目３５０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  477053,040,6 鳥越歯科 〒856-0832 0957-52-2992鳥越　真一 鳥越　真一 昭62.12. 1歯   診療所
     大村市本町５８５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478053,041,4 医療法人　井上歯科医〒856-0807 0957-55-7462医療法人井上歯科医院井上　淳治 平18.12.11歯   小歯 診療所
     院 大村市宮小路１丁目２６２番地１常　勤:    1　理事長　井上　淳治 移転 現存
     １ (歯       1) 平24.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479053,043,0 医療法人社団　本川歯〒856-0814 0957-54-1682医療法人社団本川歯科本川　博崇 平元. 8. 1歯   診療所
     科医院 大村市松並２丁目８４７－４ 常　勤:    2医院　理事長　本川　 組織変更 現存
     (歯       2)博崇 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480053,046,3 橋口歯科医院 〒856-0805 0957-55-5095橋口　賢一郎 橋口　賢一郎 平 2. 6.11歯   診療所
     大村市竹松本町９３４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481053,047,1 祐田ひとし歯科 〒856-0814 0957-52-7177祐田　斉 祐田　斉 平 3. 5.27歯   矯歯 小歯診療所
     大村市松並１丁目１２６１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482053,048,9 いのうえデンタルクリ〒856-0035 0957-54-6684井上　博伸 井上　博伸 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 大村市武部町５３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483053,049,7 とやま歯科医院 〒856-0806 0957-55-6255砺山　敏秀 砺山　敏秀 平 5. 7.14歯   診療所
     大村市富の原１丁目１２３１－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484053,050,5 ながまつ歯科 〒856-0812 0957-54-8580永松　正 永松　正 平 6. 8. 1歯   診療所
     大村市桜馬場２丁目５９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485053,051,3 まつかわ歯科医院 〒856-0813 0957-54-3988松川　卓功 松川　卓功 平 6. 9. 1歯   診療所
     大村市西大村本町２６５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486053,052,1 なりすえ歯科医院 〒856-0026 0957-54-8080成末　渡 成末　渡 平 6.10. 1歯   診療所
     大村市池田１丁目４０－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 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［長崎県］

［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    53 頁

  487053,053,9 たかぎ矯正小児歯科医〒856-0826 0957-53-0035髙木　浩司 髙木　浩司 平16.12.13矯歯 小歯 診療所
     院 大村市東三城町４－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488053,054,7 加島歯科・小児歯科医〒856-0823 0957-52-2809加島　知恵子 加島　知恵子 平 6.12. 3歯   小歯 診療所
     院 大村市乾馬場町８３０－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489053,055,4 吉原歯科医院 〒856-0044 0957-52-9911吉原　徹 吉原　徹 平 7. 4. 8歯   小歯 診療所
     大村市岩松町９４１番地１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490053,057,0 いちのせ歯科医院 〒856-0824 0957-54-6633一瀬　和宏 一瀬　和宏 平 7. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大村市水田町５９７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491053,058,8 坂口歯科医院 〒856-0817 0957-52-0477坂口　秀平 坂口　秀平 平 8. 6. 3歯   矯歯 小歯診療所
     大村市古賀島町５０１番地－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492053,059,6 きい歯科矯正歯科クリ〒856-0047 0957-52-0202紀伊　康信 紀伊　康信 平 8. 9.18歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 大村市須田ノ木町９９１番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493053,061,2 えんどう歯科医院 〒856-0835 0957-27-3800遠藤　秀彦 遠藤　秀彦 平 9.12.12歯   小歯 矯歯診療所
     大村市久原２丁目１１２４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494053,062,0 またの歯科医院 〒856-0805 0957-55-8261俣野　正仁 俣野　正仁 平10. 7.29歯   小歯 歯外診療所
     大村市竹松本町５４５ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.29
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495053,063,8 けんじ歯科医院 〒856-0806 0957-28-8055橋谷田　賢司 橋谷田　賢司 平12. 3.30歯   小歯 歯外診療所
     大村市富の原２丁目２５４ー３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  496053,065,3 大道寺歯科医院 〒856-0826 0957-52-2667大道寺　功 大道寺　功 平12. 5.17歯   小歯 診療所
     大村市東三城町１８ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497053,066,1 カメリアデンタルクリ〒856-0806 0957-28-8177医療法人　カメリア　長岡　守 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 大村市富の原２丁目４０８ー１ 常　勤:    1理事長　長岡　和 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498053,067,9 岡歯科医院 〒856-0826 0957-49-5277岡　信之 岡　信之 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     大村市東三城町１９５ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499053,069,5 大石歯科医院 〒856-0805 0957-55-8378大石　伸一郎 大石　伸一郎 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大村市竹松本町９４６番地２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500053,070,3 俣野まさとし歯科診療〒856-0804 0957-27-4433俣野　正俊 俣野　正俊 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     所 大村市大川田町９３２番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501053,071,1 スマイル歯科 〒856-0817 0957-53-6481上野　寛司 上野　寛司 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     大村市古賀島町３４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502053,072,9 医療法人　すみ歯科医〒856-0023 0957-49-5808医療法人　すみ歯科医角　徹 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     院 大村市上諏訪町８８３番地３ 常　勤:    1院　理事長　角　徹 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503053,073,7 村上歯科医院 〒856-0831 0957-52-3460村上　信成 村上　信成 平15. 8. 1歯   診療所
     大村市東本町５９０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504053,074,5 大村ファミリー歯科 〒856-0836 0957-52-8148藤田　茂 藤田　茂 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大村市幸町２５番地２００　イオ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ン大村店２階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  505053,075,2 なかむら歯科 〒856-0820 0957-50-1718中村　修二 中村　修二 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     大村市協和町１７１１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506053,077,8 もりもと歯科医院 〒856-0046 0957-50-1091森本　大輔 森本　大輔 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     大村市木場１丁目１０７３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507053,078,6 貞松歯科医院 〒856-0028 0957-20-7808貞松　広明 貞松　広明 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     大村市坂口町５２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508053,079,4 のじま歯科医院 〒856-0832 0957-20-8354医療法人光洋会　理事野島　富美子 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大村市本町３９０番地１ 常　勤:    1長　野島　洋 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509053,080,2 南野歯科クリニック 〒856-0823 0957-56-8718南野　純 南野　純 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大村市乾馬場町８８５番地３　２常　勤:    2 新規 現存
     Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510053,081,0 くろきデンタルクリニ〒856-0829 0957-48-8100黒木　俊郎 黒木　俊郎 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大村市松山町６３３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511053,082,8 さくらデンタルクリニ〒856-0817 0957-48-5555西　 磨 西　 磨 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 大村市古賀島町４５１－３８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512053,083,6 たけし歯科医院 〒856-0812 0957-50-0001武　俊朗 武　俊朗 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大村市桜馬場２丁目３５５－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513053,084,4 南原歯科医院 〒856-0802 0957-55-1120医療法人　 南会　理南原　賢一 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大村市皆同町２２０番地 常　勤:    1事長　南原　賢一 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  514053,085,1 祐田歯科診療所 〒856-0822 0957-54-3138貞苅　敬子 貞苅　敬子 平30. 4. 4歯   矯歯 小歯診療所
     大村市古町２丁目３２３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515063,024,8 才津歯科医院 〒853-0004 0959-72-8700才津　学 才津　学 昭59. 9.20歯   診療所
     五島市幸町２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516063,025,5 大坪歯科医院 〒853-0032 0959-74-3000大坪　真一郎 大坪　真一郎 昭61. 3.19歯   診療所
     五島市大荒町２３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517063,027,1 山田歯科医院 〒853-0002 0959-72-4737山田　和道 山田　和道 昭61. 7. 1歯   診療所
     五島市中央町６－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518063,029,7 岩本歯科診療所 〒853-0013 0959-72-5435岩本　弥一郎 岩本　弥一郎 平 2. 7. 1歯   診療所
     五島市上大津町１１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519063,031,3 沢本歯科医院 〒853-0001 0959-72-1876澤本　啓 澤本　啓 平22.10. 1歯   診療所
     五島市栄町７－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520063,032,1 長滝歯科医院 〒853-0004 0959-74-1000長瀧　敬 長瀧　敬 平 4. 8. 3歯   小歯 歯外診療所
     五島市幸町１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521063,036,2 ささき歯科 〒853-0017 0959-75-0791佐々木　弘人 佐々木　弘人 平13.11. 1歯   診療所
     五島市武家屋敷１丁目７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522063,037,0 医療法人　よこやま歯〒853-0004 0959-72-8698医療法人　よこやま歯横山　顕一 平16. 4. 1歯   診療所
     科医院 五島市幸町８番地２５ 常　勤:    1科医院　理事長　横山 組織変更 現存
     (歯       1)　顕一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523063,038,8 医療法人　こまき歯科〒853-0002 0959-72-4834医療法人こまき歯科医小牧　憲明 平18. 5. 1矯歯 歯   小歯診療所
     医院 五島市中央町４番地１ 常　勤:    2院　理事長　小牧　憲 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)明 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  524063,039,6 福江みなと歯科医院 〒853-0015 0959-88-9016鈴木　啓介 鈴木　啓介 平25. 5. 1歯   歯外 診療所
     五島市東浜町１－３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525063,040,4 米山歯科医院 〒853-0601 095-984-2026米山　須弥也 米山　須弥也 平25. 4. 1歯   診療所
     五島市三井楽町濱ノ畔１２３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526063,041,2 奈留歯科診療所 〒853-2201 0959-64-3354二宮　成德 二宮　成徳 平29. 4. 1歯   診療所
     五島市奈留町浦１７５０番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527073,018,8 山崎歯科医院 〒859-5152 0950-22-4208山崎　弘 山﨑　弘 昭53.10.12歯   矯歯 小歯診療所
     平戸市鏡川町西の久保３６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.12
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528073,034,5 宮川歯科 〒859-5512 0950-27-1137宮川　武昭 宮川　武昭 平16. 4. 1歯   診療所
     平戸市津吉町７０５－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529073,036,0 医療法人　林歯科医院〒859-5111 0950-22-2345医療法人林歯科医院　林　英二 平元.12. 2歯   診療所
     平戸市浦の町７１２ 常　勤:    1理事長　林　英二 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530073,039,4 大森歯科医院 〒859-5116 0950-22-3814大森　正 大森　正 平16. 6.21歯   小歯 矯歯診療所
     平戸市職人町１１７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531073,051,9 木引田町歯科 〒859-5113 0950-23-8320安藤　公章 安藤　公章 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     平戸市木引田町４６５ 常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532073,052,7 井上デンタルクリニッ〒859-5705 0950-53-1524井上　義啓 井上　義啓 平24. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 平戸市生月町舘浦１０７－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533073,053,5 医療法人昌友会　山﨑〒859-5513 0950-27-1222医療法人昌友会　理事山﨑　昌夫 平24. 2. 1歯   診療所
     歯科 平戸市辻町字前田１８４番地２７常　勤:    1長　山﨑　昌夫 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  534073,054,3 けいすけ歯科クリニッ〒859-5361 0950-28-0519山﨑　景右 山﨑　景右 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 平戸市紐差町１０２１－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535073,055,0 丸屋けいたろう歯科ク〒859-5113 0950-29-9301丸屋　敬太郎 丸屋　敬太郎 平27.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 平戸市木引田町４１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536073,056,8 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＴＥ〒859-5702 0950-26-5555医療法人　ＮＡＴＵＲ高﨑　智也 平29. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ＥＴＨ　ＣＬＩＮＩＣ平戸市生月町壱部浦３番地１ 常　勤:    1ＡＬ　ＴＥＥＴＨ　理 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)事長　高﨑　智也 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537073,057,6 いなざわ歯科医院 〒859-4807 0950-57-3337医療法人　いなほ　理稲澤　浩晃 平30. 5. 1歯   小歯 内  診療所
     (072,039,9) 平戸市田平町里免１３６番地１ 常　勤:    2事長　稲澤　浩晃 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538083,005,3 巖歯科医院 〒859-4752 0956-75-0118巖　圭庫 巖　圭庫 昭32. 9. 1歯   診療所
     松浦市御厨町里免３２２－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539083,014,5 太田歯科医院 〒859-4501 0956-72-0521太田　晴康 太田　晴康 昭49. 5.21歯   診療所
     松浦市志佐町浦免１７６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540083,022,8 岩崎歯科医院 〒859-4501 0956-72-1409岩崎　三治 岩崎　三治 平 2.12.17歯   診療所
     松浦市志佐町浦免１７２３－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541083,024,4 医療法人　森歯科医院〒859-4521 0956-74-1071医療法人森歯科医院　森　隆 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松浦市今福町北免２００９番地２常　勤:    1理事長　森　隆 組織変更 現存
     ５ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542083,025,1 末竹歯科医院 〒859-4501 0956-72-5072医療法人社団　末竹歯末竹　和彦 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松浦市志佐町浦免１３４４ 常　勤:    1科医院　理事長　末竹 組織変更 現存
     (歯       1)　和彦 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543083,027,7 たかしま歯科 〒859-4752 0956-75-0032髙島　俊郎 髙島　俊郎 平23. 1. 1歯   診療所
