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    101,3144,3 大谷歯科医院 〒870-0852 097-544-3925大谷　芳憲 大谷　芳憲 昭45.12. 1歯   診療所
     大歯144 大分市田中町１８－１Ｂ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3179,9 敷戸沢宮歯科医院 〒870-1103 097-569-0211沢宮　昌孝 沢宮　昌孝 昭48.10. 1歯   診療所
     大歯179 大分市敷戸西町１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3187,2 歯科首藤医院 〒870-0822 097-543-4894首藤　博延 首藤　博延 昭49. 3.22歯   小歯 診療所
     大歯187 大分市大道町１－６－２５ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3214,4 オータニ歯科 〒870-0021 097-532-6120大谷　政俊 大谷　政俊 昭50.11. 1歯   小歯 診療所
     大歯214 大分市府内町２－３－２９相馬ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3216,9 神﨑歯科医院 〒870-0038 097-532-9323神﨑　康司 神﨑　康司 昭50.12. 1歯   診療所
     大歯216 大分市西春日町１－１６サンフレ常　勤:    1 新規 現存
     ンドビル２Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3219,3 姫野歯科医院 〒870-0021 097-532-3408姫野　勝也 姫野　勝也 昭51. 1. 1歯   診療所
     大歯219 大分市府内町３－８－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3220,1 あべ歯科インプラント〒870-0035 097-532-8451阿部　成善 阿部　成善 昭51. 4. 1歯   診療所
     大歯220 クリニック 大分市中央町１－３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3226,8 県庁歯科診療所 〒870-0022 097-536-1111城下　景子 城下　景子 昭51. 9. 1歯   診療所
     大歯226 大分市大手町３－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3237,5 中島歯科 〒870-0852 097-544-5040中島　昭爾 中島　昭爾 昭52. 9.20歯   小歯 診療所
     大歯237 大分市田中町７－２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001,3244,1 永井歯科医院 〒870-1152 097-541-3340永井　龍介 永井　龍介 昭53. 4. 1歯   診療所
     大歯244 大分市上宗方１２４１番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,3248,2 宗方歯科医院 〒870-1152 097-541-6516松山　みどり 松山　みどり 昭53. 7. 1歯   診療所
     大歯248 大分市大字上宗方３８３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,3250,8 工藤歯科医院 〒870-1152 097-542-0037工藤　倍弘 工藤　倍弘 昭53. 7. 1歯   診療所
     大歯250 大分市大字上宗方字上宮田４１２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3264,9 仁恵歯科医院 〒870-0105 097-527-3010曽根崎　陽成 曽根崎　陽成 昭54. 7. 1歯   診療所
     大歯264 大分市西鶴崎１－１１－１８ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3265,6 井上歯科 〒870-0953 097-568-8484井上　好信 井上　好信 昭54. 8. 1歯   診療所
     大歯265 大分市下郡東１丁目４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3276,3 ソノダ歯科医院 〒870-0021 097-537-4120園田　秀明 園田　秀明 昭55. 5. 1歯   診療所
     大歯276 大分市府内町１－２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3277,1 古賀歯科医院 〒870-0104 097-522-4182古賀　聖規 古賀　聖規 昭55. 5. 1歯   診療所
     大歯277 大分市南鶴崎２－４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3280,5 堀歯科医院 〒870-0934 097-551-3515堀　孝良 堀　孝良 昭55. 7. 1歯   診療所
     大歯280 大分市東津留２－１７－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3283,9 平岡歯科 〒870-0887 097-543-8161平岡　裕 平岡　裕 昭55.11. 1歯   診療所
     大歯283 大分市二又町１組 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1901,3307,6 佐藤歯科 〒870-0943 097-568-7200佐藤　晴宣 佐藤　晴宣 昭58. 2. 1歯   診療所
     大歯307 大分市大字片島字川原田１１０６常　勤:    1 所変 現存
     －３ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,3321,7 ハルヤマ歯科 〒870-1161 097-542-1110春山　良之 春山　良之 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     大歯321 大分市大字木上３２０番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,3322,5 くさつ歯科 〒870-0921 097-558-0555草津　年生 草津　年生 昭59. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯322 大分市萩原１－１９－３５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,3333,2 馬場歯科医院 〒870-0105 097-522-3033馬場　秀樹 馬場　秀樹 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     大歯333 大分市西鶴崎１－１０－６ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3335,7 たくま歯科医院 〒870-0147 097-556-7722詫摩　尚司 詫摩　尚司 昭60. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯335 大分市大字小池原１５３９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3338,1 賀来歯科医院 〒870-1132 097-568-0360賀来　進 賀来　進 昭60.10. 1歯   診療所
     大歯338 大分市大字光吉３６７－３ＨＩＨ常　勤:    1 所変 現存
     ２番館１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3340,7 生野歯科医院 〒870-0104 097-521-3578生野　信也 生野　信也 昭61. 1. 1歯   診療所
     大歯340 大分市南鶴崎２－３－２ 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3342,3 小野歯科医院 〒870-0124 097-520-3388小野　利行 小野　利行 昭61. 3. 1歯   診療所
     大歯342 大分市大字毛井字原ノ下４５０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3343,1 ながお歯科 〒870-0921 097-556-8575長尾　威 長尾　威 昭61. 5. 1歯   診療所
     大歯343 大分市萩原３－１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3344,9 敷戸小児歯科 〒870-1106 097-568-5025河野　裕 河野　裕 昭61. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯344 大分市敷戸台２丁目８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2901,3348,0 吉岡歯科 〒870-0251 097-592-3373吉岡　逸朗 吉岡　逸朗 昭61.10. 1歯   小歯 診療所
     大歯348 大分市大在中央２丁目３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,3354,8 緑が丘歯科医院 〒870-1172 097-541-6211吉村　正彦 吉村　正彦 昭62. 4. 1歯   診療所
     大歯354 大分市緑が丘４丁目３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,3355,5 斎藤歯科医院 〒870-1147 097-568-3133斎藤　敏宣 斎藤　敏宣 昭62. 5. 1歯   診療所
     大歯355 大分市ふじが丘北区２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,3356,3 曽根崎歯科医院 〒870-0021 097-538-0151曽根崎　利雅 曽根崎　利雅 昭62. 5. 1歯   診療所
     大歯356 大分市府内町２－１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3358,9 木津歯科医院 〒870-0889 097-546-6316木津　鉄之助 木津　鉄之助 昭62. 6. 1歯   診療所
     大歯358 大分市大字荏隈字年ノ神３１８－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3360,5 田中歯科クリニック 〒870-0008 097-534-6480田中　千明 田中　千明 昭62. 7. 1歯   診療所
     大歯360 大分市王子西町９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3362,1 田口歯科医院 〒870-0872 097-546-3388田口　杏典 田口　杏典 昭62.11. 1歯   診療所
     大歯362 大分市高崎１丁目１７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3366,2 そのだ歯科医院 〒870-0035 097-532-4759園田　清志 園田　清志 昭63. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯366 大分市中央町４－２－２９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3367,0 さとう歯科医院 〒870-0924 097-553-0388佐藤　康司 佐藤　康司 昭63. 4. 1歯   診療所
     大歯367 大分市牧１－１８１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3368,8 大内歯科医院 〒870-0136 097-553-0230大内　啓義 大内　啓義 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     大歯368 大分市山津町２－３－２３　ハイ常　勤:    1 新規 現存
