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    101･3065･7 崇元寺歯科医院 〒900-0012 098(867)1862友利　政三 友利　政三 昭47. 5.15歯   診療所
     那覇市泊１－８－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･3079･8 新城歯科医院 〒902-0062 098(854)3412新城　啓和 新城　啓和 昭48. 6.27歯   小歯 診療所
     那覇市松川２７８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･3100･2 渡口矯正歯科医院 〒900-0012 098(866)5483渡口　進一 渡口　進一 昭50. 2.15矯歯 診療所
     那覇市泊１－１０－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･3106･9 寄宮歯科医院 〒902-0077 098(854)8766宮里　修 宮里　修 昭50.12.15歯   診療所
     那覇市長田１－１２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･3120･0 ハシカド歯科医院 〒902-0062 098(832)1846富本　盛弘 富本　盛弘 昭52. 3. 1歯   診療所
     那覇市松川１－１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･3137･4 前島歯科医院 〒901-0152 098(857)3710金城　竹治 金城　竹治 昭53.11.12歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市小禄５４６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･3155･6 銘苅歯科医院 〒900-0033 098(862)0502銘苅　清 銘苅　清 昭55. 6. 1歯   診療所
     那覇市久米２－１６－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･3156･4 屋宜歯科医院 〒902-0067 098(863)7449屋宜　優 屋宜　優 昭55. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市安里１－４－１３ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･3157･2 銘苅歯科医院 〒902-0067 098(862)1419安里　幸子 安里　幸子 昭55. 5. 1歯   診療所
     那覇市安里１－２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001･3163･0 宮里歯科医院 〒900-0021 098(863)4769宮里　良雄 宮里　良雄 昭55. 9. 1歯   診療所
     那覇市泉崎１－１９－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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   1101･3167･1 太田歯科医院 〒902-0077 098(834)4632太田　正昭 太田　正昭 昭56. 1. 1歯   診療所
     那覇市長田１－２４－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201･3191･1 しんざと歯科 〒902-0067 098(868)2217新里　正武 新里　正武 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     那覇市安里１－１－５８光生ビル常　勤:    1 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･3204･2 タマキ歯科医院 〒900-0015 098(863)0350玉城　生夫 玉城　生夫 昭58. 2.17歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市久茂地２－１２－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･3229･9 たなはら歯科 〒902-0061 098(886)1232棚原　英仁 棚原　英仁 昭59. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市古島２－２９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･3234･9 こはぐら歯科医院 〒903-0803 098(886)1156古波蔵　信泉 古波蔵　信泉 昭59. 5. 1歯   診療所
     那覇市首里平良町１－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･3236･4 長嶺歯科医院 〒902-0062 098(854)3939長嶺　将秀 長嶺　将秀 昭59. 5. 1歯   診療所
     那覇市松川１－１１－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･3249･7 たかみね歯科クリニッ〒900-0032 098(866)0648高嶺　明彦 高嶺　明彦 昭60. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 那覇市松山１－９－２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･3259･6 おくずみ歯科クリニッ〒900-0002 098(861)7678奥住　守彦 奥住　守彦 昭60. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 那覇市曙２－１０－２５ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･3285･1 山城歯科医院 〒902-0076 098(854)0018山城　正裕 山城　正裕 昭62. 5. 1歯   診療所
     那覇市与儀３７３－７メゾン城間常　勤:    1 現存
     １Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2001･3291･9 高良歯科医院 〒901-0152 098(857)3030高良　政憲 高良　政憲 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     那覇市小禄１－１－７プラザ高良常　勤:    1 現存
     ２０１ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101･3294･3 島袋歯科医院 〒901-0153 098(858)4141島袋　泰弘 島袋　泰弘 昭62. 9. 1歯   診療所
     那覇市宇栄原６丁目５番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･3298･4 嘉数歯科医院 〒902-0067 098(862)0010嘉数　武男 嘉数　武男 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     那覇市安里２－４－１７ライオン常　勤:    1 現存
     ズマンション２０５ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301･3302･4 むらやま歯科医院 〒901-0146 098(857)1164山城　ひとみ 山城　ひとみ 昭62.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市具志２－３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･3310･7 あかみね歯科クリニッ〒901-0145 098(858)0648赤嶺　秀紀 赤嶺　秀紀 昭63. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 那覇市高良１－１－６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･3313･1 あけぼの歯科 〒900-0002 098(869)2772高良　宗男 高良　宗男 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市曙２－２４－３ＰＭＣマン常　勤:    1 現存
     ション２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･3315･6 ふるげん歯科医院 〒900-0025 098(834)1110古堅　譲 古堅　譲 昭63. 6. 1歯   診療所
     那覇市壺川３丁目４番地の２沖縄常　勤:    1 現存
     全逓会館２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･3316･4 砂川歯科医院 〒902-0071 098(832)2727砂川　英樹 砂川　英樹 昭63. 7.14歯   小歯 診療所
     那覇市繁多川５－１７－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･3319･8 すながわ歯科クリニッ〒903-0804 098(886)9030砂川　武範 砂川　武範 昭63. 9. 1歯   診療所
     ク 那覇市首里石嶺町２－１１８－１常　勤:    1 現存
     コーポ華１Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･3329･7 医療法人　さつき会　〒901-0153 098(857)6480医療法人　さつき会　金城　光也 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     さつき歯科クリニック那覇市宇栄原２－１８－３ 常　勤:    1理事長　金城　光也 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3001･3332･1 松本歯科クリニック 〒902-0073 098(835)2021松本　真志 松本　真志 平 2. 5. 1歯   診療所
     那覇市上間５５９－１サンフェア常　勤:    2 現存
     リー毎日１Ｆ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･3338･8 知花歯科医院 〒903-0812 098(884)2216護得久　朝保 護得久　朝保 平 2. 7. 1歯   診療所
     那覇市首里当蔵町２－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･3342･0 しろま歯科クリニック〒901-0155 098(859)1119城間　三男 城間　三男 平 2. 9. 1歯   診療所
     那覇市金城５－２－３サザンクロ常　勤:    1 現存
     ス与儀２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･3343･8 久茂地歯科クリニック〒900-0015 098(866)7622新垣　秀也 新垣　秀也 平 2. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市久茂地２－８－７久茂地Ｋ常　勤:    1 現存
     Ｍビル４Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401･3345･3 阿嘉歯科医院 〒902-0064 098(832)5310阿嘉　昭宗 阿嘉　昭宗 平 2. 8.14歯   診療所
     那覇市寄宮２－３６－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501･3349･5 なかざと歯科医院 〒902-0066 098-887-6408仲里　雅則 仲里　雅則 平 3. 1. 1歯   診療所
     那覇市大道４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･3351･1 長堂歯科医院 〒902-0071 098(835)1088長堂　忍 長堂　忍 平 3. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市繁多川２－１－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･3352･9 名城歯科医院 〒902-0078 098(835)1600名城　政実 名城　政実 平 3. 4. 1歯   診療所
     那覇市識名３－２２－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･3353･7 パレット歯科 〒900-0015 098(861)1316山城　繁隆 山城　繁隆 平 3. 5. 1歯   診療所
     那覇市久茂地１－１－１パレット常　勤:    1 現存
     くもじ　３０７号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901･3354･5 上里歯科医院 〒903-0804 098(887)0093上里　和美 上里　和美 平 3. 5. 1歯   診療所
     那覇市首里石嶺町３－３７２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
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   4001･3356･0 つぼや歯科医院 〒902-0065 098(853)5568平良　浩 平良　浩 平 3. 8. 1歯   診療所
     那覇市壺屋２－２３－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101･3361･0 やまと歯科医院 〒901-0156 098(858)8118医療法人徳歯会　理事國仲　徳貞 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     那覇市田原３－７－２小禄リース常　勤:    1長　國仲　徳貞 現存
     ビル　３Ｆ　３０４号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201･3364･4 和　歯科医院 〒902-0073 098(855)5864上原　和人 上原　和人 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市上間２７８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･3372･7 ほかま歯科クリニック〒903-0805 098(886)5122外間　宏正 外間　宏正 平 4.10. 1歯   診療所
     那覇市首里鳥堀町１－９　２階 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･3373･5 ハート歯科医院 〒901-0156 098(859)1220兼城　繁 兼城　繁 平 4.10. 1歯   診療所
     那覇市田原３丁目１２番地６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501･3374･3 くだ歯科クリニック 〒900-0015 098(862)6480久田　誠一郎 久田　誠一郎 平 5. 2. 1歯   診療所
     那覇市久茂地３－１１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601･3375･0 友寄デンタルクリニッ〒902-0064 098(836)5418友寄　清喜 友寄　清喜 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 那覇市寄宮１－３２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701･3376･8 シンヤ歯科 〒901-0151 098(858)3773医療法人　高稚代会　新谷　美稚子 平 5. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市鏡原町２６－２６ 常　勤:    1理事長　新谷　美稚子 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･3378･4 みやぎ歯科クリニック〒900-0032 098(864)0239宮城　嗣典 宮城　嗣典 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     那覇市松山２－２３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･3380･0 きんじょう歯科 〒900-0016 098(864)2800金城　康夫 金城　康夫 平 5. 4. 1歯   診療所
     那覇市前島１－６－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5001･3382･6 ユキデンタルオフィス〒900-0021 098(836)6661小場　幸夫 小場　幸夫 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     那覇市泉崎２－１９－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･3384･2 前城歯科 〒902-0067 098(861)8822前城　康一 前城　康一 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     那覇市安里２－８－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･3385･9 うね歯科 〒900-0011 098(866)6480宇根　良 宇根　良 平 5.10. 1歯   矯歯 診療所
     那覇市上之屋４１１－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･3389･1 けんし歯科医院 〒900-0015 098(867)2474伊禮　昭洋 伊禮　昭洋 平 5.12. 1歯   診療所
     那覇市久茂地３－４－１０久茂地常　勤:    1 現存
     ＹＡＫＡビル４Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･3394･1 医療法人長浜歯科医院〒902-0075 098(855)0648医療法人長浜歯科医院長濱　正 平 6. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市国場１１８６－２ 常　勤:    2　理事長　長濱　正 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501･3396･6 にしひら歯科クリニッ〒902-0072 098(835)2611西平　守昭 西平　守昭 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 那覇市真地３５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･3397･4 うちはら歯科 〒900-0024 098(835)2281宇地原　榮一 宇地原　榮一 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     那覇市古波蔵２－３２－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･3400･6 浜口歯科医院 〒900-0015 098-867-2214濵口　茂雄 濵口　茂雄 平 6.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市久茂地１－４－９アイキャ常　勤:    2 新規 現存
     ンビル２Ｆ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･3405･5 本永デンタルオフィス〒900-0032 098-868-0678本永　英司 本永　英司 平 7. 4. 1歯   診療所
     那覇市松山１－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5901･3407･1 真和志歯科クリニック〒902-0063 098-831-8780与儀　實篤 与儀　實篤 平 7. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市三原３－１８－２７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･3409･7 ミヤサト歯科 〒900-0014 098-867-6480宮里　毅 宮里　毅 平 7. 9. 1歯   診療所
     那覇市松尾１－１９－２７東京生常　勤:    1 新規 現存
     命那覇ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101･3410･5 赤嶺歯科クリニック 〒900-0023 098(834)2562医療法人　誠志会　理赤嶺　雄志 平 7.11. 1歯   診療所
     那覇市楚辺２－２５－９ 常　勤:    2事長　赤嶺　雄志 組織変更 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201･3413･9 西川歯科医院 〒901-0155 098-859-4700西川　謙 西川　謙 平 8. 1. 1歯   診療所
     那覇市金城５丁目１６番地１２エ常　勤:    1 新規 現存
     ルカステロ２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301･3423･8 おおた歯科 〒900-0021 098-836-0260太田　恭子 太田　恭子 平 8. 8. 1歯   診療所
     那覇市泉崎２－１－６　２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401･3424･6 かなぐすく歯科 〒901-0155 098-858-3117新里　吉之 新里　吉之 平 8.10. 1歯   診療所
     那覇市金城２－１２－７マンショ常　勤:    2 新規 現存
     ンゆい１Ｆ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501･3425･3 かかず歯科医院 〒902-0074 098-835-1472羽地　政江 羽地　政江 平 8.11. 1歯   診療所
     那覇市仲井真３７９－２つねビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601･3426･1 まきし歯科医院 〒903-0804 098-885-1182玉城　吉康 玉城　吉康 平 8.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市首里石嶺町４－１９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701･3427･9 いしはら歯科医院 〒901-0152 098-858-9955石原　一 石原　一 平 8.12. 1歯   診療所
     那覇市小禄２丁目３番地１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801･3432･9 ＣＯＣＯ歯科医院 〒901-0156 098-858-8401神山　まり 神山　まり 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     那覇市田原４－１－６メゾン金城常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6901･3434･5 金城歯科医院 〒902-0078 098-831-8213金城　一真 金城　一真 平 9. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市識名１－５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001･3435･2 医療法人　大道歯科医〒902-0067 098(885)6115医療法人　大道歯科医仲村　将健 平 9. 6.20歯   小歯 診療所
     院 那覇市安里３８１本部ビル６階 常　勤:    1院　理事長　仲村　将 移動 現存
     (歯       1)健 平30. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101･3436･0 たから歯科 〒902-0067 098(884)6480高良　政勝 高良　政勝 平 9. 7.18歯   診療所
     那覇市安里３７２ＳＴビル 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201･3437･8 もり歯科 〒902-0076 098-833-4618森　真二郎 森　真二郎 平 9. 8. 1歯   診療所
     那覇市与儀２－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301･3439･4 石井歯科医院 〒901-0152 098-857-6696石井　豊 石井　豊 平 9.10. 1歯   診療所
     那覇市小禄１－２７－１７ソシア常　勤:    1 新規 現存
     Ａ１０２ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401･3442･8 へんざん歯科クリニッ〒902-0075 098-834-8800平安山　英守 平安山　英守 平10. 3. 1歯   矯歯 診療所
     ク 那覇市国場３７２２階 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501･3443･6 高良一丁目歯科 〒901-0146 098-857-0099菊池　真由美 菊池　真由美 平10. 2.16歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市具志１－１－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601･3450･1 おおはし歯科医院 〒900-0024 098(854)1221金城　朝和 金城　朝和 平10. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市古波蔵３－８－５玉城ビル常　勤:    1 移動 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701･3452･7 さくら歯科医院 〒902-0077 098-831-9198医療法人　誠愛会　理新垣　誠 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市長田２－１３－１５キャッ常　勤:    2事長　新垣　誠 組織変更 歯外 現存
     スル長田１０１ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801･3458･4 きりん歯科クリニック〒902-0077 098-835-9505林　秀樹 林　秀樹 平11. 6. 1歯   診療所
     那覇市長田１－４－４　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7901･3459･2 チャイルド歯科 〒902-0076 098-835-3228医療法人　雄誠会　理長田　紀雄 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市与儀２－２１－２ 常　勤:    1事長　長田　紀雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001･3462･6 たまき歯科医院 〒900-0014 098-868-0736玉城　斉 玉城　斉 平11. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市松尾２－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101･3465･9 まきし歯科 〒900-0012 098-861-5455真喜志　早江子 真喜志　早江子 平11.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市泊１－１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201･3471･7 えいさく歯科医院 〒902-0075 098-836-2121上地　栄作 上地　栄作 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市国場７０８－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301･3472･5 みやらデンタルクリニ〒902-0073 098(855)0982宮良　修 宮良　修 平12. 4. 1歯   診療所
     ック 那覇市上間２３６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401･3475･8 ひめゆり歯科医院 〒902-0065 098-855-3966医療法人　照道会　理村田　道夫 平12. 7.19歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市壺屋２－８－１ 常　勤:    1事長　村田　道夫 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501･3478･2 伊計歯科 〒900-0005 098-862-3950伊計　真智子 伊計　真智子 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     那覇市天久１－２７－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601･3479･0 ひまわり歯科 〒901-0154 098-859-6480李　宗奇 李　宗奇 平12.12. 1歯   診療所