     松浦市御厨町里免３２４－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  544083,028,5 あおぞら歯科医院 〒859-4502 0956-72-0070医療法人あおぞら歯科末竹　秀和 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     松浦市志佐町里免３８１番地３ 常　勤:    1医院　理事長　末竹　 組織変更 現存
     (歯       1)秀和 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545113,080,0 小嶺歯科診療所 〒859-0401 0957-43-4750小嶺　展希 小嶺　展希 昭54. 5. 1歯   診療所
     諫早市多良見町化屋字浜田１８１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546113,086,7 常行歯科 〒851-2128 095-883-6006常行　久夫 常行　久夫 昭55.11.10歯   診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷水取１１７常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547113,095,8 清水歯科医院 〒851-2126 095-887-0239清水　俊郎 清水　俊郎 昭58. 8. 1歯   診療所
     西彼杵郡長与町吉無田郷２０１３常　勤:    2 新規 現存
     番地３ (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548113,097,4 佐々木歯科医院 〒851-3101 095-884-1721佐々木　次郎 佐々木　次郎 昭59. 4.18歯   診療所
     長崎市西海町１７５５－２００ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.18
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549113,101,4 山口歯科医院 〒851-3213 095-886-3178山口　義和 山口　義和 昭60. 5.10歯   診療所
     長崎市琴海形上町１８５１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550113,103,0 西彼歯科診療所 〒851-3304 0959-27-0183前田　哲治 前田　哲治 平 5. 1.11歯   診療所
     西海市西彼町上岳郷３３７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551113,104,8 籏原歯科医院 〒851-2106 095-882-7818籏原　慶治 籏原　慶治 昭61. 1. 6歯   小歯 診療所
     西彼杵郡時津町左底郷字坂口７８常　勤:    1 新規 現存
     －１８豊福ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552113,108,9 森川歯科医院 〒851-0505 095-893-2226森川　裕司 森川　裕司 昭62. 1.19歯   診療所
     長崎市野母町１８１８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  553113,111,3 柴原歯科医院 〒851-0403 095-892-8018柴原　幹治 柴原　幹治 平19. 7.11歯   診療所
     長崎市布巻町１５４－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554113,112,1 石橋歯科医院 〒851-3424 0959-28-1278石橋　充朗 石橋　充朗 昭62. 5.11歯   診療所
     西海市西彼町大串郷１８９５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555113,113,9 山口歯科医院 〒851-3423 0959-28-1510山口　賢治 山口　賢治 昭62.10.15歯   小歯 診療所
     西海市西彼町八木原郷１７７０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556113,115,4 しまさき歯科医院 〒851-0405 095-892-2220島崎　隆三 島崎　隆三 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市為石町２５２４　さんとぴ常　勤:    1 移転 歯外 現存
     あ２１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557113,116,2 なかむら歯科医院 〒851-2128 095-883-3090中村　友美 中村　友美 平13.12.22歯   小歯 診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷５３８－１常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平25.12.22
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558113,121,2 医療法人　渡辺歯科医〒851-2126 095-887-0720医療法人渡辺歯科医院渡邉　威文 平17. 9.27歯   小歯 歯外診療所
     院 西彼杵郡長与町吉無田郷３５番地常　勤:    2　理事長　渡邉　威文 移転 現存
     ３ (歯       2) 平29. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559113,123,8 医療法人　石橋歯科医〒857-2427 0959-34-2041医療法人石橋歯科医院石橋　民朗 平元.12. 1歯   診療所
     院 西海市大島町１８９４－１２ 常　勤:    1　理事長　石橋　民朗 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560113,124,6 医療法人聡生会　森田〒859-0401 0957-43-1155医療法人聡生会　理事森田　聡 平 9. 5.22歯   小歯 診療所
     歯科医院 諫早市多良見町化屋７４５番１ 常　勤:    2長　森田　聡 移転 現存
     (歯       2) 平30. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561113,125,3 たかひろ歯科医院 〒851-0506 095-893-1739星野　隆弘 星野　隆弘 平 2. 5. 2歯   診療所
     長崎市脇岬町３３８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562113,126,1 高木歯科医院 〒851-2128 095-887-1700高木　明夫 高木　明夫 平 2. 5.14歯   診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷１２８－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.14
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  563113,130,3 荒木歯科医院 〒851-2128 095-887-2321荒木　信二 荒木　信二 平 3. 9. 2歯   小歯 診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷７０９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564113,132,9 黒木歯科 〒851-2105 095-882-6094黒木　正也 黒木　正也 平18. 5. 6歯   矯歯 診療所
     西彼杵郡時津町浦郷３０１－１５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565113,133,7 浦上歯科医院 〒851-2128 095-883-7321浦上　謙一 浦上　謙一 平 4. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷３９３－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566113,134,5 かずのり歯科 〒851-2126 095-883-7400中村　和則 中村　和則 平14.11.23歯   診療所
     西彼杵郡長与町吉無田郷２００１常　勤:    1 移転 現存
     番２号 (歯       1) 平26.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567113,135,2 村木歯科医院 〒851-2128 095-887-0175村木　理 村木　理 平 4.12.12歯   診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷字立田６６常　勤:    1 新規 現存
     ０－１ (歯       1) 平28.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568113,136,0 おくむら歯科 〒851-2102 095-881-2080奥村　朋治 奥村　朋治 平14.10.29歯   小歯 矯歯診療所
     西彼杵郡時津町浜田郷３０２番地常　勤:    1 移転 歯外 現存
     ５ (歯       1) 平26.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569113,138,6 わたなべ歯科医院 〒851-0402 095-892-8167渡辺　正 渡辺　正 平 5. 7. 8歯   矯歯 診療所
     長崎市晴海台町４１番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570113,139,4 医療法人シツエ会　長〒851-2129 095-887-0766医療法人シツエ会長与樋口　政典 平 5. 9. 2歯   矯歯 診療所
     与歯科医院 西彼杵郡長与町斉藤郷４９番地１常　勤:    3歯科医院　理事長　樋 組織変更 現存
     (歯       3)口　政典 平17. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571113,141,0 岩本歯科医院 〒851-0310 095-871-1221岩本　智久 岩本　智久 平 7. 3. 1歯   小歯 診療所
     長崎市香焼町４９４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572113,142,8 いしだ歯科医院 〒859-0401 0957-43-5023石田　豊 石田　豊 平 7. 3. 7歯   小歯 矯歯診療所
     諫早市多良見町化屋４８１－３プ常　勤:    1 新規 現存
     レステージ多良見２Ｆ (歯       1) 平28. 3. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  573113,144,4 いちのせ歯科医院 〒851-3304 0959-27-1216一瀬　宏明 一瀬　宏明 平 7. 6.13歯   診療所
     西海市西彼町上岳郷７４３番地３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574113,146,9 医療法人　ひがし歯科〒851-2102 095-882-7777医療法人ひがし歯科医東　洋一 平 7.10. 1歯   診療所
     医院 西彼杵郡時津町浜田郷７５３－１常　勤:    1院　理事長　東　洋一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575113,147,7 ひろし歯科クリニック〒851-2108 095-882-5255山崎　浩 山崎　浩 平 8. 8.19歯   小歯 診療所
     西彼杵郡時津町日並郷２２１２番常　勤:    1 新規 現存
     地グロリアス山下２Ｆ (歯       1) 平29. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576113,148,5 大串歯科医院 〒851-3501 0959-32-2670大串　亮 大串　亮 平 8.10.26歯   診療所