     ネス佐藤１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3901,3369,6 歯科菅原健二医院 〒870-0100 097-568-3630菅原　健二 菅原　健二 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     大歯369 大分市大字津留字六本松１９０９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,3370,4 たにがわ歯科 〒870-0848 097-549-1212谷川　参聖 谷川　参聖 昭63. 4. 1歯   診療所
     大歯370 大分市賀来北２丁目９番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,3375,3 渡辺歯科医院 〒870-0268 097-592-3333渡辺　隆 渡辺　隆 昭63. 6. 1歯   診療所
     大歯375 大分市政所２丁目１ー４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,3385,2 木村歯科医院 〒870-0854 097-545-1580木村　哲也 木村　哲也 平元. 3. 1歯   診療所
     大歯385 大分市大字羽屋字太田２１０－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,3387,8 篠田歯科医院 〒870-0036 097-532-0980篠田　吉昭 篠田　吉昭 平元. 4. 1歯   診療所
     大歯387 大分市寿町１－２６篠田ビル２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3388,6 四季デンタルクリニッ〒870-1152 097-541-0270大塚　仁 大塚　仁 平元. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯388 ク 大分市大字上宗方１０５９－１ 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3392,8 荒金歯科診療所 〒870-0026 097-532-4397荒金　伸次 荒金　伸次 平元. 6. 1歯   診療所
     大歯392 大分市金池町４－７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3393,6 川上歯科医院 〒870-0886 097-546-4688医療法人川上歯科医院川上　和久 平元. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯393 大分市大字羽屋１７６番地の６ 常　勤:    2　理事長　川上　和久 組変 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3395,1 中村歯科医院 〒870-0307 097-592-2646医療法人中村歯科医院中村　周三 平元. 7. 1歯   診療所
     大歯395 大分市坂ノ市中央一丁目７番３２常　勤:    2　理事長　中村　周三 組変 現存
     号 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3402,5 イワオ歯科医院 〒870-0821 097-543-8800医療法人イワオ歯科医岩尾　秀実 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     大歯402 大分市志手１組の２ 常　勤:    1院　理事長　岩尾　秀 組変 現存
     (歯       1)実 平28. 9. 1
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   4901,3403,3 敷戸グリーン歯科 〒870-1106 097-567-2000山原　幹正 山原　幹正 平元.10. 1歯   歯外 診療所
     大歯403 大分市敷戸台二丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,3405,8 多賀歯科医院 〒870-0022 097-532-4049河野　俊夫 河野　俊夫 平 2. 1. 1歯   診療所
     大歯405 大分市大手町１丁目３番１２号 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,3406,6 重光歯科医院 〒870-1121 097-568-9000重光　和夫 重光　和夫 平 2. 2. 1歯   診療所
     大歯406 大分市大字鴛野１０８９－１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,3408,2 秋好歯科医院 〒870-0914 097-556-8583秋好　宏隆 秋好　宏隆 平 2. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯408 大分市日岡１－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,3411,6 富士見歯科クリニック〒870-1173 097-541-4111医療法人富士見歯科ク柴崎　明彦 平 2. 3. 1歯   小歯 診療所
     大歯411 大分市大字横瀬４８０番地の２ 常　勤:    1リニック　理事長　柴 組変 現存
     (歯       1)崎　明彦 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3412,4 右田歯科医院 〒870-0883 097-543-8888右田　英利 右田　英利 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     大歯412 大分市大字永興５組の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3413,2 なかじま歯科医院 〒870-0127 097-523-0284中島　史郎 中島　史郎 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     大歯413 大分市森町花の木通５０１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3415,7 大分歯科専門学校付属〒870-8658 097-535-0201学校法人平松学園　理小西　敦子 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯415 歯科診療所 大分市千代町３丁目３番８号 常　勤:    2事長　平松　恵美子 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3417,3 内尾歯科医院 〒870-0034 097-532-6471内尾　豊明 内尾　豊明 平 2. 6.16歯   小歯 診療所
     大歯417 大分市都町２－６－２５ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3421,5 医療法人　伊藤歯科医〒870-0889 097-549-3554医療法人伊藤歯科医院伊藤　栄治 平 2. 9. 1歯   診療所
     大歯421 院 大分市大字荏隈７５４番地３ 常　勤:    1　理事長　伊藤　栄治 組変 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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   5901,3425,6 しんろう歯科医院 〒870-0943 097-569-9136阿部　伸朗 阿部　伸朗 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     大歯425 大分市片島８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,3427,2 清国歯科医院 〒870-0839 097-545-3882清國　時雄 清國　時雄 平 3. 7. 1歯   診療所
     大歯427 大分市金池南１－１０－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,3432,2 ハロー歯科医院 〒870-0854 097-546-3600幸野　哲也 幸野　哲也 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     大歯432 大分市大字羽屋２１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,3435,5 医療法人　中山歯科医〒870-0049 097-533-1156医療法人中山歯科医院中山　隆雄 平 4.10. 1歯   診療所
     大歯435 院 大分市中島中央１丁目２番４４号常　勤:    2　理事長　中山　隆雄 組変 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,3436,3 くまい歯科医院 〒870-0326 097-593-1118隈井　昇 隈井　昇 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     大歯436 大分市久原南一丁目１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3438,9 大在中央歯科 〒870-0251 097-593-4535椋本　幸雄 椋本　幸雄 平 5. 3. 1歯   診療所
     大歯438 大分市大在中央１丁目１２番１１常　勤:    1 所変 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3439,7 菅野歯科医院 〒870-0021 097-532-5651菅野　孝一 菅野　孝一 平 5. 4. 1歯   診療所
     大歯439 大分市府内町１丁目６－１７ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3441,3 岸本歯科 〒870-0937 097-552-7535岸本　満雄 岸本　満雄 平 5. 7. 1歯   診療所
     大歯441 大分市南津留３－２０ 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3442,1 高城やまだ歯科 〒870-0155 097-552-7682山田　道男 山田　道男 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     大歯442 大分市高城南町１１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3445,4 たかはし歯科医院 〒870-0929 097-569-0050高橋　伸彰 高橋　伸彰 平 5.11. 1歯   診療所
     大歯445 大分市長谷町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6901,3446,2 医療法人　大内矯正歯〒870-0021 097-538-1123医療法人大内矯正歯科大内　英明 平 5.12. 1矯歯 診療所
     大歯446 科 大分市府内町１丁目４番８号　生常　勤:    1　理事長　大内　英明 組変 現存
     野ビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,3448,8 医療法人德丸歯科医院〒870-1123 097-569-0021医療法人德丸歯科医院德丸　哲也 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯448 大分市大字寒田字池添１０３６番常　勤:    1　理事長　德丸　哲也 組変 現存
     地の１ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,3451,2 つるさき歯科医院 〒870-0101 097-521-1250野田　道博 野田　道博 平 6. 8. 1歯   診療所
     大歯451 大分市中鶴崎１－２－５ 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3456,1 ホワイト矯正歯科医院〒870-1133 097-567-7733瑞木　裕史 瑞木　裕史 平 7. 5. 1矯歯 診療所
     大歯456 大分市大字宮崎字五反田８３５－常　勤:    1 新規 現存
     ２橋本ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,3462,9 佐藤クリニック 〒870-0026 097-535-0480医療法人佐藤クリニッ佐藤　匡司 平 7. 8. 1一般        19診療所