     那覇市赤嶺２－４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701･3482･4 仲本歯科医院 〒900-0004 098-863-8020仲本　友久 仲本　友久 平13. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市銘苅３－１５－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801･3484･0 たろう歯科医院 〒900-0015 098-866-0230医療法人　ヴェリィ　乾　太郎 平13. 1. 1歯   矯歯 診療所
     那覇市久茂地１－３－８宇良ビル常　勤:    2理事長　乾　太郎 組織変更 現存
     ２階 (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901･3486･5 ながた歯科医院 〒902-0077 098(854)1182玉城　均 玉城　均 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市長田１－７－１０－１Ｆ・常　勤:    1 移動 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
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   9001･3489･9 小禄ホワイト歯科 〒901-0145 098-889-1406下地　恵公 下地　恵公 平13. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     那覇市高良３－６－１シティパレ常　勤:    1 新規 現存
     ス１Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101･3492･3 ＹＹマリンデンタルク〒900-0004 098-863-3470樋口　豊 樋口　豊 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 那覇市銘刈２－４－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201･3494･9 新里歯科・矯正歯科 〒902-0065 098-855-5212医療法人　新里歯科医新里　叡 平14. 4. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     那覇市壺屋２－１５－１４ 常　勤:    1院　理事長　新里　叡 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301･3496･4 ごや歯科クリニック 〒900-0004 098-864-1816呉屋　尚志 呉屋　尚志 平14. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市銘刈３２３－１　２Ｆ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 8. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401･3497･2 エム・エム歯科クリニ〒900-0013 098-861-0648医療法人　またよし会宮國　義樹 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 那覇市牧志１－１２－５ 常　勤:    3　理事長　宮國　義樹 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501･3500･3 ながみね歯科 〒900-0004 098-863-1141長嶺　和弘 長嶺　和弘 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市銘刈１－１０－１２ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601･3501･1 オリオン歯科 〒902-0063 098-834-9808東　哲世 東　哲世 平14.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市三原１－２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701･3502･9 首里歯科医院 〒903-0821 098-886-0974佐久川　正明 佐久川　正明 平14.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市首里儀保町２－５１金城ビ常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801･3503･7 ハロー歯科 〒903-0806 098-871-4649照屋　健 照屋　健 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     那覇市首里汀良町３－９８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901･3504･5 アイリス歯科 〒902-0077 098-836-3626林　あやめ 林　あやめ 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     那覇市長田１－１－１アクロス寄常　勤:    1 新規 現存
     宮２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10001･3507･8 ももはら矯正歯科クリ〒900-0003 098-860-5365桃原　均 桃原　均 平15. 7. 1矯歯 診療所
     ニック 那覇市安謝２－１２－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101･3508･6 首里あかみね歯科 〒903-0815 098-885-8880赤嶺　誠吾 赤嶺　誠吾 平15. 7.12歯   小歯 診療所
     那覇市首里金城町２－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201･3509･4 はねじ歯科クリニック〒900-0004 098-869-6474羽地　徹 羽地　徹 平15. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市銘刈１－３－４１レゼルア常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ッシュ２Ｂ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301･3513･6 まさたけ歯科医院 〒901-0152 098-859-4618大庭　正丈 大庭　正丈 平16. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市小禄１－２６－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401･3514･4 たかえす歯科クリニッ〒900-0005 098-869-1021高江洲　實 高江洲　實 平16. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 那覇市天久２－３０－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501･3515･1 ゆいデンタルクリニッ〒902-0075 098-834-1118金城　光隆 金城　光隆 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 那覇市国場１１８３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601･3517･7 よなは歯科クリニック〒901-0146 098-859-4784与那覇　朝路 与那覇　朝路 平16. 7.14歯   小歯 歯外診療所
     那覇市具志１－１６－８ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701･3518･5 あらかき歯科 〒902-0064 098-855-5554新垣　繁信 新垣　繁信 平16. 8. 1歯   診療所
     那覇市寄宮１５３－１－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801･3519･3 けいこ歯科医院 〒903-0826 098-885-5459豊岡　恵子 豊岡　恵子 平16.10. 8歯   診療所
     那覇市首里寒川町２－６８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901･3522･7 宮平歯科医院 〒900-0014 098(863)1776當山　邑子 當山　邑子 平16.11.24歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市松尾２－５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001･3525･0 大山歯科医院 〒901-0152 098-857-1066大山　哲生 大山　哲生 平17. 2. 1歯   診療所
     那覇市小禄１２０番地２Ｆ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
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  11101･3528･4 ＲＩＯ歯科クリニック〒903-0821 098-885-6487首藤　法生 首藤　法生 平17. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市首里儀保町３－２８宮城ビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201･3530･0 みやぎ歯科医院 〒900-0021 098(832)3012医療法人　再生会　理宮城　正廣 平17. 5. 1歯   診療所
     那覇市泉崎２－２－２ 常　勤:    4事長　宮城　正廣 組織変更 現存
     (歯       4) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301･3531･8 ＮＹデンタルクリニッ〒900-0004 098-869-6932医療法人　社団栄徳会伊敷　隆 平17. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ク 那覇市銘刈２－１－２４ 常　勤:    1　理事長　伊敷　隆 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401･3533･4 おもろまち駅前歯科 〒900-0006 098-863-4618郡島　大 郡島　大 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市おもろまち４丁目１７－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ケイエムビル６Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501･3534･2 あいあい歯科医院 〒902-0075 098(833)2233上原　修 上原　修 平17. 9.16歯   小歯 診療所
     那覇市国場１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601･3537･5 古堅歯科矯正歯科医院〒900-0013 098-863-7802医療法人　古堅会　理古堅　信 平17.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市牧志１丁目１９番１５号 常　勤:    2事長　古堅　信 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701･3538･3 白山歯科クリニック 〒901-0152 098-859-0669赤嶺　雅和 赤嶺　雅和 平17.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市小禄５丁目１７番１号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801･3540･9 はやし歯科クリニック〒900-0031 098-861-4899林　宗史 林　宗史 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     那覇市若狭２丁目５番１号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901･3541･7 かりゆし歯科 〒901-0152 098-840-1818酒井　俊幸 酒井　俊幸 平18. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市小禄５丁目１５番１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001･3543･3 くばがわ歯科医院 〒903-0806 098-887-6480加藤　進作 加藤　進作 平18. 7. 1歯   診療所
     那覇市首里汀良町３丁目６３番地常　勤:    2 移動 現存
     ３ハイビスカスマンションＢー１(歯       2) 平24. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12101･3545･8 アート歯科クリニック〒900-0024 098-855-0615本永　尚司 本永　尚司 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市古波蔵１丁目７番６号メル常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ソレイユ１Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201･3546･6 ケイデンタルオフィス〒901-0152 098-858-0008仲間　恵義 仲間　恵義 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市小禄４丁目１番地の８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301･3549･0 赤崎歯科 〒900-0012 098-867-7077赤崎　栄 赤崎　栄 平19. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市泊３－５－１２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401･3550･8 のとはら歯科 〒903-0804 098-882-1818能登原　敬 能登原　敬 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市首里石嶺町４丁目６番地３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501･3553･2 ミント歯科 〒900-0003 098-995-8448川満　聖子 川満　聖子 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     那覇市安謝１丁目１番２８号フロ常　勤:    1 新規 現存
     ーラ新都心２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601･3555･7 たまき歯科クリニック〒903-0816 098-886-5544玉城　直子 玉城　直子 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     那覇市首里真和志町２丁目３６番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701･3556･5 国際通り歯科クリニッ〒900-0013 098-860-8049仲程　泰之介 仲程　泰之介 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 那覇市牧志３－９－１　２Ｆ・３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801･3558･1 鳴神歯科 〒903-0807 098-885-5413鳴神　知晃 鳴神　知晃 平20. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     那覇市首里久場川町２－１２２－常　勤:    2 新規 現存
     １－３Ｆ (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901･3559･9 たかし歯科医院 〒902-0068 098-886-7755医療法人　眞孝会　理眞座　孝 平20. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市真嘉比２丁目３０番２２号常　勤:    1事長　眞座　孝 移動 現存
     コーポ宮城Ⅰ　１Ｆ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001･3560･7 サトウデンタルオフィ〒900-0005 098-867-3511佐藤　学朗 佐藤　学朗 平20. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ス 那覇市天久２－１－２８４Ｆケイ常　勤:    1 新規 現存
     ユウビル (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101･3561･5 城岳歯科クリニック 〒900-0023 098-855-8873宮里　省吾 宮里　省吾 平20. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     那覇市楚辺２丁目１番２４号ＡＺ常　勤:    1 新規 現存
     楚辺１階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201･3564･9 イチロウ歯科 〒900-0003 098-861-1649長嶺　義一郎 長嶺　義一郎 平20. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     那覇市安謝２－２－１２ボストン常　勤:    1 新規 現存
     ハウス１０２ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301･3565･6 かわひら歯科 〒900-0025 098-855-5678川平　昌彦 川平　昌彦 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     那覇市壺川１－３－１１沖縄時事常　勤:    1 新規 現存
     出版ビル１Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401･3568･0 玉木歯科 〒900-0015 098(862)8726玉木　甲之進 玉木　甲之進 平21. 2. 5歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市久茂地１－２－２０ＯＴＶ常　勤:    1 交代 歯外 現存
     国和プラザ３階 (歯       1) 平27. 2. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501･3569･8 おおしろ　デンタルク〒900-0013 098-861-4879大城　正一郎 大城　正一郎 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 那覇市牧志２－１７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601･3570･6 ライフデンタルクリニ〒900-0003 098-869-1545医療法人志尚会　理事佐渡山　祐子 平21. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック那覇 那覇市安謝２丁目４番６号 常　勤:    2長　大城　秀隆 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701･3574･8 あかり歯科クリニック〒901-0145 098-859-5918崎山　朝樹 崎山　朝樹 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     那覇市高良２丁目１４番２２号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンヒルズ高良１－Ｃ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801･3575･5 とくだ歯科クリニック〒902-0068 098-885-6688徳田　安成 徳田　安成 平22. 3. 4歯   小歯 診療所
     那覇市真嘉比３丁目１３番２号　常　勤:    2 移動 現存
     ２Ｆ (歯       2) 平28. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901･3576･3 アルファ歯科 〒901-0155 098-858-5657吉浦　彰謙 吉浦　彰謙 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市金城　５－６－１２　２Ｆ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  14001･3577･1 さき山歯科クリニック〒900-0015 098-862-1375医療法人　さき山歯科崎山　哲弘 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     那覇市久茂地２丁目６番２０号久常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     高木材ビル２階 (歯       1)崎山　哲弘 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101･3578･9 プラスデンタルクリニ〒903-0805 098-884-8118丸山　幸子 丸山　幸子 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 那覇市首里鳥堀町３丁目６７番地常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ２１ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201･3581･3 泊ポート歯科 〒900-0012 098(866)8470医療法人　デンタル・新城　竜士 平22. 7. 5歯   矯歯 小歯診療所
     那覇市泊１丁目４番１０－１０１常　勤:    1クエスト　理事長　金 移動 歯外 現存
     (歯       1)城　清一郎 平28. 7. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301･3582･1 はまさき歯科クリニッ〒901-0153 098-927-3446濵﨑　隆 濵﨑　隆 平22. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 那覇市宇栄原３丁目９番３号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401･3583･9 ライオン歯科クリニッ〒902-0078 098-832-1118大城　一乃 大城　一乃 平22. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 那覇市識名３丁目１７番１８号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501･3584･7 クリーン歯科クリニッ〒903-0807 098-886-1212西平　榮次郎 西平　榮次郎 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 那覇市首里久場川町２丁目１３１常　勤:    1 新規 現存
     番地　１０２号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601･3585･4 ひらばやし歯科 〒902-0061 098-886-5000平林　孝将 平林　孝将 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     那覇市古島２－１１－３　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701･3586･2 比嘉歯科医院 〒900-0036 098(868)0355医療法人　香優会　理比嘉　良喬 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     那覇市西１－１５－１６ 常　勤:    2事長　比嘉　良喬 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801･3588･8 ライフデンタルクリニ〒901-0155 098-858-4618医療法人志尚会　理事喜友名　淳 平23.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック小禄 那覇市金城５－１１－２　翼ビル常　勤:    3長　大城　秀隆 新規 歯外 現存
     １Ｆ (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  14901･3591･2 医療法人　こばやし矯〒901-0146 098-859-5884医療法人　こばやし矯小林　大介 平19.12. 1矯歯 診療所
     正歯科 那覇市具志１－１６－８ 常　勤:    1正歯科　理事長　小林 組織変更 現存
     (歯       1)　大介 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001･3592･0 セレブ・デンタルオフ〒901-0153 098-858-0339大森　基弘 大森　基弘 平24. 4. 1歯   診療所
     ィス 那覇市宇栄原１０１９－１宇栄原常　勤:    1 組織変更 現存
     センターハイツ２Ｆ、Ａ号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101･3593･8 くろしお歯科クリニッ〒902-0061 098(862)8388黒潮　武嗣 黒潮　武嗣 平24. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 那覇市字古島１２－１ピュアパレ常　勤:    3 組織変更 現存
     スクロシオ２Ｆ (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201･3594･6 まじきなデンタルクリ〒900-0003 098-862-2472眞境名　真吾 眞境名　真吾 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 那覇市安謝１８８－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301･3595･3 中里歯科医院 〒900-0014 098-867-4319中里　一郎 中里　一郎 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     那覇市松尾１－９－１　２階 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401･3596･1 きらきらデンタルクリ〒900-0011 098-869-4618医療法人きらきら会　井上　博文 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 那覇市上之屋１丁目４番４６号 常　勤:    1理事長　井上　博文 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501･3598･7 ハッピーデンタルクリ〒902-0061 098-943-3399高良　吉信 高良　吉信 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 那覇市古島１丁目９番１４号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601･3600･1 嘉手納歯科医院 〒900-0033 098(867)1580嘉数　瑞穂 嘉数　瑞穂 平25. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     那覇市久米１－２４－１３ミネビ常　勤:    1 交代 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701･3601･9 那覇みなみ歯科クリニ〒902-0074 098-835-1212小関　亮介 小関　亮介 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 那覇市仲井真３７３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801･3602･7 ペリー歯科クリニック〒901-0152 098-858-4182医療法人笑歯会　理事高良　兼次 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     那覇市字小禄４２１番地の２９ 常　勤:    1長　高良　兼次 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15901･3603･5 野々山歯科 〒900-0015 098-869-4646野々山　和弘 野々山　和弘 平25.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     那覇市久茂地１－２－１与那嶺獣常　勤:    1 新規 現存