     西海市西海町丹納郷字十二方１９常　勤:    1 新規 現存
     ４３－１ (歯       1) 平29.10.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577113,149,3 医療法人　寺田歯科医〒851-0401 095-892-1014医療法人寺田歯科医院寺田　達弥 平 9. 9. 1歯   診療所
     院 長崎市蚊焼町２３０４番地１ 常　勤:    1　理事長　寺田　達弥 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578113,151,9 とくひさ歯科 〒851-2127 095-840-6514徳久　道生 徳久　道生 平11. 4. 5歯   歯外 小歯診療所
     西彼杵郡長与町高田郷６０ー１森常　勤:    1 新規 現存
     マンション１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579113,152,7 いいもり歯科 〒857-2427 0959-34-4070飯盛　広人 飯盛　広人 平11. 8. 2歯   小歯 矯歯診療所
     西海市大島町１８１３大島楽市内常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580113,153,5 にし歯科医院 〒851-2130 095-883-0100西　孝宏 西　孝宏 平11.10.12歯   小歯 矯歯診療所
     西彼杵郡長与町まなび野３丁目６常　勤:    1 移転 現存
     －１ (歯       1) 平29.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581113,154,3 谷歯科医院 〒851-2130 095-813-5360谷　真彦 谷　真彦 平12. 1.12歯   小歯 歯外診療所
     西彼杵郡長与町まなび野２丁目１常　勤:    2 新規 現存
     ０　ルネスグランディールⅡ１Ｆ(歯       2) 平30. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  582113,155,0 日野デンタルクリニッ〒851-2126 095-887-4919日野　直樹 日野　直樹 平12. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 西彼杵郡長与町吉無田郷２０２１常　勤:    1 新規 現存
     番地４ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583113,156,8 凪デンタルクリニック〒859-0414 0957-28-7030医療法人　敬天会　理野村　宏 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     諫早市多良見町元釜１５２番地６常　勤:    1事長　野村　宏 移転 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584113,158,4 やまもと歯科クリニッ〒851-2104 095-881-7701山本　宗章 山本　宗章 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 西彼杵郡時津町野田郷１３７ー１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585113,159,2 小山歯科 〒851-3103 095-884-2916小山　勝也 小山　勝也 平13. 8.18歯   矯歯 小歯診療所
     長崎市琴海戸根町２６９４ー１５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586113,165,9 えがしら歯科医院 〒851-2105 095-882-0525江頭　聡 江頭　聡 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     西彼杵郡時津町浦郷４２８－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587113,166,7 とぎつ歯科クリニック〒851-2103 095-881-7817泉　一成 泉　一成 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     西彼杵郡時津町元村郷４２０－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588113,167,5 医療法人　金森歯科医〒851-3502 0959-32-2203医療法人　金森歯科医金森　秀樹 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     院 西海市西海町川内郷１２４８番地常　勤:    1院　理事長　金森　秀 新規 現存
     (歯       1)樹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589113,168,3 医療法人　初誠会　は〒851-2101 095-882-8178医療法人　初誠会　理村岡　初美 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     つみ歯科医院 西彼杵郡時津町西時津郷６４－３常　勤:    1事長　村岡　初美 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590113,169,1 くぼ歯科医院 〒859-0403 0957-28-5066久保　尚芳 久保　尚芳 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     諫早市多良見町市布１３５５－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591113,170,9 おとやま歯科医院 〒851-2106 095-886-8188音山　洋介 音山　洋介 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西彼杵郡時津町左底郷８７－１－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  592113,171,7 ひでふみデンタルクリ〒851-2127 095-814-5700齋藤　秀文 齋藤　秀文 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 西彼杵郡長与町高田郷９５１番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593113,172,5 山根歯科医院 〒857-2307 0959-23-3252山根　広司 山根　広司 平19.11.24歯   小歯 診療所
     西海市大瀬戸町瀬戸福島郷１４５常　勤:    1 新規 現存
     ８－２９ (歯       1) 平25.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594113,173,3 おおふくじ歯科医院 〒851-2126 095-865-9800大福地　達也 大福地　達也 平21. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     西彼杵郡長与町吉無田郷２０２２常　勤:    1 新規 現存
     －６ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595113,175,8 よしはら歯科 〒851-2127 095-883-7745吉原　右 吉原　右 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     西彼杵郡長与町高田郷３１６１－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596113,178,2 崎戸みなといわもと歯〒857-3101 0959-35-2323岩本　康範 岩本　康範 平23. 9. 1歯   診療所
     科医院 西海市崎戸町蠣浦郷１８０９－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597113,180,8 いのうえ歯科医院 〒857-2303 0959-22-2173井上　康一郎 井上　康一郎 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷９０－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598113,181,6 森の木歯科口腔外科ク〒851-2127 095-865-6100山本　達也 山本　達也 平24. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 西彼杵郡長与町高田郷７０６－３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599113,183,2 医療法人　信合会　さ〒851-2105 095-881-1939医療法人　信合会　理佐藤　恭次 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     とう歯科 西彼杵郡時津町浦郷２７５番地２常　勤:    1事長　佐藤　恭次 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600113,184,0 むらとみ歯科医院 〒851-2131 095-865-6480村冨　隆太 村冨　隆太 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     西彼杵郡長与町北陽台１丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601113,185,7 おおが歯科クリニック〒851-2108 095-881-0001医療法人ファイブスタ大賀　弘毅 平29.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西彼杵郡時津町日並郷１３２０－常　勤:    1ー　理事長　大賀　弘 組織変更 歯外 現存
     ９８ (歯       1)毅 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  602113,186,5 たかはし歯科・小児歯〒851-2127 095-894-1118高橋　英敬 高橋　英敬 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 西彼杵郡長与町高田郷４７番地ブ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ルーインの森　メディカル・スポ(歯       1) 平30. 1. 1
     ーツビル　１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603123,027,9 片渕歯科医院 〒859-3605 0956-82-2143片渕　教夫 片渕　教夫 昭54. 1. 1歯   診療所
     東彼杵郡川棚町百津郷字岩口６３常　勤:    1 移転 現存
     ９ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604123,029,5 尾崎歯科医院 〒859-3615 0956-82-2247尾崎　俊隆 尾崎　俊隆 平13. 7. 3歯   小歯 診療所
     東彼杵郡川棚町下組郷３３ー１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605123,030,3 本川歯科医院 〒859-3614 0956-82-4111本川　和寿 本川　和寿 昭55.11. 4歯   診療所
     東彼杵郡川棚町中組郷１５１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606123,036,0 はいき歯科医院 〒859-3725 0956-85-5309早岐　誠 早岐　誠 昭59.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東彼杵郡波佐見町長野郷４８０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607123,037,8 中尾歯科医院 〒859-3616 0956-82-2031中尾　謙二郎 中尾　謙二郎 昭60. 7. 1歯   診療所