     (01,1742,0) 大分市金池町２丁目８番１８号 常　勤:    2ク　理事長　佐藤　匡 組変 歯外 耳い 気食現存
     大歯462 (医       1)司 平28. 8. 1形外 美外 アレ
     (歯       1)
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3464,5 堀内歯科 〒870-0154 097-551-2515堀内　紀男 堀内　紀男 平 7.11. 1歯   診療所
     大歯464 大分市高城西町１６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3465,2 髙崎歯科医院 〒870-0271 097-523-0808髙崎　俊彦 髙崎　俊彦 平 7.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯465 大分市大字角子原字尾長９０７番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3469,4 加藤歯科医院 〒870-0126 097-520-0112加藤　裕之 加藤　裕之 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     大歯469 大分市大字横尾字二目川３９３２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3472,8 三浦歯科クリニック 〒870-0137 097-556-2273三浦　哲夫 三浦　哲夫 平 8. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯472 大分市寺崎町１－９－１ 常　勤:    2 所変 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3474,4 あやべ歯科医院 〒870-0952 097-554-3030綾部　夏樹 綾部　夏樹 平 9. 1. 1歯   診療所
     大歯474 大分市下郡北２丁目１０番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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   7901,3475,1 はしもと歯科医院 〒870-0309 097-592-6800橋本　貴紀 橋本　貴紀 平 9. 1. 1歯   矯歯 診療所
     大歯475 大分市坂ノ市西１丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,3478,5 マツモト歯科クリニッ〒870-0815 097-546-3545松本　恭宜 松本　恭宜 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     大歯478 ク 大分市南春日町８番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,3479,3 医療法人　城崎山本歯〒870-0045 097-537-1141医療法人　城崎山本歯山本　舜治 平 9. 6. 1歯   診療所
     大歯479 科 大分市城崎町２丁目１番７号 常　勤:    1科　理事長　山本　舜 組変 現存
     (歯       1)治 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3481,9 矯正歯科スマイルクリ〒870-0026 097-532-3100医療法人微笑会　理事曽根崎　壽 平 9. 7. 1歯   矯歯 診療所
     大歯481 ニック 大分市金池２丁目１番１９号大分常　勤:    2長　曽根崎　壽 組変 現存
     駅前ビル６Ｆ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,3482,7 フラワー歯科医院 〒870-0829 097-545-9999角　栄二 角　栄二 平 9. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯482 大分市大字三芳６４８番地１４エ常　勤:    1 新規 現存
     ントラーダ椎迫１０１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,3483,5 野田歯科クリニック 〒870-1143 097-542-2511野田　征生 野田　征生 平 9.10. 6歯   小歯 診療所
     大歯483 大分市大字田尻５８０－３ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24.10. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3484,3 やなる歯科医院 〒879-7761 097-597-3880医療法人やなる歯科医矢鳴　耕太郎 平 9.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯484 大分市大字中戸次５９３９ 常　勤:    2院　理事長　矢鳴　耕 組変 歯外 現存
     (歯       2)太郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3486,8 おかはら歯科医院 〒870-0108 097-522-3370岡原　圭三 岡原　圭三 平 9.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯486 大分市三佐６丁目１０－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3492,6 村上歯科医院 〒870-0127 097-522-4433医療法人村上歯科医院村上　春好 平10. 5. 1歯   診療所
     大歯492 大分市大字森町２４３－７ 常　勤:    1　理事長　村上　春好 組変 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3493,4 判田歯科クリニック 〒870-1113 097-597-7373及川　博文 及川　博文 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     大歯493 大分市大字中判田字尾坪１８６５常　勤:    1 開変 現存
     番 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8901,3495,9 麻生歯科 〒870-0867 097-548-7072麻生　昌克 麻生　昌克 平10. 7. 1歯   診療所
     大歯495 大分市東野台一丁目二番三 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,3496,7 毛利歯科医院 〒870-0021 097-532-4505毛利　郁生 毛利　郁生 平10. 8.11歯   診療所
     大歯496 大分市府内町１丁目５番４４号 常　勤:    3 開変 現存
     (歯       3) 平28. 8.11
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,3497,5 まつもと歯科医院 〒870-0919 097-552-8211松本　晃治 松本　晃治 平10.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯497 大分市新栄町１２－２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3498,3 加藤歯科医院 〒870-0308 097-592-1165加藤　敏之 加藤　敏之 平10.11. 1歯   診療所
     大歯498 大分市坂ノ市南１丁目８－１０ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,3499,1 カワムラ歯科医院 〒870-0848 097-540-7300河村　哲夫 河村　哲夫 平10.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯499 大分市賀来北３丁目３－１ 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,3502,2 ごあん歯科 〒870-0954 097-554-8200後庵　礼一 後庵　礼一 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     大歯502 大分市下郡中央２丁目８番５７号常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3505,5 いちぎ歯科 〒870-0268 097-592-6108菅　寛美 菅　寛美 平12. 1. 1歯   診療所
     大歯505 大分市大字政所字村田２２１９番常　勤:    1 新規 現存
     地の３ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3506,3 守谷歯科医院 〒870-0886 097-544-4035守谷　直史 守谷　直史 平12. 1. 1歯   診療所
     大歯506 大分市上田町１組の２ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3511,3 なりやす歯科医院 〒870-1151 097-541-5141成安　聖司 成安　聖司 平12. 5. 1歯   診療所
     大歯511 大分市大字市５６１番地の５ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3512,1 花みずき歯科クリニッ〒870-0844 097-544-1151矢野　洋哉 矢野　洋哉 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     大歯512 ク 大分市古国府４１７番地の１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9901,3513,9 みうら歯科 〒870-0955 097-554-8787三浦　隆司 三浦　隆司 平12.10. 1歯   診療所
     大歯513 大分市下郡南１丁目７番７号 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,3514,7 ホワイトロードデンタ〒870-1155 097-588-8500甲斐　裕之 甲斐　裕之 平12.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯514 ルクリニック 大分市大字玉沢字垣添７０１番地常　勤:    1 新規 現存
     の１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,3515,4 ひらい歯科医院 〒870-0134 097-521-2272平井　義文 平井　義文 平13. 4. 1歯   診療所
     大歯515 大分市猪野１２４１番地の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3516,2 カイ歯科医院 〒870-0844 097-546-3366甲斐　克彦 甲斐　克彦 平13. 3.14歯   小歯 診療所
     大歯516 大分市古国府５の１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平25. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,3517,0 たんぽぽ歯科クリニッ〒870-0818 097-514-1182坂本　淑子 坂本　淑子 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     大歯517 ク 大分市新春日町２丁目２の１１ト常　勤:    2 新規 現存
     ポアコート２Ｆ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3519,6 はしもと歯科医院 〒870-1143 097-588-8333橋本　謙二 橋本　謙二 平13. 6. 1歯   診療所
     大歯519 大分市大字田尻１９６番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,3520,4 アルプス歯科医院 〒879-7761 097-548-8115医療法人社団真正会　向井　道夫 平13.11. 1歯   診療所