     医ビル３０１号 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001･3605･0 ミッキー歯科クリニッ〒903-0804 098-887-0707医療法人　二十一の会西平　三喜男 平26. 1. 8歯   診療所
     ク 那覇市首里石嶺町２丁目７０－１常　勤:    1　理事長　西平　三喜 移動 現存
     ５コーポ集い１０１号 (歯       1)男 平26. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101･3607･6 天久歯科 〒900-0005 098-917-1457下地　啓江 下地　啓江 平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     那覇市天久１－８－１　コーポ杜常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201･3608･4 静山デンタルクリニッ〒901-0145 098-927-6681金城　守明 金城　守明 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 那覇市高良２丁目１番１５号　２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301･3609･2 ひびきデンタルクリニ〒902-0068 098-917-2023佐竹　ひびき 佐竹　ひびき 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 那覇市真嘉比３－１９－３０　２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401･3610･0 新都心デンタルクリニ〒902-0066 098-887-0648野口　誠司 野口　誠司 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 那覇市字大道７８－１２プランド常　勤:    1 新規 現存
     ール安村２０１ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501･3611･8 たまなは歯科医院 〒903-0804 098-887-3331玉那覇　哲 玉那覇　哲 平26. 7.25歯   小歯 診療所
     那覇市首里石嶺町３－１１７－４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601･3612･6 安里駅前こまつ歯科医〒902-0067 098-894-7711小松　正弥 小松　正弥 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 那覇市安里２－６－２７ルエ・メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン・ソピア１Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701･3614･2 にじいろ歯科クリニッ〒901-0156 098-858-2635寺田　健 寺田　健 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 那覇市田原１－４－３　ハイツ翁常　勤:    1 新規 現存
     長１０２ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801･3615･9 医療法人透進会　うえ〒900-0006 098-860-0077医療法人透進会　理事上間　貞博 平27. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ま歯科クリニック 那覇市おもろまち４丁目１６番３常　勤:    2長　上閒　貞博 組織変更 歯外 現存
     ２号 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901･3616･7 那覇まかび歯科 〒902-0068 098-884-1177医療法人　悠歯会　理勝連　義之 平27.11. 2歯   小歯 歯外診療所
     那覇市真嘉比１丁目２２番地２５常　勤:    1事長　勝連　義之 組織変更 現存
     エレガンテまかび１Ｆ (歯       1) 平27.11. 2
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  17001･3617･5 西武門歯科医院 〒900-0033 098(868)7024當山　徹 當山　徹 平28. 1. 1歯   歯外 診療所
     那覇市久米２丁目２４番９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101･3618･3 八木歯科 〒900-0022 098-854-6480八木　茂明 八木　茂明 平28. 1. 4歯   歯外 小歯診療所
     那覇市樋川１－５－４９ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201･3619･1 友寄歯科医院 〒902-0064 098-855-6480友寄　清順 友寄　清順 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     那覇市寄宮２－３０－４９Ｅマン常　勤:    2 新規 現存
     ションこあ　２Ｆ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301･3620･9 いしわたファミリー歯〒900-0013 098-988-0150石渡　研士 石渡　研士 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 那覇市牧志２－１９－９コーポ山常　勤:    1 新規 歯外 現存
     川１０１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401･3621･7 アップル歯科 〒901-0152 098-859-1160赤嶺　勝哉 赤嶺　勝哉 平28. 5. 2歯   小歯 診療所
     那覇市字小禄９０２－３　２階 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501･3622･5 さわやか歯科クリニッ〒902-0064 098-854-8211医療法人　健賛会　理城間　健 平28. 7. 2歯   小歯 矯歯診療所
     ク 那覇市寄宮１７３番地１　前田ビ常　勤:    1事長　城間　健 組織変更 歯外 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601･3623･3 仲里歯科医院 〒900-0033 098-862-8241仲里　耕治 仲里　耕治 平28. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     那覇市久米１－２５－１０ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701･3624･1 宮城歯科クリニック 〒902-0075 098-832-0008医療法人　てぃーだ　宮城　正照 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     那覇市字国場５４１番地 常　勤:    1理事長　宮城　正照 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801･3625･8 かねしま歯科クリニッ〒902-0062 098-851-9710兼島　則人 兼島　則人 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 那覇市松川３－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17901･3651･4 那覇デンタルクリニッ〒900-0015 098-866-1176宮本　英欧 宮本　英欧 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 那覇市久茂地２丁目２４番１９号常　勤:    1 新規 現存
     　仲西ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001･3652･2 大道中央歯科クリニッ〒902-0066 098-884-5688東　哲博 東　哲博 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 那覇市大道１１６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101･3653･0 医療法人社団健耕会　〒900-0015 098-864-0728医療法人社団健耕会　仲筋　耕作 平29.10. 1歯   診療所
     麻布デンタルクリニッ那覇市久茂地三丁目１５番６号　常　勤:    1理事長　仲筋　宣子 交代 現存
     ク 幸マンション２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201･3654･8 ともよせ歯科医院 〒901-0156 098-858-8151友寄　泰樹 友寄　泰樹 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     那覇市田原４－７－３ 常　勤:    3 交代 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303･3030･7 スマイル歯科 〒904-2242 098(974)3311大城　敦江 大城　敦江 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     うるま市高江洲１０８０－１スマ常　勤:    1 現存
     イルビル　２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403･3031･5 パーク歯科 〒904-2215 098(974)3663津嘉山　一 津嘉山　一 昭63. 9. 1歯   診療所
     うるま市みどり町１－１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503･3039･8 医療法人仁陽会　ファ〒904-2215 098(972)4141医療法人仁陽会　理事島袋　亮 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ミリー歯科クリニックうるま市みどり町５－３－１１ 常　勤:    1長　島袋　進 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603･3046･3 つばさ歯科クリニック〒904-2225 098-974-4649大嶺　裕 大嶺　裕 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うるま市喜屋武５６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703･3048･9 たなか歯科医院 〒904-2213 098-974-8888鄭　光雄（田中光雄）鄭　光雄（田中光雄）平10. 1. 1歯   診療所
     うるま市田場１８１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803･3051･3 かわい歯科医院 〒904-2215 098(973)7506安藤　敏明 安藤　敏明 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うるま市みどり町４－１２－２５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18903･3054･7 当山歯科医院 〒904-1106 098(964)2046佐次田　恵子 佐次田　恵子 昭48.11. 1歯   診療所
     うるま市石川曙２－２－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003･3055･4 のは歯科クリニック 〒904-1105 098(965)1862饒波　毅 饒波　毅 昭58. 7. 1歯   診療所
     うるま市石川白浜１－２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103･3056･2 福岡歯科医院 〒904-1105 098(965)3456伊波　良英 伊波　良英 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     うるま市石川白浜２－９－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203･3058･8 石川歯科医院 〒904-1106 098(964)5958石川　末子 石川　末子 平元.11. 1歯   診療所
     うるま市石川二丁目２１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303･3062･0 わかば歯科医院 〒904-1111 098-964-4182医療法人　誠愛会　理足立　壌治 平12. 7. 1歯   診療所
     うるま市石川東恩納７３３ 常　勤:    1事長　新垣　誠 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403･3063･8 藏當歯科医院 〒904-2312 098(978)7528藏當　有一 藏當　有一 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うるま市勝連平安名１４９８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503･3064･6 しおみ歯科医院 〒904-2303 098(978)7804澤田　直則 澤田　直則 平元.12. 1歯   小歯 診療所
     うるま市与那城１２２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603･3065･3 屋慶名歯科医院 〒904-2304 098(978)6289飛田　秀次 飛田　秀次 平 4. 2. 1歯   診療所
     うるま市与那城屋慶名１１０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703･3066･1 与勝ホワイト歯科医院〒904-2311 098(978)7860荒巻　均 荒巻　均 平 5.12. 1歯   診療所
     うるま市勝連南風原４０２５－１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803･3067･9 ほんだ歯科 〒904-2303 098-978-7831本多　宏行 本多　宏行 平17. 2. 2歯   診療所
     うるま市与那城９４－１－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19903･3068･7 みどり町さくら歯科医〒904-2215 098-972-2221医療法人　誠愛会　理市村　崇 平17. 5. 1歯   診療所
     院 うるま市みどり町６－２－１６ 常　勤:    1事長　新垣　誠 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003･3070･3 うるまデンタルクリニ〒904-2244 098-974-8046比嘉　愛一郎 比嘉　愛一郎 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     ック うるま市江洲４５７－１－３Ｆ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103･3072･9 医療法人　花の城会　〒904-2244 098-974-8571医療法人　花の城会　花城　国英 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     愛の里歯科診療所 うるま市江洲５２２番地１９ 常　勤:    2理事長　花城　国英 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203･3073･7 あおば歯科クリニック〒904-2214 098-972-4618赤地　修 赤地　修 平19. 8. 1歯   小歯 診療所
     うるま市安慶名３８５－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303･3075･2 銀座歯科医院 〒904-1106 098(964)2045医療法人　正栄会　理石川　正人 平20. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     うるま市石川一丁目４番２号 常　勤:    1事長　石川　正人 組織変更 小歯 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403･3076･0 幸一デンタルオフィス〒904-1106 098-965-7171伊波　幸一 伊波　幸一 平20. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     うるま市石川１－４７－２６ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503･3077･8 エース歯科クリニック〒904-1111 098-965-6336加藤　勝久 加藤　勝久 平20. 4. 1歯   診療所
     うるま市石川東恩納６２の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603･3081･0 なかま歯科室 〒904-2244 098-979-1020名嘉眞　靖 名嘉眞　靖 平20.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うるま市江洲５９８－４おきなわ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     未病ケアセンター　１Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703･3082･8 野原歯科医院 〒904-2221 098-975-1888野原　昭彦 野原　昭彦 平21. 2.27歯   診療所
     うるま市平良川９７－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803･3085･1 仲真歯科医院 〒904-2225 098-923-0112仲真　良彦 仲真　良彦 平24. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     うるま市喜屋武６９４－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20903･3086･9 医療法人社団秋桜会フ〒904-2214 098-973-8010医療法人社団秋桜会　藤田　元哉 平24. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ァーストデンタルクリうるま市安慶名一丁目２番１８号常　勤:    1理事長　田熊　啓弘 新規 歯外 現存
     ニックうるま (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003･3087･7 うるま中央歯科医院 〒904-2235 098-974-6606医療法人せいゆう会　清水　建 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     うるま市字前原３０３ジャスコ具常　勤:    1理事長　清水　建 組織変更 矯歯 現存
     志川店　１Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103･3088･5 金城歯科医院 〒904-2236 098-974-5177金城　征夫 金城　征夫 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     うるま市喜仲１－７－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203･3089･3 スマート歯科クリニッ〒904-2223 098-974-8311知花　昌樹 知花　昌樹 平25. 4. 1歯   診療所
     ク うるま市字具志川３００８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303･3091･9 スター歯科クリニック〒904-2233 098-923-2188島田　誠二 島田　誠二 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     うるま市字豊原下口原７５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403･3092･7 なごみ歯科クリニック〒904-1102 098-964-3300医療法人　優和会　理金城　勲 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     うるま市石川東山１－２１－１３常　勤:    1事長　金城　勲 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503･3094･3 レーヴ歯科クリニック〒904-2214 098-972-7722喜屋武　健 喜屋武　健 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     うるま市安慶名二丁目２０番９号常　勤:    1 新規 現存
     　新垣第一ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603･3095･0 医療法人　右納の会　〒904-2224 098-973-7555医療法人　右納の会　知念　克二 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ちねん歯科医院 うるま市大田８６７－１０ 常　勤:    2理事長　知念　克二 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703･3098･4 ふたば歯科クリニック〒904-2242 098-974-9993医療法人ふたば　理事岡本　浩一 平29. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     うるま市高江洲１０２９番地３　常　勤:    2長　岡本　泰信 組織変更 矯歯 現存
     上原マートビル２Ｆ (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21803･3099･2 医療法人社団健耕会　〒904-1106 098-923-3616医療法人社団健耕会　三輪　禄乃 平29.10. 1歯   診療所
     ゆいまーる歯科 うるま市石川二丁目１０番１７号常　勤:    1理事長　仲筋　宣子 交代 現存
     １階Ｂ号室 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21904･3036･2 比嘉デンタルクリニッ〒904-0021 098(933)6800比嘉　正則 比嘉　正則 昭58. 7. 1歯   診療所
     ク 沖縄市胡屋４－６－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22004･3037･0 中の町ホワイト歯科医〒904-0031 098(933)6874久場　良明 久場　良明 昭58. 8. 1歯   診療所
     院 沖縄市上地二丁目９番１号２Ｆ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22104･3052･9 こうち歯科医院 〒904-0003 098(939)3454幸地　克 幸地　克 昭61. 9. 1歯   診療所
     沖縄市住吉１－２－２６住吉ビル常　勤:    1 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22204･3055･2 おおにし歯科医院 〒904-0034 098(933)6480大西　桂巳 大西　桂巳 昭62. 4. 1歯   診療所
     沖縄市山内２－７－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22304･3058･6 みやくに歯科 〒904-0011 098(938)0016宮国　辰夫 宮国　辰夫 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市照屋２－２２－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22404･3061･0 ともよせ歯科 〒904-2151 098(939)6480友寄　隆彦 友寄　隆彦 昭63. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     沖縄市松本１－４－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22504･3065･1 あさと歯科クリニック〒904-2171 098(933)0648安里　俊郎 安里　俊郎 昭64. 1. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市高原１２９３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22604･3077･6 しま歯科クリニック 〒904-0034 098(933)7811島袋　修 島袋　修 平 2. 4. 1歯   診療所
     沖縄市山内４－９－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22704･3084･2 米須歯科医院 〒904-2151 098(939)6123米須　敦子 米須　敦子 平 3. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     沖縄市松本４－１８－２ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 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［沖縄県］

［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    24 頁

  22804･3088･3 諸見歯科医院 〒904-0032 098(932)7790島袋　朝之 島袋　朝之 平 3.12.18歯   診療所
     沖縄市諸見里３－４７－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22904･3091･7 医療法人福木会　カム〒904-2154 098(934)6480医療法人福木会　理事玉城　吉夫 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     カム歯科医院 沖縄市東二丁目２５番５号 常　勤:    3長　玉城　吉夫 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23004･3095･8 なかむら歯科 〒904-0013 098(934)2993中村　亨 中村　亨 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市室川２－３３－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23104･3100･6 とけし歯科クリニック〒904-2155 098(939)9858渡慶次　彰 渡慶次　彰 平 5.11. 1歯   診療所
     沖縄市美原２－１８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23204･3102･2 金城歯科医院 〒904-2162 098(939)1868金城　弘明 金城　弘明 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市海邦２－１－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23304･3103･0 ハート歯科 〒904-2172 098(934)6202濟藤　孝 濟藤　孝 平 6. 2. 1歯   診療所
     沖縄市泡瀬４－４－１　２Ｆ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23404･3108･9 とぐち歯科 〒904-2165 098-939-4618渡久地　政一 渡久地　政一 平 7. 1. 1歯   診療所
     沖縄市宮里四丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504･3112･1 くろしま歯科クリニッ〒904-0004 098-934-9217黒島　直克 黒島　直克 平 7.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 沖縄市中央１－２４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604･3114･7 グリーン歯科医院 〒904-2172 098-934-7878石井　武 石井　武 平 8. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市泡瀬４－２４－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704･3120･4 いしみね歯科クリニッ〒904-0033 098-930-5559伊志嶺　充之 伊志嶺　充之 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 沖縄市山里２－２－９　 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23804･3122･0 へしき歯科　小児歯科〒904-2173 098-982-2282平敷　博 平敷　博 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市比屋根２－８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23904･3127･9 ももやま歯科クリニッ〒904-0034 098-930-0150門脇　広樹 門脇　広樹 平10. 4. 1歯   診療所