     東彼杵郡川棚町白石郷字前田７－常　勤:    1 移転 現存
     １６ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608123,039,4 林歯科医院 〒859-3702 0956-85-3086林　一郎 林　一郎 昭63. 8. 3歯   診療所
     東彼杵郡波佐見町湯無田郷１１３常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24. 8. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609123,043,6 医療法人　片渕歯科 〒859-3701 0956-85-6480医療法人　片渕歯科　片渕　省三 平 6.10. 3歯   診療所
     東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１７１常　勤:    1理事長　片渕　省三 組織変更 現存
     ０番地２ (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610123,044,4 医療法人戸嶋会　戸嶋〒859-3715 0956-85-7727医療法人戸嶋会　理事戸嶋　拓 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 東彼杵郡波佐見町宿郷２６９番地常　勤:    1長　戸嶋　拓 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  611123,045,1 いわぬま歯科医院 〒859-3715 0956-85-5348岩沼　健児 岩沼　健児 平13. 4.25歯   矯歯 小歯診療所
     東彼杵郡波佐見町宿郷６１５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612123,047,7 医療法人　山本歯科医〒859-3605 0956-83-3811医療法人山本歯科医院山夲　英一 平10.10. 1歯   矯歯 診療所
     院 東彼杵郡川棚町百津郷３９０番地常　勤:    1　理事長　山夲　英一 組織変更 現存
     ５ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613123,049,3 やまべ歯科医院 〒859-3715 0956-20-7770山邉　成志 山邉　成志 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     東彼杵郡波佐見町宿郷１２７番４常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614123,050,1 医療法人　慶樹会　大〒859-3808 0957-49-3337医療法人　慶樹会　大大安　努 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     安歯科医院 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１６３１常　勤:    1安歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     番地３ (歯       1)大安　努 平30. 5. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615123,051,9 なかはら歯科 〒859-3725 0956-56-6677中原　裕二 中原　裕二 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東彼杵郡波佐見町長野郷２２３１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －４ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616123,052,7 むらかみ歯科医院 〒859-3618 0956-82-6222医療法人憲隆会　理事村上　憲二 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東彼杵郡川棚町小串郷２１７６－常　勤:    1長　村上　憲二 組織変更 現存
     ４ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617123,053,5 やまさき歯科医院 〒859-3807 0957-46-0545山﨑　映 山﨑　映 平30. 1. 5歯   矯歯 小歯診療所
     東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷４５３常　勤:    2 移転 現存
     －３ (歯       2) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618123,054,3 ちわた歯科医院 〒859-3927 0957-47-1525医療法人たなか歯科医田中　奈美 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東彼杵郡東彼杵町駄地郷１９２－常　勤:    1院　理事長　田中　広 新規 歯外 現存
     １ (歯       1)海 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619123,055,0 なか歯科医院 〒859-3808 0957-47-1267仲　貴之 仲　貴之 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８３０常　勤:    2 新規 歯外 現存
     －２ (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［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    67 頁

  620133,009,5 小江歯科 〒859-0113 0957-32-4606近藤　誠 近藤　誠 昭55. 6.10歯   診療所
     諫早市高来町下与２６５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621133,010,3 森歯科医院 〒859-0165 0957-34-2351森　健哉 森　健哉 昭58. 1. 5歯   診療所
     諫早市小長井町小川原浦４９２－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622133,015,2 清水歯科医院 〒854-0203 0957-36-0001清水　満廣 清水　満廣 平 2. 5.14歯   診療所
     諫早市森山町本村８７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623133,016,0 とよふく歯科 〒859-0144 0957-32-6688豊福　寛行 豊福　寛行 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     諫早市高来町溝口２１０ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624133,017,8 植松歯科医院 〒859-0164 0957-34-3318植松　竜治 植松　竜治 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     諫早市小長井町牧２７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625133,018,6 小嶺徹歯科医院 〒859-0127 0957-27-7272小嶺　徹 小嶺　徹 平14. 9. 1歯   診療所
     諫早市高来町町名１２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626133,019,4 増山歯科医院 〒854-1112 0957-48-2231増山　隆一 増山　隆一 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     諫早市飯盛町開１３６８番地６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627133,020,2 山口歯科医院 〒859-0132 0957-32-3154山口　聖彦 山口　聖彦 平14.12.19歯   小歯 診療所
     諫早市高来町三部壱２９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628143,087,9 渡辺歯科医院 〒859-2601 0957-87-2121渡辺　尚海 渡辺　尚海 昭56. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     南島原市加津佐町己３６９０－５常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629143,092,9 入江歯科医院 〒859-2212 0957-82-1717入江　敏章 入江　敏章 昭56. 7.10歯   診療所
     南島原市西有家町須川１１９７－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平29. 7.10
     非常勤:    9
     (歯       9)
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  630143,094,5 松井歯科医院 〒859-1412 0957-68-0011松井　良二 松井　良二 平 6.12.26歯   診療所
     島原市有明町大三東乙６６－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631143,098,6 朝永歯科医院 〒859-1107 0957-38-3030朝永　公正 朝永　公正 昭59. 8. 1歯   診療所
     雲仙市吾妻町牛口名字平之石４２常　勤:    1 新規 現存
     ８－３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632143,103,4 田口歯科医院 〒854-0302 0957-36-1057田口　一夫 田口　一夫 昭60. 7. 1歯   診療所
     雲仙市愛野町乙３０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633143,105,9 立川歯科医院 〒859-2601 0957-87-4547立川　安彦 立川　安彦 昭60.12. 7歯   診療所
     南島原市加津佐町己３２４０－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634143,106,7 土井歯科クリニック 〒859-1106 0957-38-6400土井　純次 土井　純次 昭61. 3.25歯   診療所
     雲仙市吾妻町大木場名１５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635143,107,5 天野歯科 〒854-0401 0957-37-2121天野　周太 天野　周太 昭61. 9. 1歯   診療所
     雲仙市千々石町甲１４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636143,108,3 徳永歯科医院 〒859-1311 0957-78-3105徳永　秀 徳永　秀 昭61.12. 8歯   診療所
     雲仙市国見町土黒甲１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637143,109,1 広田歯科医院 〒854-0701 0957-88-3800広田　明彦 広田　明彦 昭62. 5. 1歯   診療所
     雲仙市南串山町甲２２３２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638143,111,7 前川歯科医院 〒859-2212 0957-82-2255本多　直樹 本多　直樹 昭63. 3. 1歯   診療所