     大歯520 大分市大字中戸次１４４８番地 常　勤:    1理事長　向井　道夫 組変 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3527,9 きふね小児歯科 〒870-0161 097-503-1186木舩　敏郎 木舩　敏郎 平14. 9. 1小歯 歯   診療所
     大歯527 大分市明野東５丁目２番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3530,3 むくもと歯科医院 〒870-1113 097-597-0168医療法人むくもと歯科椋本　道夫 平14.11. 1歯   診療所
     大歯530 大分市大字中判田１７３４番地の常　勤:    2医院　理事長　椋本　 組変 現存
     ８ (歯       2)道夫 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,3531,1 木下歯科 〒870-0026 097-532-5505木下　信 木下　信 平14.11.18歯   小歯 診療所
     大歯531 大分市金池町１丁目９番４４号 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平26.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10901,3532,9 まさき歯科医院 〒870-0954 097-568-6480松本　雅企 松本　雅企 平15. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯532 大分市下郡中央３丁目１１番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3534,5 明野古沢歯科 〒870-0161 097-558-6164古澤　研 古澤　研 平15. 2. 1歯   診療所
     大歯534 大分市明野東１－１－１　明野ア常　勤:    2 所変 現存
     クロス内 (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,3536,0 つつみ歯科医院 〒870-0877 097-549-6480堤　将治 堤　将治 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     大歯536 大分市賀来１２００番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3537,8 加來デンタルオフィス〒870-0021 097-532-4618加來　慶久 加來　慶久 平15. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯537 大分市府内町１丁目６番１０号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,3544,4 さとう歯科クリニック〒870-0307 097-593-0810佐藤　秀治 佐藤　秀治 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯544 大分市坂ノ市中央四丁目９番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3545,1 おの歯科医院 〒870-0035 097-534-8435小野　晴彦 小野　晴彦 平16. 4. 1歯   診療所
     大歯545 大分市中央町２－３－１９ 常　勤:    3 開変 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,3546,9 高江にこにこ歯科クリ〒870-1118 097-554-3318医療法人春和会　理事二ノ宮　浩生 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     大歯546 ニック 大分市高江南三丁目１番地の２ 常　勤:    1長　二ノ宮　浩生 組変 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3547,7 けんせい歯科クリニッ〒870-0935 097-555-9805大分県医療生活協同組碓井　芳枝 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     大歯547 ク 大分市古ケ鶴１丁目４番２３号 常　勤:    4合　理事長　楢原　真 新規 現存
     (歯       4)由美 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3548,5 わかばデンタルクリニ〒870-0252 097-592-6480坂元　宜文 坂元　宜文 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     大歯548 ック 大分市大在浜１丁目７番３８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,3550,1 まいづる歯科医院 〒870-0939 097-556-1510川野　桂吾 川野　桂吾 平16. 8.27歯   矯歯 小歯診療所
     大歯550 大分市中津留２丁目４－１２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 8.27



 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［大分県］

［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    13 頁

  11901,3553,5 財津歯科医院 〒879-2201 097-575-0201財津　脩 財津　脩 昭51.12. 1歯   診療所
     大歯553 大分市大字佐賀関２２００番地 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,3555,0 木本歯科診療所 〒879-2201 097-574-0356木本　幸一 木本　幸一 昭56. 1. 1歯   診療所
     大歯555 大分市大字佐賀関２０１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,3556,8 秋岡歯科医院 〒879-2111 097-524-8588秋岡　一学 秋岡　一学 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     大歯556 大分市大字本神崎６９８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,3557,6 馬場歯科医院神崎診療〒879-2111 097-524-8686医療法人社団馬場歯科馬場　博史 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯557 所 大分市大字本神崎６１５番地 常　勤:    1医院　理事長　馬場　 新規 歯外 現存
     (歯       1)博史 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,3559,2 柴田歯科医院 〒870-1203 097-588-0058柴田　浩 柴田　浩 昭63. 8. 1歯   診療所
     大歯559 大分市大字野津原１７５４－１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,3560,0 医療法人　森澤歯科医〒870-0035 097-537-3111医療法人森澤歯科医院森澤　宣生 平16.12.15歯   診療所
     大歯560 院 大分市中央町３丁目１番２号 常　勤:    2　理事長　森澤　宣生 所変 現存
     (歯       2) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,3563,4 三浦歯科医院 〒870-0874 097-545-7893三浦　洋史 三浦　洋史 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     大歯563 大分市にじが丘１丁目２０番地の常　勤:    1 開変 現存
     １２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,3564,2 くどう歯科 〒870-0125 097-520-4477工藤　信哉 工藤　信哉 平17. 5. 7一般    診療所
     大歯564 大分市大字松岡５１６７番地の１常　勤:    1 所変 歯   現存
     (歯       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,3566,7 安東歯科医院 〒870-0163 097-553-1211医療法人秀和会　理事安東　俊介 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯566 大分市明野南１丁目２７番２５号常　勤:    2長　安東　俊介 組変 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,3567,5 にしざわ歯科口腔外科〒870-0823 097-543-8241西澤　浩太郎 西澤　浩太郎 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯567 クリニック 大分市東大道１丁目８番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  12901,3568,3 吉田歯科医院 〒870-0267 097-593-0225吉田　憲史 吉田　憲史 平18. 4. 1歯   歯外 診療所
     大歯568 大分市城原１７６９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,3570,9 トキハわさだタウン歯〒870-1155 097-588-8461医療法人光風会　理事迫田　竜二 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯570 科クリニック 大分市玉沢７５５番地の１ 常　勤:    2長　迫田　竜二 組変 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,3571,7 阿部歯科医院 〒870-0034 097-532-4847阿部　眞也 阿部　眞也 平18. 5. 1歯   診療所
     大歯571 大分市都町１丁目３番２２号大分常　勤:    1 所変 現存
     都町ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,3572,5 川原歯科医院 〒870-0917 097-556-0505医療法人　恵成会　理川原　義成 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯572 大分市高松一丁目３番６号 常　勤:    2事長　川原　義成 組変 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,3573,3 中川歯科医院 〒870-1151 097-542-5005中川　文敬 中川　文敬 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯573 大分市大字市字池田１０５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,3574,1 いちご歯科クリニック〒870-0325 097-592-2323山下　洋基 山下　洋基 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯574 大分市久原中央３－２－３０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,3576,6 よしだ歯科医院 〒870-0131 097-523-3450吉田　正義 吉田　正義 平18.10. 1歯   診療所
     大歯576 大分市大字皆春字後田２９２－１常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,3577,4 数野歯科・小児歯科 〒870-0029 097-536-5331医療法人数野歯科・小数野　太一 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     大歯577 大分市高砂町４番１号 常　勤:    2児歯科　理事長　数野 組変 現存