     ク 沖縄市山内３－９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004･3128･7 うしお歯科クリニック〒904-2151 098-929-2180黒潮　明照 黒潮　明照 平10. 6. 1歯   診療所
     沖縄市松本２－１４－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24104･3132･9 ヒロ歯科クリニック 〒904-2171 098-938-5211医療法人　博正会　理松川　博一 平11. 6.16歯   小歯 歯外診療所
     沖縄市高原５－９－３２ 常　勤:    3事長　松川　博一 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204･3133･7 宮城歯科クリニック 〒904-0033 098(933)6474医療法人　幸歯会　理宮城　正彦 平11. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市山里２－７－２おおやまビ常　勤:    2事長　宮城　正彦 組織変更 歯外 現存
     ル　２Ｆ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24304･3134･5 松川歯科医院 〒904-2172 098(934)5770松川　隆也 松川　隆也 平11.12.17歯   診療所
     沖縄市泡瀬４－３９－５松川コミ常　勤:    6 移動 現存
     ュニティビル１Ｆ (歯       6) 平29.12.17
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404･3139･4 歯のお医者さん 〒904-2155 098-929-3333医療法人　秀歯会　理澤野　秀義 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     沖縄市美原１－２０－１１ 常　勤:    1事長　澤野　秀義 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504･3140･2 みきお歯科医院 〒904-2142 098-921-2232崎原　幹雄 崎原　幹雄 平13.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市登川１－１３－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604･3141･0 げんき歯科矯正クリニ〒904-0004 098-939-8754上原　直 上原　直 平13.12. 1歯   矯歯 診療所
     ック 沖縄市中央１－３６－１３－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24704･3143･6 まえかわ歯科医院 〒904-2155 098-921-4618前川　建 前川　建 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     沖縄県沖縄市美原４丁目２番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24804･3145･1 ひらた歯科クリニック〒904-2155 098-921-3351平田　嗣龍 平田　嗣龍 平14. 6. 1歯   診療所
     沖縄市美原一丁目１１番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904･3146･9 医療法人　敬真会　大〒904-0011 098-938-3100医療法人　敬真会　理大城　新二 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     城歯科医院 沖縄市照屋５－１９－６ 常　勤:    1事長　大城　新一 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004･3147･7 中頭歯科診療室 〒904-2143 098-938-2030宮里　清和 宮里　清和 平14. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市知花６－２５－１５コンシ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ュル知花２Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104･3148･5 カントリー歯科クリニ〒904-2171 098-932-8148医療法人　正歯会　理仲村　正人 平14.10. 1歯   診療所
     ック 沖縄市高原６丁目１３番６号 常　勤:    2事長　仲村　正人 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204･3149･3 みんなの歯医者さん 〒904-0021 098-933-0055医療法人　裟彩会　理田久保　康之 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市胡屋２－１６－２ 常　勤:    1事長　田久保　康之 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304･3151･9 東歯科医院 〒904-2165 098-939-1221田中　正志 田中　正志 平15. 2. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市宮里１－１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404･3161･8 かりゆし歯科 〒904-0012 098-939-2773梅木　隆史 梅木　隆史 平18.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市安慶田２－２４－５２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504･3163･4 なかわか歯科医院 〒904-2166 098-943-9968医療法人　なかわか　屋宜　宣寿 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市古謝津嘉山町２８番７号 常　勤:    3理事長　仲若　三男 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604･3164･2 しょきた歯科医院 〒904-2172 098-929-2333諸喜田　賢治 諸喜田　賢治 平19. 4. 1歯   診療所
     沖縄市泡瀬４－２３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25704･3167･5 村山歯科クリニック 〒904-2171 098-930-6655村山　盛敏 村山　盛敏 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市高原４－２０－３７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
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  25804･3170･9 ちむわざ歯科 〒904-2171 098-934-4618島田　茂 島田　茂 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市高原５－３－７高江第３ビ常　勤:    5 新規 歯外 現存
     ル１Ｆ (歯       5) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25904･3171･7 たけしま歯科・小児歯〒904-2143 098-939-4211医療法人　堅勇会　理竹島　堅 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 沖繩市知花１丁目２５番１１号 常　勤:    5事長　竹島　勇 組織変更 歯外 現存
     (歯       5) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004･3172･5 コザ歯科クリニック 〒904-0034 板倉　繁哉 板倉　繁哉 平21. 6. 1歯   矯歯 診療所
     沖縄市山内４丁目１４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104･3175･8 あきの歯科医院 〒904-2165 098-938-4000秋野　伸二 秋野　伸二 平23. 7. 1歯   診療所
     沖縄市宮里二丁目２５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204･3176･6 ＳＭＩＬＥ　ＤＥＳＩ〒904-2155 098-937-2021川根　壮太 川根　壮太 平24. 3. 1歯   診療所
     ＧＮ　美里歯科医院 沖縄市美原４－４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26304･3177･4 クリスタル　デンタル〒904-2161 098-989-3717檀上　和則 檀上　和則 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     　クリニック 沖縄市古謝２丁目２１－１９　メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン美希１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404･3179･0 ふくち歯科医院 〒904-0022 098-930-6480福地　国広 福地　国広 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     沖縄市園田１－１５－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504･3180･8 そら歯科クリニック 〒904-2151 098-938-1882饒波　弘 饒波　弘 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     沖縄市松本８８７－２　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26604･3181･6 のぞみ歯科クリニック〒904-0021 098-930-0444医療法人　わかな会　中根　のぞみ 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市胡屋４丁目１４番２８号 常　勤:    2理事長　中根　のぞみ 移動 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704･3182･4 玉城歯科医院 〒904-2171 098-937-3612玉城　和弥 玉城　和弥 平25.12. 6歯   小歯 歯外診療所
     沖縄市高原５丁目１番１８号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.12. 6
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  26804･3183･2 まぁる歯科医院 〒904-2143 098-989-7530高橋　光哉 高橋　光哉 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市知花１丁目２７－２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904･3184･0 ひまわり歯科 〒904-2143 098-989-1355栗田　宅哉 栗田　宅哉 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     沖縄市知花６－１－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27004･3185･7 Ｔａｋｅｓｈｉｍａ　〒904-2143 098-975-8241医療法人　堅勇会　理竹島　淳代 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ沖縄市知花６丁目８番２１号 常　勤:    2事長　竹島　勇 新規 矯歯 現存
     ｉｃｅ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104･3186･5 くでけん歯科 〒904-2153 098-938-7782久手堅　淳 久手堅　淳 平26.12. 2歯   小歯 診療所
     沖縄市美里５丁目８番２８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204･3188･1 Ｋデンタルオフィス 〒904-2161 098-923-5889片嶋　弘貴 片嶋　弘貴 平27. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沖縄市古謝２丁目２０番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27304･3189･9 北美歯科クリニック 〒904-2142 098-921-1814鈴木　善之 鈴木　善之 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     沖縄市登川７０１－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404･3191･5 照屋歯科医院 〒904-0023 098-930-6588照屋　正信 照屋　正信 平28. 3. 1一般 小歯 歯外診療所
     沖縄市久保田３－１－１２ 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504･3192･3 サクラ　デンタルクリ〒904-2155 098-989-9986大嶺　千香子 大嶺　千香子 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 沖縄市美原４－７－９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604･3194･9 室川ファミリー歯科 〒904-0021 098-938-5115喜屋武　望 喜屋武　望 平29. 2. 1歯   小歯 診療所
     沖縄市胡屋１－２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27704･3195･6 イオンタウンあわせ歯〒904-2172 098-987-8120医療法人　南風会　理神谷　愛 平29. 3. 1歯   小   歯外診療所
     科 沖縄市泡瀬４－５－７泡瀬店１階常　勤:    1事長　與儀　昌幸 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 3. 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［沖縄県］

［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    29 頁

  27805･3022･9 中原歯科医院 〒901-2202 098(892)3387中原　勉 中原　勉 昭55. 9. 1歯   診療所
     宜野湾市普天間１－１０－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27905･3041･9 あらかき歯科クリニッ〒901-2203 098(893)3883新垣　善章 新垣　善章 昭60. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 宜野湾市野嵩２－３４－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28005･3046･8 仲尾歯科医院 〒901-2215 098(898)6771仲尾　義孝 仲尾　義孝 昭61. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宜野湾市真栄原１－１０－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28105･3051･8 花城歯科 〒901-2221 098(898)7288花城　えり子 花城　えり子 昭62.10. 1歯   診療所
     宜野湾市伊佐３－２－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28205･3059･1 ラッキーデンタ・ラン〒901-2206 098(892)8148福里　剛 福里　剛 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ド歯科クリニック 宜野湾市愛知一丁目５番１５号比常　勤:    1 現存
     嘉ファッションビル　２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28305･3061･7 医療法人翔志会　なか〒901-2204 098(892)0990医療法人翔志会　なか仲村　将満 平 4. 5.18歯   矯歯 小歯診療所
     むら歯科医院 宜野湾市上原１－６－５ 常　勤:    1むら歯科医院　理事長 現存
     (歯       1)　仲村　将満 平28. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28405･3062･5 大山歯科クリニック 〒901-2223 098(897)9182屋宜　昌博 屋宜　昌博 平 4. 8. 1歯   診療所
     宜野湾市大山４－２－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28505･3064･1 もりや歯科医院 〒901-2213 098(893)2838森屋　正勝 森屋　正勝 平 5. 5. 1歯   診療所
     宜野湾市志真志１－６－５朝孝ビ常　勤:    1 現存
     ル１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28605･3071･6 デイゴ歯科医院 〒901-2203 098-893-8900林　成祥 林　成祥 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     宜野湾市野嵩４－１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705･3081･5 のだけ歯科クリニック〒901-2203 098-894-1718安藤　順司 安藤　順司 平10. 3. 1歯   診療所
     宜野湾市野嵩１－９－１５メゾン常　勤:    1 新規 現存
     松川１０１号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28805･3082･3 ともえ歯科クリニック〒901-2225 098-899-1191日南休　智恵 日南休　智恵 平10. 5. 1歯   診療所
     宜野湾市大謝名１－１７－３３Ｂ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＲＮビル (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28905･3084･9 ライフデンタルクリニ〒901-2223 098-890-5322医療法人志尚会　理事大城　秀隆 平10. 5. 1歯   診療所
     ック 宜野湾市大山６－２４－９ 常　勤:    2長　大城　秀隆 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29005･3086･4 あさひ歯科医院 〒901-2214 098-897-6480医療法人　誠愛会　理仲地　徹三 平10.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宜野湾市我如古２－３２－１８ 常　勤:    1事長　新垣　誠 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29105･3087･2 比嘉歯科医院新城診療〒901-2201 098-893-7043医療法人　健優会　理比嘉　信吉 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     所 宜野湾市新城１－３６－１ 常　勤:    2事長　比嘉　信吉 組織変更 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29205･3089･8 佐藤歯科 〒901-2224 098-890-3263佐藤　公 佐藤　公 平11. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     宜野湾市真志喜２－１６－９ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29305･3092･2 山川歯科医院 〒901-2226 098-890-3434医療法人　徳山会　理山川　文枝 平11. 4. 1歯   診療所
     宜野湾市嘉数４－２６－１０ヤマ常　勤:    6事長　山川　文枝 組織変更 現存
     カワビルアネックス (歯       6) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29405･3093･0 長田歯科医院 〒901-2212 098-894-0648垣花　賢 垣花　賢 平11. 6. 1歯   診療所
     宜野湾市長田３－３５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29505･3098･9 生田歯科医院 〒901-2215 098-897-4739生田　信勝 生田　信勝 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宜野湾市真栄原３－３５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29605･3099･7 太陽歯科医院 〒901-2224 098-890-6488医療法人　舞宙会　理宮城　一也 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宜野湾市真志喜２－１１－１ 常　勤:    1事長　宮城　一也 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29705･3108･6 医療法人照道会　オリ〒901-2225 098-898-8241医療法人　照道会　理山川　修 平15. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ーブ歯科医院 宜野湾市大謝名１－２－２ 常　勤:    1事長　村田　道夫 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29805･3112･8 優和デンタルクリニッ〒901-2212 098-892-9809堀江　松平 堀江　松平 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 宜野湾市長田１－１９－１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29905･3113･6 仲村歯科 〒901-2214 098(897)1182仲村　晃 仲村　晃 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     宜野湾市我如古４－５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30005･3114･4 おさむファミリー歯科〒901-2222 098-894-0001島袋　修 島袋　修 平17.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 宜野湾市喜友名１丁目３１－２番常　勤:    2 移動 現存
     地 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30105･3117･7 渡瀬歯科 〒901-2224 098-897-9111渡瀬　英雄 渡瀬　英雄 平18. 5. 1歯   診療所
     宜野湾市真志喜２－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30205･3119･3 医療法人　健歯会　わ〒901-2205 098(892)0788医療法人　健歯会　理比嘉　隆夫 平18.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     かばの森歯科医院 宜野湾市赤道１－１－１ 常　勤:    1事長　森　誠 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30305･3120･1 パワー２″・歯科 〒901-2214 098-890-3376識名　朝浩 識名　朝浩 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     宜野湾市我如古３－１２－１７シ常　勤:    1 新規 現存
     ティーライツ我如古１０３号 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30405･3121･9 あいち歯科クリニック〒901-2206 098-893-2300医療法人社団　爽和会嵩元　裕之 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宜野湾市愛知一丁目２番１５号登常　勤:    1　理事長　西田　義治 新規 歯外 現存
     川ビル２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30505･3124･3 なかざと歯科医院 〒901-2227 098-898-3118仲里　博夫 仲里　博夫 平21. 4. 1歯   診療所
     宜野湾市宇地泊７０１番地ＮＤビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階　 (歯       1) 平27. 4. 1
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  30605･3127･6 ホワイト歯科 〒901-2211 098-892-4876山口　千賀子 山口　千賀子 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宜野湾市宜野湾３丁目２番２６号常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30705･3128･4 あら歯科医院 〒901-2203 098-893-3000新垣　秀治 新垣　秀治 平21.11. 1歯   診療所
     宜野湾市野嵩２丁目２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805･3129･2 しらゆり歯科 〒901-2213 098-893-5583医療法人　健優会　理天久　佐和子 平22. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宜野湾市志真志１－１－２ 常　勤:    2事長　比嘉　信吉 交代 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905･3130･0 てぃーだ歯科 〒901-2202 098-943-1857大屋　弘市 大屋　弘市 平23. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     宜野湾市普天間２丁目１４－１　常　勤:    1 新規 現存
     サンフティーマ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005･3131･8 高橋歯科医院 〒901-2202 098(893)4111高橋　清一郎 高橋　清一郎 平24. 1. 6歯   小歯 矯歯診療所
     宜野湾市普天間１－２６－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105･3132･6 マリーナ歯科クリニッ〒901-2225 098-943-6533村田　千年 村田　千年 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 宜野湾市大謝名２２２番地　ルビ常　勤:    2 新規 現存