     南島原市西有家町須川１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639143,112,5 大木歯科医院 〒859-2112 0957-72-4038高木　英治 高木　英治 昭63. 3.22歯   診療所
     南島原市布津町乙１６１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640143,121,6 草野歯科医院 〒859-2412 0957-85-3110草野　眞夫 草野　眞夫 平元. 5.20歯   小歯 診療所
     南島原市南有馬町乙９０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.20
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  641143,123,2 川島歯科医院 〒859-2305 0957-84-2061川島　綱 川島　綱 平元.11.24歯   診療所
     南島原市北有馬町戊２７８３－１常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642143,124,0 医療法人　前川歯科医〒859-1503 0957-72-2055医療法人前川歯科医院前川　二郎 平元.12. 1歯   診療所
     院 南島原市深江町丙８００－７ 常　勤:    1　理事長　前川　次男 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643143,125,7 医療法人　まつしま歯〒859-2202 0957-82-0600医療法人まつしま歯科松島　俊一郎 平元.12. 1歯   小歯 診療所
     科医院 南島原市有家町山川３９８－２ 常　勤:    1医院　理事長　松島　 組織変更 現存
     (歯       1)俊一郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644143,129,9 高橋歯科医院 〒859-2212 0957-82-8852高橋　昌臣 高橋　昌臣 平 2. 5.21歯   診療所
     南島原市西有家町須川１７８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645143,130,7 永田歯科医院 〒854-0405 0957-37-2007永田　秀樹 永田　秀樹 平 2. 7. 2歯   診療所
     雲仙市千々石町戊１１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646143,131,5 津田歯科医院 〒854-0514 0957-75-0281津田　和司 津田　和司 平 2. 7. 5歯   診療所
     雲仙市小浜町北本町１０２－８ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647143,132,3 医療法人社団淡光会　〒859-1322 0957-78-2366医療法人社団　淡光会小嶺　雄 平 6.11.21歯   小歯 診療所
     小嶺歯科医院 雲仙市国見町多比良乙３５４番地常　勤:    2　小嶺歯科医院　理事 移転 現存
     ３ (歯       2)長　小嶺　雄 平27.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648143,133,1 上田歯科医院 〒859-1503 0957-72-2233医療法人九州惠会　理上田　倫生 平 9. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南島原市深江町丙２８１－１ 常　勤:    3事長　上田　倫生 移転 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649143,134,9 医療法人社団瑞穂会　〒859-1214 0957-77-3770医療法人社団瑞穂会　竹添　勝夫 平 2. 8. 7歯   診療所
     瑞穂歯科医院 雲仙市瑞穂町伊福乙１２０７－２常　勤:    1理事長　竹添　勝夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650143,135,6 おざさ歯科医院 〒859-2601 0957-87-5000小笹　祐一 小笹　祐一 平 3. 4.26歯   診療所
     南島原市加津佐町己２１４９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  651143,138,0 さとう歯科クリニック〒859-2123 0957-82-1771佐藤　晃一 佐藤　晃一 平 4. 9. 1歯   診療所
     南島原市有家町原尾字堂山６２８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652143,139,8 松本歯科医院 〒859-1415 0957-68-3872松本　賢二 松本　賢二 平 4.12. 1歯   診療所
     島原市有明町大三東戊１３２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653143,140,6 医療法人　しらくら歯〒859-1403 0957-68-3844医療法人しらくら歯科白倉　政男 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     科医院 島原市有明町湯江丙４番地４ 常　勤:    1医院　理事長　白倉　 組織変更 現存
     (歯       1)政男 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654143,141,4 末吉歯科 〒859-1415 0957-68-0150末吉　孝夫 末吉　孝夫 平 6. 6.15歯   小歯 診療所
     島原市有明町大三東戊６３６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655143,143,0 田口歯科医院 〒859-2605 0957-87-2263田口　洋一 田口　洋一 平 7. 4.10歯   診療所
     南島原市加津佐町乙２３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656143,144,8 山崎歯科医院 〒859-2601 0957-87-3163山崎　柳太郎 山崎　柳太郎 平 7. 6.15歯   診療所
     南島原市加津佐町己３１０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657143,147,1 堺歯科医院 〒859-1302 0957-78-2744堺　正信 堺　正信 平 8. 8. 5歯   矯歯 小歯診療所
     雲仙市国見町神代乙３３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658143,148,9 畑中歯科医院 〒854-0302 0957-36-3535畑中　俊弘 畑中　俊弘 平22. 4.26歯   小歯 診療所
     雲仙市愛野町乙７５４－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659143,149,7 泉歯科医院 〒859-1503 0957-72-2066泉　卓歩 泉　卓歩 平 9. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南島原市深江町丙７４８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660143,150,5 立石歯科 〒859-1302 0957-78-0020立石　一郎 立石　一郎 平10. 2.15歯   診療所
     雲仙市国見町神代乙４４３ー２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  661143,151,3 植木歯科医院 〒859-2502 0957-86-2600植木　要祐 植木　要祐 平11.11.20歯   小歯 診療所
     南島原市口之津町甲１６４２番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662143,152,1 医療法人　征友会　ね〒859-1206 0957-77-4182医療法人　征友会　ね根木　卓也 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ぎ歯科医院 雲仙市瑞穂町西郷辛１０４１ー１常　勤:    2ぎ歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)根木　卓也 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663143,153,9 菅歯科医院 〒859-2412 0957-85-2045菅　徳明 菅　徳明 平13. 7. 1歯   診療所
     南島原市南有馬町乙９７４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664143,154,7 みわ歯科 〒859-2502 0957-86-4452中尾　美和 中尾　美和 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     南島原市口之津町甲田原２７１０常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665143,155,4 医療法人　本多歯科医〒859-2414 0957-85-3550医療法人　本多歯科医本多　洋哉 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     院 南島原市南有馬町丁４１０ 常　勤:    1院　理事長　本多　洋 組織変更 現存
     (歯       1)哉 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666143,157,0 森元歯科クリニック 〒859-1415 0957-68-0017森元　郁哉 森元　郁哉 平18. 6. 1歯   診療所
     島原市有明町大三東戊１３６１－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667143,159,6 小嶺歯科医院 〒859-2201 0957-82-3535小嶺　隆一 小嶺　隆一 平17. 7.23歯   小歯 診療所
     南島原市有家町久保１８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668143,161,2 医療法人　城代歯科医〒854-0404 0957-37-2818医療法人城代歯科医院城代　博明 平19. 5. 1歯   診療所
     院 雲仙市千々石町丁４８０番地 常　勤:    1　理事長　城代　博明 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669143,162,0 あきらデンタルクリニ〒859-2204 0957-82-2352小嶺　陽 小嶺　陽 平19. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 南島原市有家町蒲河３３９番地４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670143,163,8 愛野歯科口腔外科クリ〒854-0302 0957-36-7110池田　秀吉 池田　秀吉 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 雲仙市愛野町乙５５７０－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  671143,165,3 小浜みやもと歯科医院〒854-0513 0957-74-5678宮本　元治 宮本　元治 平24.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     雲仙市小浜町南本町１４－１ハー常　勤:    1 新規 歯外 現存
     トピアー雲仙小浜２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672143,166,1 八木歯科医院 〒859-2503 0957-86-3122荒木　敬子 荒木　敬子 平25.10. 1歯   診療所