     (歯       2)　太一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,3578,2 スマイルラインデンタ〒870-0254 097-592-8844医療法人スマイルライ荻本　多津生 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯578 ルクリニック 大分市横塚２丁目１４番３５号 常　勤:    1ン　理事長　荻本　多 組変 歯外 現存
     (歯       1)津生 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,3579,0 春日浦オータニデンタ〒870-0005 097-537-4182大谷　俊輔 大谷　俊輔 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯579 ルオフィス 大分市王子北町５－９フレスポ春常　勤:    1 新規 歯外 現存
     日浦２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
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  13901,3580,8 南大分フレッシュ歯科〒870-0100 097-545-1359黒川　義行 黒川　義行 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     大歯580 大分市大字奥田６３１番地の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,3584,0 ビューティースマイル〒870-0932 097-558-1324髙橋　政人 髙橋　政人 平19. 3.24歯   矯歯 小歯診療所
     大歯584 髙橋歯科医院 大分市東浜２－６－７ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平25. 3.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,3585,7 森いとう歯科医院 〒870-0128 097-523-0416医療法人常和会　理事伊東　常樹 平19. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     大歯585 大分市大字森３７７番地の１ 常　勤:    1長　伊東　常樹 組変 小歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,3586,5 船橋歯科医院 〒870-0126 097-524-6811医療法人　慶生会　理船橋　賢市 平19. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯586 大分市大字横尾字堤４２６６番３常　勤:    1事長　船橋　賢市 組変 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,3588,1 福原総合デンタルクリ〒870-0936 097-556-4618福原　彰 福原　彰 平19.12. 1歯   矯歯 診療所
     大歯588 ニック 大分市岩田町３丁目６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,3589,9 高橋歯科医院 〒870-0034 097-532-9560医療法人社団Ｔ・Ｄ・南部　貴志 平19.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯589 大分市都町三丁目１番１９号 常　勤:    2Ｃ　理事長　南部　里 組変 現存
     (歯       2)恵子 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,3592,3 小野歯科医院 〒870-0022 097-532-7786小野　聡 小野　聡 平20. 1. 1歯   診療所
     大歯592 大分市大手町３丁目３－７ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,3594,9 サンライト歯科 〒870-0939 097-553-1486後藤　浩世 後藤　浩世 平20. 3.15歯   小歯 診療所
     大歯594 大分市中津留１丁目１１番１４号常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平26. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,3595,6 麻生歯科大分駅南クリ〒870-0839 097-594-8100麻生　直 麻生　直 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯595 ニック 大分市金池南１丁目９番１１号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［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    16 頁

  14801,3597,2 ベル歯科クリニック 〒870-0839 097-529-8298藤本　洋士 藤本　洋士 平20. 6. 1歯   歯外 診療所
     大歯597 大分市金池南２－１７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,3598,0 南大分さとう歯科 〒870-0888 097-544-8310佐藤　孝明 佐藤　孝明 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯598 大分市三ケ田町１３組 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,3599,8 タカサゴデンタルオフ〒870-0029 097-594-5004近藤　剛史 近藤　剛史 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯599 ィス 大分市高砂町１－５　大川産婦人常　勤:    1 新規 歯外 現存
     科　小児科　高砂ビル７Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,3600,4 らいおん歯科 〒870-0839 097-547-7110白石　明 白石　明 平21. 3. 1小歯 歯   矯歯診療所
     大歯600 大分市金池南２丁目３－５　らい常　勤:    1 新規 歯外 現存
     おんビル２０１ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,3604,6 高橋歯科医院 〒870-0161 097-551-6538医療法人社団　高橋歯髙橋　英樹 平21.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯604 大分市明野東２丁目７番５号 常　勤:    4科医院　理事長　髙橋 組変 矯歯 現存
     (歯       4)　英樹 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,3605,3 ふたば歯科クリニック〒870-0267 097-547-8800医療法人城崎山本歯科山本　徹 平22. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯605 大分市城原字蓮池２４０３番地２常　勤:    1　理事長　山本　舜治 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,3608,7 みつよしデンタルクリ〒870-1135 097-567-7044西川　明宏 西川　明宏 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯608 ニック 大分市光吉新町３－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,3611,1 ダイヤモンド歯科クリ〒879-7761 097-547-8751医療法人　育栄会　理鹿野　雄一郎 平22. 8. 1歯外 小歯 診療所
     大歯611 ニック 大分市大字中戸次字長新地４７８常　勤:    1事長　木本　哲也 新規 現存
     １番地 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,3614,5 オレンジ歯科 〒870-1113 097-547-9074佐藤　紳一郎 佐藤　紳一郎 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯614 大分市中判田１５００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,3615,2 甲斐歯科医院 〒870-0045 097-536-3267甲斐　大嘉 甲斐　大嘉 平23. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯615 大分市城崎町１丁目５番６号 常　勤:    2 開変 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15801,3616,0 首藤歯科クリニック 〒870-0945 097-569-3984医療法人純洋会　理事首藤　洋治 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯616 大分市大字津守字伏子８７番地６常　勤:    1長　首藤　純 組変 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,3617,8 きむら歯科クリニック〒870-0272 097-574-7464木村　英樹 木村　英樹 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     大歯617 大分市大字迫字迫谷５３番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,3620,2 ねぎ歯科クリニック 〒870-0854 097-546-8241根木　慎太郎 根木　慎太郎 平23. 6. 1歯   歯外 診療所
     大歯620 大分市大字羽屋５３４－１ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,3621,0 ライフ歯科クリニック〒870-0125 097-520-0030医療法人清美会　理事足立　佳則 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯621 大分市大字松岡４７１３－１ 常　勤:    1長　足立　佳則 組変 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,3622,8 はっぴぃ―歯科・小児〒870-0131 097-521-4182三宮　一仁 三宮　一仁 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯622 歯科 大分市大字皆春１５７１－１ぱせ常　勤:    1 新規 現存
     お２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,3623,6 たいよう歯科 〒870-0924 097-552-3322嶋本　二三八 嶋本　二三八 平23.10. 1歯   診療所
     大歯623 大分市牧３丁目１１－１６ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,3624,4 おおつる歯科・矯正歯〒870-0848 097-549-5500医療法人　康慎会　理宮﨑　大輔 平23.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯624 科 大分市賀来北２丁目１０番３４号常　勤:    1事長　宮﨑　大輔 組変 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,3625,1 大谷歯科・こども歯科〒870-0816 097-594-0648医療法人大谷歯科・こ大谷　周平 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     大歯625 大分市田室町６番３号 常　勤:    3ども歯科　理事長　大 組変 現存