     ア１Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31205･3135･9 エンゼル歯科 〒901-2227 098-897-8839徳嶺　千佳子 徳嶺　千佳子 平25. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宜野湾市字宇地泊２６５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305･3136･7 いすの木デンタルクリ〒901-2201 098-892-0027砂川　敏博 砂川　敏博 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 宜野湾市新城１－５－１２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405･3138･3 ハート歯科 〒901-2207 098-893-8049富原　盛人 富原　盛人 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     宜野湾市神山一丁目５番６５号 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31505･3139･1 中澤歯科医院 〒901-2214 098(897)7389中澤　崇悟 中澤　崇悟 平25. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宜野湾市我如古２－３－７ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31605･3140･9 パール歯科 〒901-2205 098-892-0147金城　久 金城　久 平25.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     宜野湾市赤道１－３－１ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705･3141･7 セルージュデンタルク〒901-2214 098-943-5430梅村　誠 梅村　誠 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 宜野湾市我如古１丁目３４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805･3142･5 じのん矯正歯科クリニ〒901-2225 098-917-2304門松　須賀子 門松　須賀子 平28.12. 1歯   矯歯 診療所
     ック 宜野湾市大謝名１７２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905･3143･3 あつみ歯科医院 〒901-2225 098-987-6288渥美　智仁 渥美　智仁 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     宜野湾市大謝名１丁目１５番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005･3144･1 Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ〒901-2221 098-890-1188佐野　順一 佐野　順一 平30. 2. 1歯   診療所
     ｎｉｃ　８８ 宜野湾市伊佐２丁目２１番１３号常　勤:    2 新規 現存
     　大栄マンションⅡ　１０１ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105･3145･8 はごろもファミリー歯〒901-2224 098-898-2804医療法人　五劫会　理神下　太一 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 宜野湾市真志喜二丁目１３番１３常　勤:    2事長　神下　太一 組織変更 現存
     号　コーポ徳本１階 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32206･3006･0 宮古歯科医院 〒906-0012 09807(2)3007友利　恵勇 友利　恵勇 昭47. 5.15歯   診療所
     宮古島市平良西里２４０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32306･3015･1 方歯科医院 〒906-0006 09807(3)1010方　肇福 方　肇福 昭60. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宮古島市平良西仲宗根２３７－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32406･3018･5 松原歯科医院 〒906-0013 09807(3)1788松原　正明 松原　正明 昭62. 4. 1歯   診療所
     宮古島市平良下里９４４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32506･3019･3 かのう歯科医院 〒906-0012 09807(2)7820下地　盛叶 下地　盛叶 昭63. 1. 4歯   診療所
     宮古島市平良西里５４３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32606･3021･9 すながわ歯科クリニッ〒906-0012 09807(3)4183砂川　貴 砂川　貴 昭63. 8. 1歯   診療所
     ク 宮古島市平良西里７９２－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32706･3030･0 さいわい歯科医院 〒906-0013 09807-3-0789下地　博之 下地　博之 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     宮古島市平良下里８５１－８上地常　勤:    1 交代 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806･3034･2 池村歯科クリニック 〒906-0012 09807-3-0252池村　浩明 池村　浩明 平12. 2. 1歯   診療所
     宮古島市平良西里１０１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32906･3035･9 たいら歯科クリニック〒906-0012 0980-74-2711平良　博也 平良　博也 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宮古島市平良西里４７２－２たい常　勤:    1 新規 現存
     ら歯科ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006･3036･7 ＫＡＺＵデンタルクリ〒906-0012 09807(3)4184平良　和枝 平良　和枝 平12.10. 1歯   診療所
     ニック 宮古島市平良西里１５９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106･3037･5 医療法人　英秀会　岡〒906-0013 09807-4-3204医療法人　英秀会　理岡村　英人 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     村歯科医院 宮古島市平良下里９２１ 常　勤:    1事長　岡村　英人 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206･3038･3 永和歯科医院 〒906-0013 09807(3)7155方　肇靖 方　肇靖 平13. 3. 1歯   診療所
     宮古島市平良下里５９５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33306･3040･9 佐良浜歯科医院 〒906-0501 09807(8)4633大城　智 大城　智 昭63. 1. 1歯   診療所
     宮古島市伊良部字前里添５９３－常　勤:    1 現存
     ４２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406･3041･7 医療法人　がねこ歯科〒906-0012 09807(3)1183医療法人　がねこ歯科我如古　充 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 宮古島市平良西里３８２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)我如古　充 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33506･3042･5 上野歯科診療所 〒906-0202 0980-76-6762西川　剛敏 西川　剛敏 昭63. 6. 1歯   診療所
     宮古島市上野新里５１４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606･3043･3 伊良部中央歯科医院 〒906-0506 09807-8-5888波平　篤樹 波平　篤樹 平10. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宮古島市伊良部長浜１３７７－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706･3044･1 医療法人朝日会　城辺〒906-0104 0980-77-8481医療法人　朝日会　理糸洲　朝昇 平14. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 宮古島市城辺比嘉６２７－１ 常　勤:    1事長　糸洲　朝昇 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806･3045･8 下地中央歯科医院 〒906-0303 0980-76-3888波平　真樹 波平　真樹 平14. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宮古島市下地洲鎌４９４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906･3046･6 もりた歯科医院 〒906-0012 09807(3)1184森田　保 森田　保 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宮古島市平良西里９９３－２６ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006･3048･2 もりお歯科 〒906-0013 0980-79-8778下地　森夫 下地　森夫 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     宮古島市平良下里１５５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106･3050･8 羽地歯科口腔外科医院〒906-0015 0980-73-4618医療法人　羽山会　理羽地　都映 平23. 2. 2一般 診療所
     宮古島市平良久貝１０６２番地２常　勤:   10事長　羽地　都映 移動     一般     3現存
     (歯      10) 平29. 2. 2歯   歯外 小歯
     非常勤:    4 矯歯 
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34206･3052･4 宮古島デンタルオフィ〒906-0007 本永　昌代 本永　昌代 平24. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     ス 宮古島市平良字東仲宗根４９３－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １オアシティ和１０１号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306･3058･1 サン　デンタル　クリ〒906-0012 0980-72-3355真喜屋　建 真喜屋　建 平28. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 宮古島市平良字西里５２４－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406･3059･9 医療法人　アマカ会　〒906-0015 0980-79-0648医療法人　アマカ会　吉田　司 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     あだん歯科クリニック宮古島市平良字久貝６５４－３６常　勤:    1理事長　吉田　司 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34506･3060･7 さわ矯正歯科医院 〒906-0015 0980-79-9887金香　佐和 金香　佐和 平30. 3. 1矯歯 診療所
     宮古島市平良久貝７２１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606･3061･5 医療法人髙森会　山本〒906-0013 0980-73-1108医療法人髙森会　理事中村　純子 平30. 3. 1歯   診療所
     歯科医院 宮古島市平良字下里６３９番地１常　勤:    1長　髙森　奈々 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34707･3018･3 新城歯科医院 〒907-0022 09808(2)4561新城　安憲 新城　安憲 昭60. 7.17歯   診療所
     石垣市大川２７３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34807･3026･6 しおがい歯科医院 〒907-0022 09808(3)5390塩谷　清一 塩谷　清一 昭64. 1. 1歯   診療所
     石垣市大川２６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34907･3027･4 宇江城デンタルクリニ〒907-0022 09808(3)4182宇江城　正和 宇江城　正和 昭64. 1. 1歯   診療所
     ック 石垣市大川２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35007･3030･8 大山歯科医院 〒907-0014 09808(2)1608大山　佐千夫 大山　佐千夫 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石垣市新栄町１２－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35107･3037･3 サザン歯科クリニック〒907-0004 09808(3)4658砂川　和徳 砂川　和徳 平 5. 9. 1歯   診療所
     石垣市登野城２－６サンドリバー常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35207･3038･1 森岡歯科医院 〒907-0014 09808-3-5233森岡　成行 森岡　成行 平 6.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石垣市新栄町７０－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35307･3042･3 かんな歯科クリニック〒907-0024 09808-8-5454漢那　憲宜 漢那　憲宜 平 8. 7. 1歯   診療所
     石垣市新川２４４４－１　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35407･3045･6 みやら歯科医院 〒907-0011 09808-3-4333宮良　和利 宮良　和利 平 9.12. 1歯   診療所
     石垣市八島町１－８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35507･3049･8 おおはま歯科医院 〒907-0004 09808-3-6480大浜　覚 大浜　覚 平10.10. 1歯   診療所
     石垣市登野城６５５－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
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  35607･3058･9 サトウ歯科 〒907-0022 09808-8-8181佐藤　祐志 佐藤　祐志 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     石垣市大川１９８－１１－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35707･3061･3 さんあい歯科クリニッ〒907-0002 0980-83-5515永峰　浩一郎 永峰　浩一郎 平15.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 石垣市真栄里４９０－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35807･3065･4 ミルク歯科 〒907-0242 0980-86-8148内田　吉保 内田　吉保 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     石垣市白保２６８－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35907･3067･0 やましろ歯科クリニッ〒907-0004 0980-83-3418山城　安貴 山城　安貴 平19.10. 1歯   歯外 診療所
     ク 石垣市登野城６１８番地山興ビル常　勤:    1 移動 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36007･3068･8 すながわ歯科 〒907-0004 0980-82-2033砂川　明穂 砂川　明穂 平19.11. 1歯   歯外 診療所
     石垣市登野城７０－４　２Ｆ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36107･3070･4 つばき歯科医院 〒907-0002 0980-83-7888椿　隆幸 椿　隆幸 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     石垣市真栄里９１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36207･3073･8 おおかわ歯科 〒907-0022 0980-88-5528松本　公彦 松本　公彦 平23.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     石垣市大川４３１の３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36307･3075･3 やいま歯科医院 〒907-0004 0980-88-1234医療法人友善会　理事宮良　善一郎 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     石垣市字登野城６３０番地１９ 常　勤:    2長　宮良　善一郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36407･3076･1 柴田ファミリー歯科 〒907-0002 0980-88-7060柴田　拓也 柴田　拓也 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     石垣市字真栄里２０４－３７５　常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     １Ｆ (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36508･3010･8 高良歯科医院 〒901-2127 098(877)0485高良　恒己 高良　恒己 昭52. 7. 1歯   診療所
     浦添市屋富祖１－２－１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36608･3026･4 広栄歯科 〒901-2101 098(879)0766安里　博 安里　博 昭58. 4. 1歯   診療所
     浦添市西原１－９－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
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  36708･3028･0 伊禮歯科医院 〒901-2127 098(877)9039伊禮　兼治 伊禮　兼治 昭58. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     浦添市屋冨祖３－７－３ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36808･3029･8 高宮城歯科医院 〒901-2131 098(877)3621高宮城　實之 高宮城　實之 昭58. 7. 1歯   診療所
     浦添市牧港１－３１－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36908･3030･6 しろま歯科医院 〒901-2127 098(878)6121城間　吉弘 城間　吉弘 昭58. 7. 1歯   診療所
     浦添市屋富祖１－３－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37008･3038･9 ちはる歯科クリニック〒901-2103 098(878)4215比嘉　千春 比嘉　千春 昭60. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市仲間３－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37108･3043･9 三愛歯科医院 〒901-2122 098(876)1203上里　忠昭 上里　忠昭 昭60.11. 1歯   診療所
     浦添市勢理客１－２－２８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37208･3047･0 かつれん歯科クリニッ〒901-2133 098(876)3315勝連　厚雄 勝連　厚雄 昭61.12. 1歯   診療所
     ク 浦添市城間３－４－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37308･3056･1 やまうち歯科 〒901-2132 098(875)2848山内　忠 山内　忠 平 2. 7. 1歯   診療所
     浦添市伊祖２－２－５サンチャイ常　勤:    1 現存
     ルドめぐみ２Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37408･3057･9 とみしま歯科クリニッ〒901-2101 098(879)8889富島　修 富島　修 平 2. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 浦添市西原五丁目２番５－１０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37508･3058･7 医療法人仁陽会　島デ〒901-2126 098(878)3034医療法人仁陽会　理事島袋　進 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ンタルクリニック 浦添市宮城５－２－１ 常　勤:    2長　島袋　進 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37608･3059･5 アース歯科クリニック〒901-2133 098(875)4780長嶺　尚子 長嶺　尚子 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     浦添市城間２－７－３コーポ浦添常　勤:    1 　　　　　　　現存
     ２０１ (歯       1) 平30. 2. 1　　　　　　　
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  37708･3060･3 湖城歯科クリニック 〒901-2113 098-874-1256湖城　秀久 湖城　秀久 平 4. 3. 1歯   小歯 診療所
     浦添市大平１－３６－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37808･3062･9 おおひら歯科クリニッ〒901-2114 098(875)0648金城　敬 金城　敬 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 浦添市安波茶１－２７－８ 常　勤:    4 現存
     (歯       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37908･3067･8 浦添歯科クリニック 〒901-2114 098(879)2812真境名　由守 真境名　由守 平 5. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市安波茶３－７－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38008･3070･2 医療法人健生会　上原〒901-2102 098(879)1555医療法人健生会　上原川畑　剛 平 6. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 浦添市前田一丁目４８番１－２０常　勤:    6歯科クリニック　理事 歯外 現存
     １号 (歯       6)長　川畑　剛 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38108･3071･0 さわだ歯科 〒901-2122 098(875)4555澤田　泰治 澤田　泰治 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     浦添市勢理客２－５－２３－１０常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38208･3072･8 ふくざと歯科医院 〒901-2126 098(875)0121福里　英彦 福里　英彦 平 6. 4. 1歯   診療所
     浦添市宮城３－１４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38308･3073･6 くばがわ小児歯科 〒901-2133 098(876)1908比嘉　洋子 比嘉　洋子 平 6.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市城間３－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38408･3075･1 医療法人南友会　うち〒901-2121 098(877)3030医療法人南友会　理事吉満　光徳 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ま歯科医院 浦添市内間２－１０－１２ 常　勤:    1長　吉満　光徳 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38508･3081･9 ながみね歯科医院 〒901-2101 098-876-6086長嶺　恭正 長嶺　恭正 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     浦添市西原５丁目１１番３号１０常　勤:    2 新規 現存
     １号 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38608･3084･3 町の歯いしゃさん　Ｄ〒901-2112 098-874-5151城間　弘三 城間　弘三 平 9. 6. 1歯   診療所
     ＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮ浦添市沢岻１－１７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     ＩＣ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38708･3085･0 カルシウム歯科 〒901-2111 098-873-0648伊地　弘昭 伊地　弘昭 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     浦添市経塚４６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38808･3087･6 とうま歯科 〒901-2133 098-876-1290当間　淳司 当間　淳司 平11. 6. 1歯   診療所
     浦添市城間４－４０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38908･3098･3 上田歯科医院 〒901-2131 098-876-0034上田　隆一郎 上田　隆一郎 平12. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市牧港４－２－１７ザ・イイ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     トゥクⅡ　２階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39008･3100･7 サンタ歯科 〒901-2134 098-942-1988志伊良　政 志伊良　政 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     浦添市港川２－２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39108･3101･5 徳山歯科 〒901-2131 098-878-8080徳山　清宗 徳山　清宗 平12.12. 1歯   診療所
     浦添市牧港２－４６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39208･3104･9 東京デンタルクリニッ〒901-2121 098-870-6677医療法人　楽天会　理金城　有冶 平14. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 浦添市内間４－１６－１０ファミ常　勤:    1事長　金城　竹治 組織変更 現存