     南島原市口之津町丁５３５２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673143,167,9 馬場歯科医院 〒854-0703 0957-88-3215馬場　直美 馬場　直美 平25.10.19歯   診療所
     雲仙市南串山町丙９９０４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674143,168,7 鶴田歯科医院 〒854-0302 0957-36-7611医療法人　良陽会　理鶴田　博文 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     雲仙市愛野町乙４８５－１ 常　勤:    6事長　鶴田　博文 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675143,169,5 まき歯科あづま 〒859-1107 0957-20-0118副島　隆太 副島　隆太 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     雲仙市吾妻町牛口名６８０－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676143,170,3 寺田歯科医院 〒854-0301 0957-36-2322寺田　昌一郎 寺田　昌一郎 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     雲仙市愛野町甲３８７３ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677143,171,1 有家ふるせ歯科口腔ク〒859-2206 0957-82-4182古瀬　雄二郎 古瀬　雄二郎 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 南島原市有家町中須川２０２番１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678143,172,9 萩尾歯科医院 〒854-0512 0957-74-5100萩尾　美樹 萩尾　美樹 平30. 4.20歯   小歯 診療所
     雲仙市小浜町北木指８１４－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679153,073,6 法師山歯科医院 〒859-6326 0956-64-3900法師山　眞人 法師山　眞人 昭56. 8.11歯   小歯 診療所
     佐世保市吉井町立石４６７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 8.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  680153,082,7 鹿町歯科診療所 〒859-6204 0956-77-4011伊東　博志 伊東　博志 昭58. 9.10歯   小歯 矯歯診療所
     佐世保市鹿町町下歌ヶ浦５２７－常　勤:    1 新規 現存
     ３１ (歯       1) 平28. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681153,092,6 みくりや歯科医院 〒857-0311 0956-63-2220御厨　増尚 御厨　増尚 昭61. 5. 9歯   診療所
     北松浦郡佐々町本田原免１９０－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682153,096,7 医療法人　西田歯科医〒857-0312 0956-62-6480医療法人　西田歯科医西田　耕也 平元. 8. 1歯   診療所
     院 北松浦郡佐々町市場免７－８ 常　勤:    2院　理事長　西田　耕 組織変更 現存
     (歯       2)也 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683153,097,5 かくどう歯科医院 〒857-0311 0956-62-2013角銅　剣太 角銅　剣太 平 2. 1. 1歯   診療所
     北松浦郡佐々町本田原免１７１－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684153,098,3 医療法人　川上歯科医〒859-6101 0956-65-2028医療法人川上歯科医院川上　美奈子 平 2. 6. 1歯   診療所
     院 佐世保市江迎町長坂１４５ 常　勤:    1　理事長　川上　美奈 組織変更 現存
     (歯       1)子 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685153,099,1 医療法人　安部歯科医〒859-4825 0950-57-0055医療法人　安部歯科医安部　重幸 平 6.10.11歯   診療所
     院 平戸市田平町山内免日の浦３０６常　勤:    2院　理事長　安部　重 移転 現存
     －１ (歯       2)幸 平24.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686153,103,1 医療法人　小値賀歯科〒857-4701 0959-56-2476医療法人小値賀歯科診中村　茂 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     診療所 北松浦郡小値賀町笛吹郷２７２０常　勤:    1療所　理事長　東　繭 組織変更 現存
     番地３ (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687153,105,6 医療法人　てらさき歯〒857-0311 0956-63-5354医療法人てらさき歯科寺崎　裕憲 平22. 5.10歯   診療所
     科医院 北松浦郡佐々町本田原免４９番地常　勤:    1医院　理事長　寺崎　 移転 現存
     １ (歯       1)裕憲 平28. 5.10
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688153,106,4 みちやま歯科医院 〒848-0403 0955-47-3232道山　妥洋 道山　妥洋 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     松浦市福島町塩浜免字仏崎２９６常　勤:    1 新規 現存
     ８ー９ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  689153,107,2 岩屋歯科医院 〒859-6408 0956-76-2150岩屋　和俊 岩屋　和俊 平11. 1. 1歯   診療所
     佐世保市世知原町栗迎２８ー１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690153,108,0 山部歯科医院 〒859-6101 0956-65-2102山部　一実 山部　一実 平12. 3. 7歯   診療所
     佐世保市江迎町長坂１８０ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691153,109,8 ななえ歯科クリニック〒859-6408 0956-73-9030内野　博行 内野　博行 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     佐世保市世知原町栗迎１０５ー７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692153,110,6 棚橋歯科 〒859-6141 0956-66-2566棚橋　祐治 棚橋　祐治 平13.12. 1歯   診療所
     佐世保市鹿町町新深江１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693153,114,8 ふくだ歯科医院 〒857-0311 0956-42-7020福田　英喜 福田　英喜 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     北松浦郡佐々町本田原免８５番地常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694153,115,5 かわむら歯科医院 〒857-0341 0956-62-6699迎　文彦 迎　文彦 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     北松浦郡佐々町羽須和免７９５番常　勤:    1 移転 現存
     地１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695153,123,9 楠泊歯科診療所 〒857-0413 0956-69-2561朝村　晴美 朝村　晴美 平18. 3. 1歯   診療所
     佐世保市小佐々町楠泊１０６５番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696153,124,7 はただ歯科医院 〒857-0351 0956-62-6003畑田　健志 畑田　健志 平27. 2. 1歯   診療所
     北松浦郡佐々町須崎免４９４番地常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697163,037,9 山村歯科医院 〒857-4211 0959-42-2265山村　雄治 山村　雄治 昭57. 4. 1歯   診療所
     南松浦郡新上五島町有川郷７２９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698163,045,2 煌歯科医院 〒853-0601 0959-84-3983松園　初次 松園　初次 平 6.11. 1歯   診療所
     五島市三井楽町濱ノ畔郷１０５７常　勤:    1 移転 現存
     番地 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699163,053,6 奈良尾歯科診療所 〒853-3101 0959-44-1941浅上　博一 淺上　博一 平元. 3. 1歯   診療所
     南松浦郡新上五島町奈良尾郷３７常　勤:    1 新規 現存
     ９－３ (歯       1) 平28. 3. 1
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  700163,054,4 大坪歯科医院 〒857-4404 0959-52-2269大坪　克安 大坪　克安 平21. 9. 1歯   診療所
     南松浦郡新上五島町青方郷２２９常　勤:    1 移転 現存
     ９ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701163,058,5 近藤歯科医院 〒853-0201 0959-86-2135近藤　勝則 近藤　勝則 平 6. 4. 2歯   診療所
     五島市富江町富江１６０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702163,059,3 田坂歯科医院 〒857-4404 0959-52-4313田坂　英章 田坂　英章 平 6.11.10歯   診療所
     南松浦郡新上五島町青方郷１５４常　勤:    1 新規 現存
     ４番地 (歯       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703163,062,7 松園歯科医院 〒853-0201 0959-86-1702松園　初次 松園　初次 平 8. 6. 1歯   診療所
     五島市富江町富江２３７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704163,063,5 医療法人　津田歯科医〒857-4211 0959-42-0781医療法人津田歯科医院津田　丈夫 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     院 南松浦郡新上五島町有川郷２２５常　勤:    1　理事長　津田　丈夫 組織変更 現存