     (歯       3)谷　周平 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,3627,7 大分駅南口歯科 〒870-0839 097-594-0202久下　綾香 久下　綾香 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯627 大分市金池南１丁目１－５ＪＲお常　勤:    1 新規 歯外 現存
     おいたシティ第２駐車場２階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  16701,3628,5 さとう歯科医院 〒870-0117 097-522-3015佐藤　俊二 佐藤　俊二 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯628 大分市大字南２－１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,3630,1 すぎもと歯科こども歯〒870-0241 097-521-3434杉本　俊介 杉本　俊介 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯630 科 大分市庄境１０４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,3631,9 こころデンタルクリニ〒870-0135 097-556-8833指宿　一郎 指宿　一郎 平24. 7. 1歯   診療所
     大歯631 ック 大分市仲西町２丁目４－２８　Ｙ常　勤:    2 新規 現存
     ＵＫＯビル２Ｆ (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,3632,7 藤原歯科医院 〒870-0104 097-527-2455藤原　恵作 藤原　恵作 平24.10. 3歯   矯歯 小歯診療所
     大歯632 大分市南鶴崎１－３－１３ 常　勤:    2 開変 歯外 現存
     (歯       2) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,3633,5 丘の上の歯医者さん 〒870-0174 097-520-7829医療法人丘の上の歯医冨谷　美由喜 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     大歯633 大分市公園通り西２丁目１番パー常　勤:    1者さん　理事長　冨谷 組変 現存
     クプレイス大分３Ｆ (歯       1)　美由喜 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,3634,3 医療法人　小幡歯科 〒870-0027 097-537-1233医療法人　小幡歯科　小幡　洋一 平25. 1. 1歯   診療所
     大歯634 大分市末広町１－５－１５ 常　勤:    3理事長　小幡　洋一 組変 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,3636,8 ななせ歯科クリニック〒870-1151 097-574-5418池松　義真 池松　義真 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯636 大分市大字市沼口５９７－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,3637,6 野上デンタルクリニッ〒870-0003 097-532-5068野上　雅生 野上　雅生 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯637 ク 大分市生石２丁目３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,3638,4 かみやま歯科 〒870-0128 097-520-4028上山　輝樹 上山　輝樹 平25. 4.15歯   小歯 矯歯診療所
     大歯638 大分市大字森１２２９－１４ 常　勤:    2 開変 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17601,3639,2 平林歯科医院 〒870-0856 097-544-3100平林　圭介 平林　圭介 平25. 5.10歯   歯外 診療所
     大歯639 大分市畑中８－１１ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平25. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,3641,8 西郷歯科医院 〒879-7761 097-597-5533香江　紀明 香江　紀明 平25. 6. 1歯   診療所
     大歯641 大分市中戸次４５６０－２へつぎ常　勤:    1 開変 現存
     ショッピングプラザ２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,3643,4 辛島コーイチ歯科 〒870-0021 097-532-2753辛島　光一 辛島　光一 平25. 8. 8歯   矯歯 診療所
     大歯643 大分市府内町２丁目５－８ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平25. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,3646,7 萩原かわの歯科 〒870-0919 097-558-7884河野　益広 河野　益広 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯646 大分市新栄町２－１０ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,3647,5 オーラルケア・プラザ〒870-0245 097-528-8810医療法人　璃心会　理原田　政義 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯647 　ハート歯科クリニッ大分市大在北１丁目２０２番 常　勤:    1事長　原田　政義 組変 矯歯 現存
     ク (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,3649,1 いまむら歯科クリニッ〒870-0846 097-543-4618今村　純崇 今村　純崇 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯649 ク 大分市花園１１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,3650,9 谷川デンタルクリニッ〒870-0822 097-547-7164谷川　雄一 谷川　雄一 平26.10. 1歯   歯外 診療所
     大歯650 ク 大分市大道町４－２－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,3651,7 大分みつば歯科口腔外〒870-0023 097-538-4492長尾　正德 長尾　正德 平26.10.18歯   歯外 診療所
     大歯651 科クリニック 大分市長浜町３－６－２６ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平26.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,3652,5 かず歯科 〒870-0035 097-532-6662馬場　一彰 馬場　一彰 平26.10. 1歯   診療所
     大歯652 大分市中央町３丁目２－１ 常　勤:    1 組変 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,3653,3 ひまわり歯科 〒870-1143 097-541-4655医療法人ひまわり歯科檀上　隆昭 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     大歯653 大分市田尻１８８－１ 常　勤:    2　理事長　檀上　隆昭 組変 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
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  18601,3654,1 ふくだ歯科クリニック〒870-0128 097-574-4182医療法人　香福会　理福田　竜一 平26.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯654 大分市大字森５８２番地１ 常　勤:    1事長　福田　竜一 組変 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,3655,8 きし歯科ファミリーク〒870-0850 097-574-5500医療法人　きし歯科フ岸　岳宏 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯655 リニック 大分市賀来西一丁目１２番３号リ常　勤:    2ァミリークリニック　 組変 現存
     ンツガーデンウォーク内 (歯       2)理事長　岸　岳宏 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,3657,4 クローバー歯科 〒870-0165 097-503-1230成松　太一郎 成松　太一郎 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯657 大分市明野北２－１５－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,3659,0 おおしま歯科クリニッ〒870-0048 097-532-6480大嶋　一洋 大嶋　一洋 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯659 ク 大分市碩田町２丁目２番２７号　常　勤:    1 新規 現存
     碩田ハイツ１Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,3660,8 二宮歯科 〒870-1123 097-574-8148医療法人二宮歯科　理二宮　信一 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯660 大分市大字寒田字ダイ１０５８番常　勤:    1事長　二宮　信一 組変 現存
     地１８ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,3661,6 ナチュラルデンタルク〒870-0157 097-574-4701医療法人庸誠舎　理事佐藤　誠宏 平27. 7. 1歯   診療所
     大歯661 リニック 大分市高城本町５番１３ 常　勤:    2長　佐藤　誠宏 組変 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,3662,4 大手町デンタルクリニ〒870-0022 097-507-9533坂元　幹彦 坂元　幹彦 平27. 9. 1歯   歯外 診療所
     大歯662 ック 大分市大手町１－３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,3663,2 土屋デンタルクリニッ〒870-0839 097-578-8214医療法人　歯芸会　理土屋　嘉都彦 平27.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     大歯663 ク　大分オフィス 大分市金池南一丁目１１番３０号常　勤:    1事長　土屋　直行 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,3664,0 児玉歯科医院 〒870-0913 097-551-5459児玉　博司 児玉　博司 平27.12. 1歯   診療所
     大歯664 大分市松原町３丁目１番１１号　常　勤:    1 所変 現存
     １０４ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  19501,3665,7 さわみや歯科医院 〒879-7761 097-574-6801医療法人　雄浩会　理澤宮　雄一郎 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯665 大分市大字中戸次字市４３３９番常　勤:    1事長　澤宮　雄一郎 組変 現存