     リータウンＴＯＭＡ (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39308･3105･6 にこにこ歯科・小児歯〒901-2104 098-873-2525嘉数　尚子 嘉数　尚子 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 浦添市当山２丁目９－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39408･3106･4 ねま歯科医院 〒901-2121 098-874-0648根間　昌輝 根間　昌輝 平15. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市内間３－１２－６かりゆし常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39508･3110･6 ティダの杜歯科 〒901-2121 098-870-5088長嶺　忍 長嶺　忍 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     浦添市内間３－２－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39608･3111･4 バークレー歯科 〒901-2104 098-878-0648医療法人　愛蘭会　理仲川　真紀 平17.11. 1歯   診療所
     浦添市当山二丁目２番２－４号バ常　勤:    1事長　長島　秀明 新規 現存
     ークレーズコートサービスコート(歯       1) 平29.11. 1
     内 非常勤:    4
     (歯       4)
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  39708･3113･0 宮城歯科医院 〒901-2134 098(879)1487宮城　栄之 宮城　栄之 平18. 1.17歯   小歯 診療所
     浦添市港川２丁目２８番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39808･3114･8 経塚歯科クリニック 〒901-2111 098-876-1102座覇　周平 座覇　周平 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     浦添市経塚４３７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39908･3117･1 医療法人社団秋桜会フ〒901-2126 098-875-8044医療法人社団秋桜会　田熊　啓弘 平18.12. 1歯   診療所
     ァーストデンタルクリ浦添市宮城三丁目３番１号 常　勤:    4理事長　田熊　啓弘 組織変更 現存
     ニックさくら (歯       4) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40008･3118･9 みのり歯科クリニック〒901-2132 098-879-3343医療法人　健優会　理竹田　宗毅 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     浦添市伊祖２丁目２１番１６号 常　勤:    1事長　比嘉　信吉 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40108･3120･5 慎次デンタルクリニッ〒901-2131 098-988-0828座覇　慎次 座覇　慎次 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 浦添市牧港２－４３－７　グリー常　勤:    1 新規 現存
     ンエクセル１Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40208･3121･3 やかデンタルクリニッ〒901-2111 098-988-0648屋嘉　智彦 屋嘉　智彦 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 浦添市経塚８０１－２　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40308･3122･1 Ｍｉｃデンタルクリニ〒901-2126 098-879-7319宮城　英生 宮城　英生 平22. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ック 浦添市宮城１丁目３６番１１号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40408･3124･7 あーる歯科 〒901-2126 098-988-4973矢田　早重子 矢田　早重子 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     浦添市宮城４丁目３－２　１階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40508･3125･4 ウェルネス　デンタル〒901-2134 098-879-6070下地　隆之 下地　隆之 平23. 4. 1歯   診療所
     ケア 浦添市港川１－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40608･3126･2 サンパーク歯科医院 〒901-2133 098-877-9217波平　まゆみ 波平　まゆみ 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     浦添市城間３－１－３　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40708･3127･0 みやら歯科診療所 〒901-2111 098-878-6661宮良　球八郎 宮良　球八郎 平24. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市経塚７０５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40808･3129･6 中央歯科 〒901-2133 098-942-4444戸田　文仁 戸田　文仁 平25. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     浦添市城間４丁目３番１８号　１常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     Ｆ (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40908･3130･4 医療法人なかわか　く〒901-2111 098-943-9968医療法人なかわか　理仲若　三男 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     くる歯科医院 浦添市字経塚６００番地 常　勤:    3事長　仲若　三男 新規 現存
     (歯       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41008･3131･2 まきみなと歯科 〒901-2131 098-876-6474医療法人　きらきら会賀数　恵 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     浦添市牧港１丁目９番８号 常　勤:    1　理事長　井上　博文 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41108･3132･0 みやびデンタルクリニ〒901-2111 098-878-4181下地　雅一 下地　雅一 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 浦添市経塚７４５－７経塚駅前医常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     療モール　１Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41208･3133･8 おおせと歯科医院 〒901-2126 098-874-8211大瀬戸　成子 大瀬戸　成子 平25.12.16歯   小歯 歯外診療所
     浦添市宮城４丁目１５－５コーポ常　勤:    1 交代 現存
     南十字１０３号 (歯       1) 平25.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41308･3134･6 大西歯科クリニック 〒901-2132 943-1148 大西　満 大西　満 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     浦添市伊祖３－９－３　２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408･3135･3 なな歯科クリニック 〒901-2126 098-875-6122圓谷　奈苗 圓谷　奈苗 平26. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     浦添市宮城５－９－１０　１Ｆ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41508･3136･1 浦添港川学園通り　グ〒901-2134 098-876-3428髙良　正一郎 髙良　正一郎 平27. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リーンデンタルクリニ浦添市港川１－５－９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ック　よつ葉歯科 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608･3137･9 てぃーだ歯科クリニッ〒901-2133 098-874-5648小髙　章愛 小髙　章愛 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 浦添市城間２－５－１（１０２）常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708･3138･7 ライト歯科 〒901-2114 098-988-8311諸岡　真 諸岡　真 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     浦添市安波茶２丁目１－１　役所常　勤:    1 新規 歯外 現存
     前アパート２０５ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808･3139･5 サザン歯科まえだ 〒901-2102 098-875-4618医療法人　幸輪会　理崎濱　秀海 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     浦添市字前田真和志堂１１４３番常　勤:    3事長　崎濱　秀海 新規 歯外 現存
     地３１ (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908･3140･3 医療法人　志尚会　ラ〒901-2126 098-879-5404医療法人　志尚会　理知念　武史 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     イフデンタルクリニッ浦添市宮城３丁目７番５－１０３常　勤:    2事長　大城　秀隆 移動 歯外 現存
     ク浦添 号 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008･3141･1 フジデンタルクリニッ〒901-2134 098-875-4473藤垣　佳久 藤垣　佳久 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 浦添市字港川２５４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108･3142･9 おかむら歯科医院 〒901-2132 098-876-3530岡村　健司 岡村　健司 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     浦添市伊祖１－１０－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42209･3014･8 岸本歯科医院 〒905-0016 0980(52)0648岸本　安二 岸本　安二 昭58. 8. 1歯   診療所
     名護市大東１－１０－７ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42309･3016･3 正和歯科 〒905-0016 0980(52)5300金城　正和 金城　正和 昭58.10. 1歯   診療所
     名護市大東１－１４－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42409･3028･8 名嘉真歯科医院 〒905-0016 0980(53)7888名嘉眞　武伸 名嘉眞　武伸 平 2. 7. 1歯   診療所
     名護市大東１－１１－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
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  42509･3038･7 やんばる歯科医院 〒905-0019 0980(54)0221重松　文仁 重松　文仁 平 5. 8. 1歯   小歯 診療所
     名護市大北１－２３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42609･3040･3 羽地歯科医院 〒905-1152 0980(53)5356医療法人羽地会　理事牛房　励 平 5.10. 1歯   診療所
     名護市伊差川３１３－１ 常　勤:    1長　饒波　一毅 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42709･3041･1 ながた歯科医院 〒905-0011 0980(53)4865医療法人皓歯会　理事長田　明 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名護市宮里１－２８－８南西ビル常　勤:    1長　長田　明 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42809･3042･9 宮里歯科医院 〒905-0016 0980(53)6974医療法人琉風会　理事宮里　光成 平 5.10. 1歯   診療所
     名護市大東３－２１－２２ 常　勤:    1長　宮里　光成 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42909･3051･0 医療法人社団　和洸会〒905-0011 0980(53)5016医療法人社団　和洸会大久保　光朗 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　役所前歯科医院 名護市宮里４４５－６大瀬産業ビ常　勤:    2　理事長　古谷　充朗 組織変更 現存
     ル１階１０１号室 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43009･3053･6 がなは歯科医院 〒905-0018 0980-54-5555我那覇　宗教 我那覇　宗教 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     名護市大西１－１－１神山ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43109･3058･5 とおる歯科 〒905-0015 0980-54-5333四宮　亨 四宮　亨 平11. 5. 1歯   診療所
     名護市大南１－１０－１２南進ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43209･3061･9 オアシス歯科医院 〒905-0021 0980-51-0777眞喜屋　睦子 眞喜屋　睦子 平12. 4. 1歯   診療所
     名護市東江１－２５－１４メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤル１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43309･3063･5 ハート歯科 〒905-0019 0980-54-8822神元　龍一 神元　龍一 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名護市大北５－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43409･3064･3 あらさき歯科クリニッ〒905-0019 0980-51-0648医療法人　博徳会　理新崎　博文 平14. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 名護市大北５－２２－２５ 常　勤:    1事長　新崎　博文 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  43509･3066･8 歯科口腔外科クリニッ〒905-0013 0980-52-2155金城　尚典 金城　尚典 平15. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 名護市城１－１－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43609･3067･6 こうげん歯科医院 〒905-0011 0980-52-5380木村　智弘 木村　智弘 平16.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名護市宮里１－１－５２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43709･3068･4 なごみの森歯科 〒905-0012 0980-52-0737阿嘉　宗三 阿嘉　宗三 平17. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名護市名護４５５８－５３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43809･3069･2 おおきた歯科 〒905-0019 0980-52-0750石田　信義 石田　信義 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     名護市大北１－１－３４－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43909･3070･0 とよはら歯科医院 〒905-2172 0980-55-3905廣瀬　俊章 廣瀬　俊章 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名護市豊原１６９－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44009･3071･8 くまがい歯科クリニッ〒905-0009 0980-43-8890熊谷　徹 熊谷　徹 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 名護市宇茂佐の森四丁目７番地１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109･3072･6 パール歯科クリニック〒905-0021 0980(52)6794医療法人あけみおの会屋部　朋子 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名護市東江４丁目６番１７号 常　勤:    1　理事長　屋部　朋子 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44209･3073･4 キラリ・デンタルケア〒905-0013 0980-54-5046大城　やよ子 大城　やよ子 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 名護市城２－１０－２０　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44309･3074･2 あさと歯科医院 〒905-0011 0980-54-6480安里　忍 安里　忍 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     名護市宮里７丁目４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44409･3075･9 グリーンデンタルクリ〒905-0018 0980-53-4562亀山　帥仁 亀山　帥仁 平21. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 名護市大西４－４－１４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44509･3076･7 よなみね歯科 〒905-0011 0980(53)6688與那嶺　修 與那嶺　修 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     名護市宮里６丁目１の８真栄田ビ常　勤:    1 組織変更 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44609･3077･5 まきや歯科医院 〒905-0016 0980-54-4618眞喜屋　実 眞喜屋　実 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     名護市大東１－１８－１１　１Ｆ常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44709･3078･3 ひで歯科クリニック 〒905-1152 0980-52-1118金城　英典 金城　英典 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     名護市伊差川５１４，１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44809･3083･3 医療法人社団　幸悠会〒905-1152 0980-54-5511医療法人社団　幸悠会玉井　得博 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     　名護カムカム歯科医名護市字伊差川７番地 常　勤:    1　理事長　長野　琢也 交代 現存
     院 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44910･3016･1 い歯科医院 〒901-0302 098(994)1827玉城　英人 玉城　英人 昭58. 5. 1歯   診療所
     糸満市潮平６０６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45010･3027･8 ふてんま歯科クリニッ〒901-0305 098(994)8941普天間　悟 普天間　悟 平 2. 6. 1歯   診療所
     ク 糸満市西崎６－１９－３西崎２１常　勤:    1 現存
     プラザ２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45110･3032･8 上原歯科クリニック 〒901-0305 098(992)2888上原　智也 上原　智也 平 2.12. 1歯   診療所
     糸満市西崎６－１５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45210･3034･4 ファミリー歯科クリニ〒901-0305 098(992)1818前川　一彦 前川　一彦 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 糸満市西崎町３－４９３ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45310･3039･3 大城歯科 〒901-0305 098-994-7808大城　則安 大城　則安 平 6.11. 1歯   診療所
     糸満市西崎２－４３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45410･3046･8 しおひら歯科医院 〒901-0302 098-992-1110医療法人　楽天会　理金城　圭治 平11. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     糸満市潮平６１９－２ 常　勤:    1事長　金城　竹治 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45510･3047･6 フレンド歯科医院 〒901-0305 098-994-4618前川　雅春 前川　雅春 平11.11. 1歯   診療所
     糸満市西崎２－７－１４グランハ常　勤:    1 新規 現存
     イム西崎　１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45610･3048･4 かみや歯科クリニック〒901-0302 098-994-2000神谷　茂 神谷　茂 平12. 8. 1歯   歯外 診療所
     糸満市潮平７９８－４オアシス當常　勤:    1 新規 現存
     銘１Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45710･3049･2 サンプラザ糸満歯科医〒901-0303 098-992-0311安東　哲弘 安東　哲弘 平13. 5. 1歯   診療所
     院 糸満市兼城４００ 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45810･3050･0 かしわ歯科 〒901-0361 098-992-4171洪　柏青 洪　柏青 平13. 7. 9歯   診療所
     糸満市糸満１４７３－２－１Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 9
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45910･3052･6 アサヒ歯科医院 〒901-0361 098(994)0900江口　理之 江口　理之 平14. 4.22歯   診療所
     糸満市糸満１２７８－２　１Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46010･3054･2 まえざと歯科 〒901-0362 098-995-0542上原　泰道 上原　泰道 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     糸満市真栄里２０５８－２リーブ常　勤:    1 現存
     ル沖縄１Ｆ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46110･3055･9 かなばやし歯科 〒901-0313 098-992-6480金林　卓哉 金林　卓哉 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     糸満市賀数４６９ニューワールド常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46210･3057･5 やすだ歯科医院 〒901-0361 098-852-3301安田　理 安田　理 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     糸満市糸満１９２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46310･3058･3 あおば歯科医院 〒901-3045 098-997-4019山城　隆男 山城　隆男 平20.10. 1歯   診療所
     糸満市字福地１６５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46410･3059･1 げんまい歯科医院 〒901-0335 098-997-2306中山　圭子 中山　圭子 平22. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     糸満市米須２４８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46510･3060･9 あはごん歯科 〒901-0301 098-994-6480大城　智 大城　智 平22.10. 8歯   小歯 診療所
     糸満市潮平７７１－２花城アパー常　勤:    1 移動 現存
     ト１Ｆ (歯       1) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46610･3062･5 上原歯科医院 〒901-0361 098-994-2066医療法人　タートル　上原　かんな 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     糸満市字糸満１３６７番地１ 常　勤:    1理事長　上原　かんな 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46711･3003･7 ざは歯科クリニック 〒901-0242 098(850)5048座覇　守弘 座覇　守弘 昭59. 8. 1歯   診療所
     豊見城市高安４１３－１大漁マン常　勤:    1 現存
     ション２Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46811･3007･8 竹尾歯科医院 〒901-0213 098(856)3569竹尾　孝明 竹尾　孝明 平 2. 6. 1歯   診療所
     豊見城市高嶺３９３－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46911･3010･2 おおみ歯科医院 〒901-0241 098(856)5187大見謝　健 大見謝　健 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊見城市豊見城６７３－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47011･3012･8 豊見城歯科クリニック〒901-0213 098(850)1077上原　徳夫 上原　徳夫 平 7. 6. 1歯   診療所