     ４番地１４ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705163,068,4 吉村歯科 〒857-4404 0959-52-2021吉村　暢洋 吉村　暢洋 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     南松浦郡新上五島町青方郷２３３常　勤:    1 新規 現存
     ６番地１ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706163,069,2 浦田歯科医院 〒857-4214 0959-42-2877浦田　博文 浦田　博文 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     南松浦郡新上五島町七目郷９６６常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707163,077,5 医療法人　もとおか歯〒857-4511 0959-54-1808医療法人　もとおか歯本岡　路都子 平26.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     科医院 南松浦郡新上五島町浦桑郷１３６常　勤:    1科医院　理事長　本岡 組織変更 現存
     ３番地 (歯       1)　路都子 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708163,079,1 新上五島歯科診療所 〒857-4404 0959-52-4338松下　美樹子 松下　美樹子 平28. 3. 1歯   小歯 診療所
     南松浦郡新上五島町青方郷新町１常　勤:    1 交代 現存
     １１０－３４ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  709173,017,9 松嶋歯科医院 〒811-5462 0920-45-2400松嶋　泰 松嶋　泰 昭50.11.22歯   診療所
     壱岐市芦辺町箱崎大左右触５５０常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平29.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710173,020,3 江田歯科医院 〒811-5214 0920-44-5788江田　和夫 江田　和夫 昭55. 4.10歯   診療所
     壱岐市石田町印通寺浦３２７－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711173,026,0 左野歯科医院 〒811-5301 0920-45-2020左野　利器 左野　利器 昭62. 2. 2歯   診療所
     壱岐市芦辺町芦辺浦８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712173,029,4 医療法人　光武歯科医〒811-5135 0920-47-3533医療法人　光武歯科医光武　裕二 平元. 5. 1歯   診療所
     院 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１３ 常　勤:    2院　理事長　光武　裕 組織変更 現存
     (歯       2)二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713173,030,2 医療法人　村瀬歯科医〒811-5135 0920-47-0010医療法人村瀬歯科医院村瀬　宏 平元.12. 1歯   歯外 診療所
     院 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２３ 常　勤:    1　理事長　村瀬　宏 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714173,031,0 医療法人　百田歯科医〒811-5316 0920-45-3434医療法人百田歯科医院百田　昌史 平 2.12. 1歯   診療所
     院 壱岐市芦辺町諸吉大石触字西川４常　勤:    1　理事長　百田　昌史 組織変更 現存
     ２７－５ (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715173,032,8 アマコ歯科医院 〒811-5501 0920-42-0406尼子　直喜 尼子　直喜 平 4. 8. 2歯   診療所
     壱岐市勝本町勝本浦１７７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716173,033,6 松永歯科医院 〒811-5732 0920-45-3868松永　泰裕 松永　泰裕 平 6. 8. 8歯   小歯 診療所
     壱岐市芦辺町国分東触６４４番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717173,034,4 赤木玉水堂歯科診療所〒811-5133 0920-47-0435赤木　昭彦 赤木　昭彦 平 9. 4. 1歯   診療所
     壱岐市郷ノ浦町本村触１２９番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718173,035,1 ひさた歯科医院 〒811-5114 0920-47-1385久田　剛士 久田　剛士 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     壱岐市郷ノ浦町柳田触１１４番地常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  719183,034,2 いとせ歯科医院 〒817-0322 0920-54-2526糸瀬　永 糸瀬　永 平 7. 9.18歯   診療所
     対馬市美津島町 知甲４０２－５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720183,035,9 大浦歯科医院 〒817-1201 0920-58-0056大浦　泰満 大浦　泰満 昭63. 8. 1歯   診療所
     対馬市豊玉町仁位１１６２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721183,040,9 ひろ歯科医院 〒817-0013 0920-52-3117高森　博義 高森　博義 平 4. 1. 8歯   診療所
     対馬市厳原町中村６１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722183,042,5 厳原歯科診療所 〒817-0022 0920-52-2844山本　正俊 山本　正俊 平16. 2.24歯   診療所
     対馬市厳原町国分１３７８番地１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723183,044,1 竹村歯科医院 〒817-0322 0920-54-2011竹村　正士 竹村　正士 平 8. 1. 1歯   矯歯 診療所
     対馬市美津島町 知甲１２５０－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724183,050,8 阿比留歯科医院 〒817-1201 0920-58-0402阿比留　尚仁 阿比留　尚仁 平16. 4. 1歯   診療所
     対馬市豊玉町仁位１５９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725183,051,6 あびるひろき歯科医院〒817-0021 0920-52-1564阿比留　広樹 阿比留　広樹 平26. 9.10歯   矯歯 小歯診療所
     対馬市厳原町今屋敷６５８－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726183,053,2 おうぎ歯科医院 〒817-1701 0920-86-2222扇　和洋 扇　和洋 平25. 4. 1歯   診療所
     対馬市上対馬町比田勝５７５－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727183,057,3 対馬やまねこ歯科 〒817-0001 0920-52-8858医療法人社団Ｆｏｒｖ松尾　和樹 平30. 3.30歯   歯外 小歯診療所
     対馬市厳原町小浦１９６番地１ 常　勤:    1　理事長　松尾　和樹 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 3.30
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728183,058,1 髙森歯科診療所 〒817-0022 0920-52-0417髙森　雄三 髙森　雄三 平30. 5. 7歯   診療所
     対馬市厳原町国分１２７１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  729193,027,4 久冨歯科医院 〒817-1701 0920-86-3922久冨　祐一郎 久冨　祐一郎 昭57.12. 7歯   診療所
     対馬市上対馬町比田勝８３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730193,033,2 上対馬歯科クリニック〒817-1701 0920-86-3919阿比留　康文 阿比留　康文 平 6.12.12歯   診療所
     対馬市上対馬町比田勝７４２番地常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731813,367,4 佐須歯科診療所 〒817-0242 0920-56-1172対馬市長 森井　雅子 平16. 3. 1歯   診療所
     対馬市厳原町下原４４１番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732813,368,2 豆酘歯科診療所 〒817-0154 0920-57-0777対馬市長 森井　雅子 平16. 3. 1歯   診療所
     対馬市厳原町豆酘３０５８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733813,370,8 峰歯科診療所 〒817-1412 0920-82-0785対馬市長 村上　寛 平16. 3. 1歯   診療所
     対馬市峰町佐賀６０８番地２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734813,377,3 国民健康保険　岐宿歯〒853-0701 0959-82-0666五島市長 溝口　勝令 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     科診療所 五島市岐宿町岐宿２５３５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735813,378,1 国民健康保険　岐宿歯〒853-0312 0959-83-1072五島市長 溝口　勝令 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     科診療所　山内出張所五島市岐宿町中嶽１０７３番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736813,379,9 新上五島町立　若松歯〒853-2301 0959-46-2532新上五島町長 津田　雅史 平26. 3.17歯   診療所
     科診療所 南松浦郡新上五島町若松郷１６０常　勤:    1 移転 現存
     番地３６ (歯       1) 平26. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737813,381,5 新上五島町国民健康保〒857-4512 0959-54-1538新上五島町長 都合　幸徳 平17. 8. 1歯   診療所
     険診療所榎津歯科出張南松浦郡新上五島町榎津郷４３番常　勤:    1 移転 現存
     診療所 地５ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738813,387,2 平戸市国民健康保険大〒859-5801 0950-55-2506平戸市長 塩川　雅治 平17.10. 1歯   診療所
     島歯科診療所 平戸市大島村神浦１５４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1