     地６ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,3666,5 山本歯科医院 〒870-0043 097-532-1761山本　昌家 山本　昌家 平28. 1. 1歯   診療所
     大歯666 大分市中島東２丁目３－３８ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,3667,3 なないろ歯科 〒879-7761 097-548-8241安藤　寿英 安藤　寿英 平28. 4. 1歯   診療所
     大歯667 大分市中戸次５１１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,3668,1 さくら歯科クリニック〒870-0851 097-549-2418岡部　達哉 岡部　達哉 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯668 大分市大字荏隈字中洲１２８４番常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,3669,9 明野デンタルクリニッ〒870-0165 097-553-0588板井　賢悟 板井　賢悟 平28. 6. 1歯   診療所
     大歯669 ク 大分市明野北２丁目４－３４ 常　勤:    3 開変 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,3670,7 うちだ歯科 〒870-0025 097-532-6138医療法人輝衛会　理事内田　雅則 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯670 大分市顕徳町２丁目５番２１号 常　勤:    2長　内田　雅則 組変 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,3671,5 たけお歯科クリニック〒870-1161 097-542-1184武生　智 武生　智 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯671 大分市大字木上鉾手２０５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,3672,3 まつばらデンタルクリ〒870-0829 097-579-6401松原　祐介 松原　祐介 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯672 ニック 大分市大字三芳字宮畑１８６２番常　勤:    2 新規 現存
     地１ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,3673,1 ファミリー歯科クリニ〒870-0935 097-551-4110河野　陽介 河野　陽介 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯673 ック 大分市古ケ鶴２－３－２３ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,3674,9 だん歯科クリニック 〒870-0003 097-533-0418医療法人　晴結会　理野田　壇 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯674 大分市大字生石１４５－４４ 常　勤:    2事長　野田　壇 組変 矯歯 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20501,3675,6 大分きずなハロー歯科〒870-0049 097-529-8020医療法人社団長吉会　内野　辰宏 平28.12. 1歯   診療所
     大歯675 診療所 大分市中島中央三丁目２番１９号常　勤:    2理事長　内野　辰宏 所変 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,3676,4 まとう歯科クリニック〒870-0016 097-533-0101医療法人　美音会　理間藤　隆紀 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯676 大分市新川町１丁目１１５１―１常　勤:    2事長　間藤　隆紀 組変 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,3677,2 とも歯科クリニック 〒870-0165 097-552-5515医療法人壮優会　理事河野　智一 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大歯677 大分市明野北一丁目２２２６番１常　勤:    2長　河野　智一 組変 現存
     ０ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,3678,0 大分矯正歯科 〒870-0027 097-576-7182内海　大 内海　大 平29. 6. 1矯歯 歯   診療所
     大歯678 大分市末広町１－１－３２　末広常　勤:    1 新規 現存
     ビル６Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,3679,8 みどり歯科おとなこど〒870-0116 097-511-2299吉岡　俊一 吉岡　俊一 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯679 もクリニック 大分市常行１２９－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,3680,6 せぐち歯科医院 〒870-0815 097-545-6111医療法人　凌雲会　理瀬口　清文 平29. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯680 大分市南春日町９番８号 常　勤:    2事長　瀬口　清文 組変 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,3681,4 あべ歯科クリニック 〒870-1132 097-504-7955医療法人ＡＵＮ　理事安倍　千鶴 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     大歯681 大分市大字光吉８９０番地の１ 常　勤:    2長　安倍　憲一 組変 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,3682,2 にじいろ歯科クリニッ〒870-1143 097-529-7338板井　健 板井　健 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大歯682 ク 大分市田尻６０６－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,3684,8 医療法人社団デンタル〒870-0803 097-578-8348医療法人社団デンタル向笠　雅夫 平29.10. 1歯   診療所
     大歯684 ユニオン　大分ユニオ大分市大字神崎字前田９９５番地常　勤:    2ユニオン　理事長　向 所変 現存
     ン歯科 ５ (歯       2)笠　雅夫 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,3685,5 吉川歯科医院 〒870-0942 097-574-5135吉川　宜近 吉川　宜近 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     大歯685 大分市羽田字千鳥１１３２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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  21501,3686,3 福﨑歯科 〒870-0142 097-551-1022医療法人福﨑歯科　理福﨑　達夫 平30. 1.19歯   小歯 診療所
     大歯686 大分市三川下三丁目６番１５号 常　勤:    5事長　福﨑　達夫 所変 現存
     (歯       5) 平30. 1.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,3687,1 大分駅前歯科 〒870-0831 097-545-8801後藤　雅 後藤　雅 平30. 2. 1歯   歯外 診療所
     大歯687 大分市要町５番５号１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,3688,9 大分県口腔保健センタ〒870-0819 097-547-8833一般社団法人　大分県天野　郁子 平30. 3.26歯   小歯 歯外診療所
     大歯688 ー 大分市王子新町６番１号 常　勤:    1歯科医師会　会長　長 新規 現存
     (歯       1)尾　博通 平30. 3.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,3689,7 立花歯科医院 〒870-0026 097-532-8090立花　元 立花　元 平30. 4.20歯   診療所
     大歯689 大分市金池町２丁目１－３　レイ常　勤:    1 所変 現存
     ンボービル４階 (歯       1) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,3691,3 麻生歯科 〒870-0013 097-532-8623医療法人　麻生歯科　麻生　篤 平30. 5. 1歯   歯外 診療所
     大歯691 大分市大字勢家１０６６番地２ 常　勤:    2理事長　麻生　篤 組変 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,3692,1 ふじわら歯科富士見が〒870-1176 097-541-5560藤原　理恵 藤原　理恵 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯692 丘 大分市富士見が丘東５丁目１０番常　勤:    2 開変 現存
     １号 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102,3098,9 岩尾歯科医院 〒874-0919 0977-21-8329松田　典子 松田　典子 昭49. 7. 1歯   診療所
     別歯98 別府市石垣東３丁目４番１６号 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22202,3110,2 歯科アサノ医院 〒874-0833 0977(25)5449浅野　雄三郎 浅野　雄三郎 昭53. 3. 1歯   診療所
     別歯110 別府市大字鶴見４０８３番地の１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22302,3121,9 溝部歯科医院 〒874-0848 0977(24)2896溝部　秀邦 溝部　秀邦 昭54. 7.23歯   診療所
     別歯121 別府市大畑町２組の１　あすかビ常　勤:    1 所変 現存
     ル１階 (歯       1) 平24. 7.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22402,3124,3 目代歯科医院 〒874-0035 0977-66-1708目代　澄男 目代　澄男 昭55. 4.16歯   小歯 歯外診療所
     別歯124 別府市上人西３組２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22502,3130,0 岩見歯科医院 〒874-0930 0977-26-0333岩見　洋 岩見　洋 昭56. 4. 1歯   診療所
     別歯130 別府市光町８の１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22602,3141,7 ツルミ山村歯科医院 〒874-0847 0977-25-5050山村　徳章 山村　徳章 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     別歯141 別府市馬場１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702,3150,8 おたべ歯科医院 〒874-0838 0977-23-8241小田部　誠治 小田部　誠治 昭63. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     別歯150 別府市荘園町８組の１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802,3155,7 扇山矢田歯科医院 〒874-0833 0977-26-1230矢田　信裕 矢田　信裕 平元. 2.21歯   診療所