     豊見城市高嶺３５９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47111･3013･6 ハッピー歯科小児歯科〒901-0241 098-850-0648金城　やよい 金城　やよい 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊見城市豊見城８０嘉数アパート常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47211･3014･4 ゆがふ歯科クリニック〒901-0241 098-856-6209宮城　克優 宮城　克優 平 9. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     豊見城市豊見城４６９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47311･3016･9 みやひら歯科医院 〒901-0201 098-856-4182宮平　俊男 宮平　俊男 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     豊見城市真玉橋１３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47411･3018･5 ねま歯科クリニック 〒901-0244 098-850-0207根間　隆 根間　隆 平14. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊見城市宜保３１０－１１豊和マ常　勤:    1 新規 現存
     ンション１Ｆ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47511･3022･7 歯科ヨナシロ医院 〒901-0242 098-850-8148與那城　智 與那城　智 平15. 7. 1歯   診療所
     豊見城市高安７３４－２－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47611･3023･5 寺西歯科医院 〒901-0241 098-891-6480寺西　真 寺西　真 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     豊見城市豊見城４１９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47711･3024･3 トヨミ歯科 〒901-0200 098-850-5108医療法人　愛蘭会　理岩﨑　徹治 平17. 1. 4歯   診療所
     豊見城市根差部７１０マックスバ常　勤:    1事長　長島　秀明 新規 現存
     リューとよみ店 (歯       1) 平29. 1. 4
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47811･3025･0 真玉橋歯科医院 〒901-0201 098-856-0345金城　正人 金城　正人 平17. 1. 1歯   診療所
     豊見城市真玉橋１４７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47911･3026･8 医療法人社団　恵仁会〒901-0244 098-840-5557医療法人社団　恵仁会仲宗根　剛 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　きらら歯科クリニッ豊見城市宜保２丁目７番地７　オ常　勤:    1　理事長　渋江　宏 新規 現存
     ク アシス光２階 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48011･3029･2 とよみデンタルクリニ〒901-0212 098-891-6408清水　俊景 清水　俊景 平18. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 豊見城市平良９５番地の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48111･3030･0 金城歯科クリニック 〒901-0205 098(856)0136金城　秀男 金城　秀男 平19. 2. 6歯   小歯 歯外診療所
     豊見城市根差部４１９番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48211･3031･8 豊崎デンタルクリニッ〒901-0225 098-856-2238中地　昭雄 中地　昭雄 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 豊見城市豊崎１－４２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48311･3035･9 しおはま歯科医院 〒901-0241 098-851-1234塩浜　康良 塩浜　康良 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊見城市豊見城３６８－１　１Ｆ常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48411･3037･5 まこと歯科医院 〒901-0225 098-850-9009小禄　真 小禄　真 平20. 4. 1歯   診療所
     豊見城市豊崎１－３２６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48511･3040･9 オレンジ歯科クリニッ〒901-0213 098-856-6480宮平　綾子 宮平　綾子 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 豊見城市字高嶺３６４－１　コモ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ンズ栄Ａ－１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48611･3041･7 かめーる歯科 〒901-0231 098-850-4618城間　孝 城間　孝 平25. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊見城市字我那覇６４３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48711･3042･5 医療法人豊良会　モリ〒901-0223 098-850-3239医療法人豊良会　モリ森谷　良孝 平27.11. 9歯   歯外 小歯診療所
     ヤデンタルオフィス 豊見城市翁長８５４－２－１０１常　勤:    1ヤデンタルオフィス　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)理事長　森谷　良孝 平27.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48811･3043･3 よつば小児・矯正歯科〒901-0225 098-851-3167金城　康哉 金城　康哉 平28. 3. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     豊見城市豊崎１－３２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48911･3045･8 歯ーサーデンタルクリ〒901-0222 098-856-7800下地　竜也 下地　竜也 平29.11. 9歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 豊見城市字渡橋名２番地１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49012･3003･5 瀬底歯科医院 〒901-1414 098(947)6207瀬底　正司 瀬底　正司 平 3.10. 1歯   診療所
     南城市佐敷津波古２４６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49112･3004･3 松山歯科 〒901-1414 098(947)3537儀間　清師 儀間　清師 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南城市佐敷津波古１００６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49212･3005･0 おおざと歯科医院 〒901-1208 098(945)4108屋宜　裕子 屋宜　裕子 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     南城市大里字平良２５０５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49312･3006･8 船越歯科医院 〒901-0618 098(949)7878座覇　修好 座覇　修好 平 7. 3. 1歯   小歯 診療所
     南城市玉城船越９８０城マンショ常　勤:    1 交代 現存
     ン１Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49412･3007･6 トモヨセ歯科 〒901-1206 098-944-6480友寄　景淳 友寄　景淳 平12. 9. 1歯   診療所
     南城市大里仲間１１６２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
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  49512･3008･4 さしき歯科 〒901-1412 098-947-0789医療法人　愛蘭会　理城島　かおり 平14.10. 1歯   診療所
     南城市佐敷新里６０７－１ 常　勤:    1事長　長島　秀明 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49612･3010･0 アトール歯科 〒901-1206 098-944-5610医療法人　愛蘭会　理岡林　久留美 平14.10. 1歯   診療所
     南城市大里仲間１１５５ 常　勤:    2事長　長島　秀明 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49712･3011･8 ふさとデンタルクリニ〒901-0611 098-948-7778助川　勝栄 助川　勝栄 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 南城市玉城富里８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49812･3013･4 南城歯科クリニック 〒901-0615 098-948-4855加藤　広通 加藤　広通 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南城市玉城堀川７８８番地 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49912･3014･2 しんかい歯科 〒901-1415 098-947-1455松岡　敬 松岡　敬 平20. 8. 1歯   診療所
     南城市佐敷新開１－１１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50012･3015･9 ふたば歯科医院 〒901-1415 098-947-4550比嘉　奈々子 比嘉　奈々子 平21. 3. 1歯   診療所
     南城市佐敷新開１－１４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50112･3016･7 コマカ歯科クリニック〒901-1511 098-948-3108南原　弘 南原　弘 平22. 7. 1歯   診療所
     南城市知念久手堅長堂原３２７－常　勤:    2 新規 現存
     １番地 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50212･3017･5 みのり歯科　大里 〒901-1205 098-943-8686医療法人　健優会　理山本　秀美 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     南城市大里字高平高宮城原９７番常　勤:    1事長　比嘉　信吉 新規 現存
     地２ (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50321･3031･7 東村歯科診療所 〒905-1204 0980(43)2744東村長 有園　博 昭59. 6. 1歯   診療所
     国頭郡東村平良５５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50421･3034･1 国頭村立辺土名歯科診〒905-1411 0980(41)5360国頭村長 石川　靖 昭60. 6. 1歯   診療所
     療所 国頭郡国頭村辺土名１４５８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50521･3051･5 ピッコロ歯科 〒904-1202 098(968)5000高橋　重雄 高橋　重雄 平 2. 8. 1歯   診療所
     国頭郡金武町伊芸８５－１メゾン常　勤:    1 現存
     伊芸１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50621･3052･3 大宜味村立歯科診療所〒905-1311 0980(44)2222大宜味村長 三丸　博之 平 2.12. 1歯   診療所
     国頭郡大宜味村塩屋９８７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50721･3053･1 北山歯科医院 〒905-0401 0980(56)5655金城　忍 金城　忍 平 4. 7. 1歯   診療所
     国頭郡今帰仁村仲宗根２７９－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50821･3056･4 伊江歯科医院 〒905-0502 0980(49)2214伊江村長 吉田　惠一 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     国頭郡伊江村東江前４５９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50921･3057･2 本部マリン歯科 〒905-0214 0980-47-6363鈴木　朝 鈴木　朝 平 6.11. 1歯   診療所
     国頭郡本部町渡久地７９９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51021･3065･5 エンゼル歯科 〒904-1201 098-968-4180張江　和成 張江　和成 平10. 1.23歯   小歯 矯歯診療所
     国頭郡金武町金武５７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51121･3068･9 ひまわり歯科クリニッ〒904-1201 098-968-5544医療法人　いつわ会　平良　敏彦 平11.10. 1歯   診療所
     ク 国頭郡金武町金武３９９－１ 常　勤:    1理事長　平良　敏彦 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51221･3078･8 おっぱ歯科医院 〒905-0414 0980-56-1184医療法人　羽地会　理饒波　一毅 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     国頭郡今帰仁村謝名６２１－１ 常　勤:    1事長　饒波　一毅 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51321･3082･0 らいおん歯科 〒905-0214 0980-47-7855金城　康光 金城　康光 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     国頭郡本部町渡久地２３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51421･3085･3 大久保歯科 〒904-0404 098-982-3151大久保　政嗣 大久保　政嗣 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     国頭郡恩納村瀬良垣４６９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51521･3092･9 のと歯科 〒905-1411 0980-41-2577土肥　哲彦 土肥　哲彦 平23. 1. 6歯   小歯 診療所
     国頭郡国頭村辺土名２１４１－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51621･3094･5 金城歯科医院 〒905-0214 0980-47-2648医療法人真晃会　理事金城　真二 平25. 5. 1歯   診療所
     国頭郡本部町字渡久地１４２番地常　勤:    2長　金城　真 組織変更 現存
     １ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51721･3095･2 あすなろ歯科医院 〒904-1303 098-968-2313医療法人真晃会　理事金城　真 平25. 7. 1歯   診療所
     国頭郡宜野座村字惣慶１８２７－常　勤:    1長　金城　真 新規 現存
     ２ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51821･3098･6 医療法人社団　幸悠会〒905-0212 0980-47-5432医療法人社団　幸悠会青木　大輔 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     　もとぶ歯科医院 国頭郡本部町字大浜８５８番８ 常　勤:    2　理事長　長野　琢也 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51921･3100･0 まつだ歯科医院 〒904-1301 098-968-8881医療法人慧星会　理事金城　史彦 平27. 4. 9歯   矯歯 小歯診療所
     国頭郡宜野座村字松田６３６－１常　勤:    3長　新垣　斉 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 4. 9
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52021･3101･8 和歯科 〒904-0413 098-979-7177西村　正夫 西村　正夫 平27. 6.11歯   歯外 小歯診療所
     国頭郡恩納村冨着５７６－１－２常　勤:    1 交代 現存
     Ｆ (歯       1) 平27. 6.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52121･3104･2 美ら海デンタルクリニ〒905-0414 0980-43-6861石田　智也 石田　智也 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 国頭郡今帰仁村謝名１５９番地 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52222･3005･9 知花歯科医院 〒904-0203 098(956)2550山内　紀子 山内　紀子 昭47. 5.15歯   診療所
     中頭郡嘉手納町嘉手納２８１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52322･3010･9 当山歯科医院 〒904-0305 098(956)0193當山　優 當山　優 昭55.10. 1歯   診療所
     中頭郡読谷村都屋１６７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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  52422･3011･7 ちば歯科医院 〒904-0101 098(936)2221千葉　章規 千葉　章規 昭56. 1. 1歯   診療所
     中頭郡北谷町上勢頭８２０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52522･3014･1 伊波歯科医院 〒904-0312 098(956)0027伊波　徹 伊波　徹 昭58. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     中頭郡読谷村比謝矼１００ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52622･3020･8 南歯科医院 〒903-0117 098(946)3574南保　忍 南保　忍 昭58. 8. 1歯   診療所
     中頭郡西原町翁長２４０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52722･3026･5 平良歯科クリニック 〒903-0103 098(945)7748平良　恵信 平良　恵信 昭59. 8. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡西原町小那覇６３９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52822･3035･6 石川歯科医院 〒903-0102 098(945)6214石川　寛 石川　寛 昭61. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中頭郡西原町嘉手苅７８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52922･3037･2 アイ歯科医院 〒904-0103 098(936)5506吉岡　匡 吉岡　匡 昭61. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中頭郡北谷町桑江６２０－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53022･3042･2 ながはま歯科 〒904-0303 098(956)2225長浜　真史 長浜　真史 昭62. 2. 1歯   診療所
     中頭郡読谷村伊良皆２６７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53122･3043･0 グリーン歯科医院 〒904-0302 098(958)0932金城　聰 金城　聰 昭62. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     中頭郡読谷村喜名４７７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53222･3047･1 読谷歯科医院 〒904-0323 098(958)1260鬼塚　央 鬼塚　央 昭63. 5. 2小歯 診療所
     中頭郡読谷村高志保１３１５－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53322･3057･0 みずがま歯科 〒904-0204 098(957)3190國吉　綾子 國吉　綾子 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡嘉手納町水釜３７３－２５常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53422･3059･6 備瀬歯科医院 〒903-0104 098(946)0689備瀬　知裕 備瀬　知裕 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中頭郡西原町兼久４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
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  53522･3060･4 まつしま歯科医院 〒904-0115 098(936)0648松島　一夫 松島　一夫 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中頭郡北谷町美浜１－１－１０ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53622･3064･6 あらかわ歯科 〒903-0112 098(944)1555新川　斉 新川　斉 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡西原町我謝２４１－６６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53722･3070･3 幡歯科医院 〒903-0126 098(945)0101幡　玲子 幡　玲子 平 6. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中頭郡西原町棚原３５０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53822･3072･9 トリイ歯科医院 〒904-0304 098(956)8484比嘉　司 比嘉　司 平 6. 5. 1歯   診療所
     中頭郡読谷村楚辺１０９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53922･3074･5 へんとな歯科医院 〒904-0115 098(926)2080邊土名　朝憲 邊土名　朝憲 平 6. 8. 1歯   診療所
     中頭郡北谷町美浜３－３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54022･3079･4 城北歯科医院 〒903-0117 098-946-4946寺師　壽生 寺師　壽生 平 8. 6. 1歯   診療所
     中頭郡西原町翁長５２３－１山善常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54122･3087･7 ファミリー歯科医院 〒904-0104 098-936-8414木村　千恵 木村　千恵 平10. 3. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡北谷町桃原７－６メゾンラ常　勤:    1 新規 現存
     ック１Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54222･3089･3 とまり歯科 〒901-2400 098-895-9500石川　勇蔵 石川　勇蔵 平10. 5. 1歯   診療所
     中頭郡中城村字泊４７８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54322･3092･7 まちだ歯科クリニック〒903-0117 098-944-2700町田　宗秀 町田　宗秀 平10. 9. 1歯   診療所
     中頭郡西原町翁長５０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54422･3095･0 医療法人山内矯正歯科〒904-0203 098(957)1818医療法人山内矯正歯科山内　昌浩 平10.11. 1矯歯 診療所
     クリニック 中頭郡嘉手納町嘉手納２７０－１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ９ (歯       1)山内　昌浩 平28.11. 1
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  54522･3097･6 さわふじ歯科 〒903-0124 098(946)5188上原　喬 上原　喬 平11. 1. 1歯   診療所
     中頭郡西原町呉屋９３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54622･3099･2 なかむら歯科クリニッ〒903-0125 098-944-1872中村　裕一 中村　裕一 平11. 5. 1歯   診療所
     ク 中頭郡西原町上原１３３－１６ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54722･3103･2 平田歯科 〒904-0101 098-926-4108平田　竜司 平田　竜司 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡北谷町上勢頭８１５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54822･3104･0 そべ歯科クリニック 〒904-0304 098-921-5500石渡　八澄 石渡　八澄 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡読谷村楚辺２０５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54922･3112･3 にこにこ歯科医院 〒901-2313 098-935-2199前川　淳 前川　淳 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡北中城村熱田２０４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55022･3114･9 サンユー歯科 〒903-0122 098-944-6990医療法人　愛蘭会　理伊 　努 平14.10. 1歯   診療所
     中頭郡西原町小橋川１５４－５玉常　勤:    1事長　長島　秀明 組織変更 現存
     那覇ビル１Ｆ (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55122･3119･8 なかお歯科クリニック〒904-0204 098-957-6480仲尾　昌彦 仲尾　昌彦 平16. 8. 1歯   歯外 診療所
     中頭郡嘉手納町水釜３７９－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55222･3120･6 医療法人新崎歯科 〒904-0313 098(956)8880医療法人新崎歯科　理新崎　隆 平16. 7. 1歯   診療所
     中頭郡読谷村大湾４７３ 常　勤:    1事長　新崎　隆 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55322･3126･3 サンセット歯科クリニ〒904-0314 098-957-0246医療法人　社団　爽和西田　義治 平18.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 中頭郡読谷村古堅６３７番地３ 常　勤:    2会　理事長　西田　義 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)治 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55422･3127･1 ユニバーサル矯正歯科〒904-0115 098-979-5087崎原　盛貴 崎原　盛貴 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 中頭郡北谷町美浜２－３－１サン常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ライズ１Ｆ (歯       1) 平25. 1. 1
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  55522･3128･9 砂辺スマイル歯科医院〒904-0113 098-926-4618霍田　仁 霍田　仁 平19. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     中頭郡北谷町宮城１－１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55622･3129･7 医療法人　健歯会　ふ〒904-0314 098-956-8740医療法人　健歯会　理土屋　光良 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     るげん歯科クリニック中頭郡読谷村古堅６５６－４ 常　勤:    3事長　森　誠 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55722･3130･5 医療法人社団　恵仁会〒901-2413 098-942-3773医療法人社団　恵仁会宮島　章宏 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　エンジェル歯科 中頭郡中城村津覇６４０番地２ 常　勤:    2　理事長　澁江　宏 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55822･3131･3 医療法人健歯会　珀美〒904-0314 098-921-8880医療法人　健歯会　理木山　純子 平20.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 中頭郡読谷村古堅６７５ 常　勤:    1事長　森　誠 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55922･3133･9 上運天歯科矯正歯科 〒904-0203 098-956-4618上運天　修 上運天　修 平21. 7. 1矯歯 歯   小歯診療所
     中頭郡嘉手納町嘉手納２９０－４常　勤:    2 新規 現存
     　２Ｆ (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56022･3134･7 あおぞら歯科 〒904-0115 098-936-8111八重尾　真史 八重尾　真史 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡北谷町美浜３丁目６－５　常　勤:    1 新規 現存
     （２Ｆ）　 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56122･3136･2 アラハ歯科 〒904-0117 098-911-3533小林　英彦 小林　英彦 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中頭郡北谷町北前１丁目１７番１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １　１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56222･3139･6 ピース　デンタル　ク〒904-0103 098-926-4180野原　洋美 野原　洋美 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     リニック 中頭郡北谷町桑江４６８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56322･3140･4 グレイスデンタルクリ〒901-2424 098-895-6868狩谷　選 狩谷　選 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 中頭郡中城村南上原３６４－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56422･3141･2 ヤラデンタルクリニッ〒904-0116 098-936-7515屋良　篤 屋良　篤 平24. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 中頭郡北谷町北谷２－１７－６Ｒ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ＹＯ　ＭＡＮＳＩＯＮ　１０３号(歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56522･3142･0 伊熊歯科 〒903-0124 098-944-3669伊熊　大助 伊熊　大助 平24. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     中頭郡西原町字呉屋１０８－２ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56622･3143･8 つばさデンタルクリニ〒901-2424 098-988-9188平良　良公 平良　良公 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 中頭郡中城村南上原９６７，１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56722･3146･1 さおり歯科クリニック〒901-2424 098-917-0840下地　さおり 下地　さおり 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     中頭郡中城村南上原５５６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56822･3147･9 中城みなみ歯科 〒901-2424 098-943-5024屋我　嗣彦 屋我　嗣彦 平25.12. 1歯   小歯 診療所
     中頭郡中城村字南上原８３５－１常　勤:    1 新規 現存
     サンヴェスタ１０２号 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56922･3148･7 沖縄ホワイトデンタル〒904-0101 098-989-3780金子　智之 金子　智之 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 中頭郡北谷町上勢頭８１３－２デ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ザインマンション龍１０１ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57022･3149･5 フェイスデンタルオフ〒904-0102 098-936-7577名護　太志 名護　太志 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ィス 中頭郡北谷町字伊平３２７番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57122･3150･3 うえばる歯科医院 〒901-2424 098-870-3456黒石　和博 黒石　和博 平26. 9. 1歯   診療所
     中頭郡中城村南上原１０５８－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57222･3151･1 ライカムデンタルクリ〒901-2300 098-923-5511児玉　高有 児玉　高有 平27. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 中頭郡北中城村アワセ土地区画整常　勤:    3 新規 歯外 現存
     理事業地内４街区イオンモール沖(歯       3) 平27. 4. 1
     縄ライカム２階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57322･3152･9 比嘉デンタルクリニッ〒904-0102 098-926-6480比嘉　輝夫 比嘉　輝夫 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 中頭郡北谷町字伊平２５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57422･3153･7 ハンビー歯科クリニッ〒904-0117 098-926-1818医療法人慧聖会　理事新垣　斉 平27. 4. 9歯   小歯 矯歯診療所
     ク 中頭郡北谷町北前１－１９－９ 常　勤:    2長　新垣　斉 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57522･3154･5 アイランド・デンタル〒904-0313 098-956-8811関塚　知義 関塚　知義 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ・リゾート・クリニッ中頭郡読谷村字大湾３５６番地シ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ク ナジースクエア１Ｆ (歯       2) 平28. 5. 1歯外：口腔外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57622･3156･0 さんいく　デンタルク〒901-2301 098-923-0925岩本　洋一 岩本　洋一 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 中頭郡北中城村島袋７０５－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57722･3157･8 北谷歯科クリニック 〒904-0113 098-936-1222八木　宏幸 八木　宏幸 平28.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     中頭郡北谷町宮城１－３７ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57822･3159･4 しもデンタルクリニッ〒901-2424 098-895-3318志茂　泰教 志茂　泰教 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 中頭郡中城村南上原７７０－２　常　勤:    1 新規 現存
     ハピネスハイツ１０２ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57922･3160･2 のんたん歯科クリニッ〒901-2303 098-935-5720竹谷　のぞみ 竹谷　のぞみ 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 中頭郡北中城村仲順３９　１階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58023･3026･3 伊是名村立歯科診療所〒905-0603 0980(45)2612伊是名村長 矢内　潤也 昭58. 5. 1歯   診療所
     島尻郡伊是名村仲田１１９９－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58123･3027･1 伊平屋村立歯科診療所〒905-0703 0980(46)2853伊平屋村長 西岡　宏樹 昭58. 5. 1歯   診療所
     島尻郡伊平屋村我喜屋２１７－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58223･3045･3 つかざん歯科 〒901-1117 098(889)6838金原　哲雄 金原　哲雄 昭60. 4. 1歯   診療所
     島尻郡南風原町字津嘉山１５６７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58323･3047･9 高橋歯科医院 〒901-1111 098(889)5655高橋　学 高橋　学 昭60. 6. 2歯   小歯 診療所
     島尻郡南風原町兼城５６３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58423･3055･2 南大東村立歯科診療所〒901-3805 0980-22-2568南大東村長 仲田　絵美子 昭61. 5. 1歯   診療所
     島尻郡南大東村在所３０８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58523･3060･2 北大東村立歯科診療所〒901-3902 09802(3)4408北大東村長 中村　元 昭62. 5. 1歯   診療所
     島尻郡北大東村中野２０９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58623･3079･2 上地歯科医院 〒901-0416 098(998)2355医療法人上智会　理事上地　智博 平 2.12. 1一般         2診療所
     島尻郡八重瀬町宜次７０６－４ 常　勤:    3長　上地　智博 歯   矯歯 小歯現存
     (歯       3) 平29.12. 1歯外 
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58723･3080･0 ざは歯科クリニック　〒901-3702 098(988)2064座覇　守弘 座覇　守弘 平 3. 6. 1歯   診療所
     粟国分院 島尻郡粟国村東２６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58823･3095･8 一日橋むらた歯科医院〒901-1111 098(889)6480医療法人尚歯会　理事村田　恵一 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     島尻郡南風原町兼城５１６－１ 常　勤:    1長　村田　恵一 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58923･3100･6 ひまわり歯科医院 〒901-1303 098(945)6480静　坦志 静　坦志 平 5. 8. 1歯   診療所
     島尻郡与那原町与那原１１０７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59023･3103･0 けん歯科クリニック 〒901-1117 098(889)0011赤峯　健 赤峯　健 平 6. 5. 1歯   診療所
     島尻郡南風原町津嘉山１５９７－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59123･3104･8 みなみ歯科医院 〒901-1104 098(888)1482医療法人明歯会　理事金城　史明 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     島尻郡南風原町宮平２４８－５ 常　勤:    2長　金城　史明 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59223･3105･5 ムーミン歯科 〒901-1117 098-888-2728宇都宮　洋 宇都宮　洋 平 6.11. 1歯   診療所
     島尻郡南風原町津嘉山１７０９－常　勤:    1 新規 現存
     ３フラッシュユキ１Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59323･3138･6 トムこども歯科クリニ〒901-1111 098-882-6480比嘉　良知 比嘉　良知 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 島尻郡南風原町兼城７１０－１－常　勤:    1 新規 現存
     １０３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59423･3157･6 こちんだ歯科クリニッ〒901-0401 098-998-8715粟國　弘誉 粟國　弘誉 平14. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 島尻郡八重瀬町東風平３９６－１常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59523･3169･1 ナガシマ歯科医院 〒901-0512 098-998-1088長島　英明 長島　英明 平15. 5. 1歯   診療所
     島尻郡八重瀬町具志頭３４２－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59623･3174･1 よなばる中央歯科 〒901-1303 098(945)5588照屋　均 照屋　均 平17. 2.14歯   診療所
     島尻郡与那原町与那原７７上原ビ常　勤:    1 移動 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59723･3175･8 よなみね歯科クリニッ〒901-1104 098-800-7005與那嶺　啓 與那嶺　啓 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 島尻郡南風原町宮平５９－２－１常　勤:    3 新規 現存
     －１ (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59823･3180･8 仲里歯科診療所 〒901-3107 098-985-7771石岡　大達 石岡　大達 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     島尻郡久米島町謝名堂９０６－３常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59923･3182･4 なんぶ歯科医院 〒901-0401 098-998-5371眞榮城　正弘 眞榮城　正弘 平19. 3. 1歯   診療所
     島尻郡八重瀬町東風平１１番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60023･3187･3 医療法人社団　恵仁会〒901-1117 098-889-1182医療法人社団　恵仁会内間　寿美枝 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     　あっぷる歯科クリニ島尻郡南風原町津嘉山１４６７番常　勤:    1　理事長　渋江　宏 新規 現存
     ック ３ (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60123･3188･1 マリンタウン東浜総合〒901-1304 098-871-9933医療法人社団　銀志会佐々木　浩太郎 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 島尻郡与那原町東浜２２－４ 常　勤:    3　理事長　佐々木　浩 新規 歯外 現存
     (歯       3)太郎 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60223･3189･9 ちゅら歯科 〒901-0405 098-998-0648菊地　裕六 菊地　裕六 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     島尻郡八重瀬町伊覇３０９番地 常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     (歯       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60323･3191･5 ｉデンタルクリニック〒901-1304 098-944-4007岩名　文衛 岩名　文衛 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     島尻郡与那原町東浜８０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60423･3192･3 メディカルプラザ歯科〒901-1103 098-888-6480宮城　尚広 宮城　尚広 平23. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     島尻郡南風原町与那覇２８３　メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルプラザはえばる３Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60523･3193･1 医療法人社団恵仁会　〒901-1304 098-945-1182医療法人社団恵仁会　鎌田　博至 平25. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東浜アクア歯科 島尻郡与那原町字東浜９９番３ 常　勤:    2理事長　澁江　宏 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60623･3194･9 はえばる歯科医院 〒901-1116 098-889-8788医療法人南風会　理事與儀　昌幸 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     島尻郡南風原町字照屋３６８サン常　勤:    1長　與儀　昌幸 組織変更 矯歯 現存
     キャッスル１０２号 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60723･3195･6 やえせ歯科 〒901-0405 098-998-7171山田　勲 山田　勲 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     島尻郡八重瀬町字伊覇２７３－６常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     八重の結　１Ｆ (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60823･3196･4 まじきな歯科クリニッ〒901-1105 098-996-1506真境名　勉 真境名　勉 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 島尻郡南風原町新川２１５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60923･3197･2 沖縄県口腔保健医療セ〒901-1105 098-888-0648一般社団法人沖縄県歯加藤　喜久 平26. 4. 9歯   診療所
     ンター 島尻郡南風原町字新川２１８番地常　勤:    3科医師会　会長　真境 移動 現存
     １ (歯       3)名　勉 平26. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61023･3199･8 オキナワ・デンタルオ〒901-1117 098-888-2087下地　恒太郎 下地　恒太郎 平26. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     フィス 島尻郡南風原町字津嘉山１３３９常　勤:    2 新規 小歯 現存
     番地１ (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61123･3200･4 つかやま歯科 〒901-1117 098-888-4182医療法人　愛蘭会　理上原　美雪 平26. 8. 1歯   診療所
     島尻郡南風原町字津嘉山１４０４常　勤:    1事長　長島　秀明 新規 現存
     番地２コーポＫＡＺＵ (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61223･3201･2 渡名喜村歯科診療所 〒901-3601 098-989-2011渡名喜村長 風呂　明 平27. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     島尻郡渡名喜村１９１６番地の１常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61323･3202･0 みのる歯科 〒901-1117 098-888-5489齊田　穰 齊田　穰 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     島尻郡南風原町字津嘉山１３７１常　勤:    1 新規 現存
     番地３ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61423･3204･6 池田歯科クリニック 〒901-1302 098-914-3523池田　美子 池田　美子 平28. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     島尻郡与那原町上与那原４３５－常　勤:    1 新規 現存
     ２番地　１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61523･3205･3 いちまる歯科口腔外科〒901-0401 098-987-1688市丸　篤大 市丸　篤大 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 島尻郡八重瀬町字東風平４９３－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ６ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61623･3206･1 渡嘉敷村歯科診療所 〒901-3501 098-987-3220高野　匠 高野　匠 平28. 6. 1歯   診療所
     島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷２０９番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61723･3207･9 医療法人恵歯会　具志〒901-3123 098-985-2321医療法人恵歯会　具志石川　穣 平29. 5.15歯   診療所
     川歯科医院 島尻郡久米島町字大田５６４番地常　勤:    1川歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     　１階 (歯       1)石川　穣 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61824･3003･0 多良間村立歯科診療所〒906-0602 09807(9)2162多良間村長 古川　恵美子 昭60. 4. 1歯   診療所
     宮古郡多良間村仲筋４２１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61925･3007･8 竹富町立　大原歯科診〒907-1434 09808-5-5593竹富町長 木村　瑞江 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     療所 八重山郡竹富町南風見１９１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２７ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62025･3009･4 大仲歯科医院 〒907-1801 0980-87-2003大仲　徹 大仲　徹 平13. 9. 1歯   診療所
     八重山郡与那国町与那国２４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 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［沖縄県］

［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    64 頁

  62125･3013･6 医療法人社団桜和会　〒907-1541 0980-85-6573医療法人社団　桜和会大畠　高広 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西表西部歯科診療所 八重山郡竹富町上原５５０番地の常　勤:    2　理事長　稲葉　毅 新規 歯外 現存
     １－１階 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62225･3015･1 竹富町立　波照間歯科〒907-1751 0980-85-8021竹富町長 坂口　克幸 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     診療所 八重山郡竹富町字波照間６２１４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番地 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