     別歯155 別府市大字鶴見字夫婦石４０２４常　勤:    1 開変 現存
     －７７ (歯       1) 平28. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902,3158,1 西林歯科医院 〒874-0910 0977-24-8011西林　雄二 西林　雄二 平 2. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     別歯158 別府市石垣西８丁目１－５１　リ常　勤:    1 新規 現存
     ベラ９０　２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002,3161,5 医療法人　谷口歯科医〒874-0920 0977-23-0864医療法人谷口歯科医院谷口　之規 平 2. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     別歯161 院 別府市北浜１丁目２番２５号 常　勤:    2　理事長　谷口　之規 組変 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,3162,3 医療法人　イトセ歯科〒874-0904 0977-25-0501医療法人イトセ歯科医茂山　裕之 平 2.12. 1歯   診療所
     別歯162 医院 別府市大字南立石１８９１番地の常　勤:    2院　理事長　茂山　裕 組変 現存
     ２２０ (歯       2)之 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202,3166,4 医療法人尚歯会　矢田〒874-0920 0977-24-1876医療法人尚歯会矢田歯矢田　晴祥 平 3. 1. 1歯   診療所
     別歯166 歯科医院 別府市北浜１丁目１１番９号 常　勤:    3科医院　理事長　矢田 組変 現存
     (歯       3)　晴祥 平30. 1. 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［大分県］

［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    25 頁

  23302,3167,2 石垣鶴田歯科医院 〒874-0910 0977-25-4182鶴田　靖 鶴田　靖 平 3. 2. 1歯   診療所
     別歯167 別府市石垣西８丁目５番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,3173,0 しんぐう歯科医院 〒874-0838 0977-25-3033神宮　康男 神宮　康男 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     別歯173 別府市荘園３－２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,3180,5 医療法人秋本歯科医院〒874-0046 0977-66-8171医療法人秋本歯科医院秋本　弘文 平 6. 4. 1歯   診療所
     別歯180 別府市大字鉄輪字脇ノ前６８１番常　勤:    1　理事長　秋本　弘文 新規 現存
     地 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,3181,3 ふじた歯科医院 〒874-0849 0977-26-0648藤田　浩 藤田　浩 平 6. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     別歯181 別府市扇山町９組の２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,3182,1 医療法人　椛田歯科医〒874-0014 0977-66-6464医療法人　椛田歯科医椛田　健治 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     別歯182 院 別府市亀川浜田町４番１０号 常　勤:    2院　理事長　椛田　健 組変 現存
     (歯       2)治 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,3183,9 まつもと歯科医院 〒874-0907 0977-25-1118松本　英治 松本　英治 平 7. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     別歯183 別府市幸町１４００番地の１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,3184,7 清岡デンタルクリニッ〒874-0024 0977-67-8241清岡　弘文 清岡　弘文 平 7. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     別歯184 ク 別府市平田町６－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,3186,2 爲末歯科クリニック 〒874-0834 0977-26-5578爲末　顕 爲末　顕 平 8.10. 1歯   診療所
     別歯186 別府市大字鶴見市ノ原３３３０番常　勤:    1 新規 現存
     地の３ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,3188,8 脇歯科 〒874-0842 0977-26-3340脇　修二 脇　修二 平 9. 8. 1歯   診療所
     別歯188 別府市小倉４組 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,3191,2 医療法人　ルミエール〒874-0833 0977-24-8811医療法人ルミエール歯藤井　茂仁 平11. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     別歯191 歯科 別府市大字鶴見２８７８番地の１常　勤:    5科　理事長　藤井　茂 組変 歯外 現存
     (歯       5)仁 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  24302,3192,0 医療法人社団興裕会　〒874-0849 0977-23-3934医療法人社団興裕会　青木　弘興 平12. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     別歯192 イルカデンタル 別府市扇山１－４ 常　勤:    1理事長　青木　弘興 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,3193,8 えびたに歯科医院 〒874-0924 0977-26-4618蛯谷　文一 蛯谷　文一 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     別歯193 別府市餅ケ浜３－２５－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,3194,6 大本歯科医院 〒874-0908 0977-23-0519古川　まゆみ 古川　まゆみ 平13. 1. 1歯   診療所
     別歯194 別府市上田の湯３ー３３ 常　勤:    1 開変 休止
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,3195,3 伊東歯科医院 〒874-0022 0977-66-8241医療法人伊東歯科医院伊東　毅 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     別歯195 別府市亀川東町１９９６の１ 常　勤:    1　理事長　伊東　毅 組変 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702,3196,1 うつのみや歯科 〒874-0927 0977-23-3894宇都宮　照璽 宇都宮　照璽 平13. 6. 1歯   矯歯 診療所
     別歯196 別府市弓ケ浜町３ー３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,3197,9 関の江歯科医院 〒874-0013 0977-78-2171内梨　幹郎 内梨　幹郎 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     別歯197 別府市大字内竃字北新田２４ー２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,3199,5 上人豊田歯科 〒874-0034 0977-66-4731医療法人上人豊田歯科豊田　隆雄 平13.12. 1歯   診療所
     別歯199 別府市上人仲町７００番地の１ 常　勤:    4　理事長　豊田　隆雄 開変 現存
     (歯       4) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,3206,8 高橋歯科医院 〒874-0910 0977-26-1456医療法人高橋歯科医院高橋　徳隆 平17.11. 1歯   歯外 診療所
     別歯206 別府市石垣西一丁目２８０ 常　勤:    1　理事長　高橋　徳隆 組変 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,3210,0 荘園豊田歯科 〒874-0840 0977-22-1611豊田　純一朗 豊田　純一朗 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     別歯210 別府市大字鶴見字五反４２０９番常　勤:    1 新規 現存
     地２０ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,3212,6 ぞう歯科クリニック 〒874-0845 0977-67-8214伊東　祐仁 伊東　祐仁 平19. 3. 1歯   診療所
     別歯212 別府市北中７組の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
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  25302,3213,4 丸尾歯科医院 〒874-0935 0977-23-3471医療法人　丸尾歯科医丸尾　道彦 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     別歯213 別府市駅前町１２番１１号住乃江常　勤:    2院　理事長　丸尾　道 組変 現存
     ビル２Ｆ (歯       2)彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,3214,2 兼子矯正歯科クリニッ〒874-0909 0977-23-8757医療法人　兼子矯正歯兼子　宏一 平19. 7. 1歯   矯歯 診療所
     別歯214 ク 別府市田の湯町１０番２９　丸子常　勤:    1科　理事長　兼子　宏 組変 現存
     ビル２Ｆ (歯       1)一 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,3216,7 鉄輪歯科クリニック 〒874-0042 0977-66-1365医療法人皓歯会　理事久保　巧 平20. 1.25歯   小歯 歯外診療所
     別歯216 別府市大字鉄輪１２９番地の１ 常　勤:    4長　藤井　哲雄 所変 矯歯 現存
     (歯       4) 平26. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,3218,3 医療法人日本良和会　〒874-0021 0977-67-1900医療法人日本良和会　相良　明宏 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     別歯218 姫山歯科診療所 別府市亀川中央町２９番１０号 常　勤:    1理事長　相良　明宏 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,3219,1 ガーデン歯科クリニッ〒874-0000 0977-22-4618医療法人喜武会　高橋高橋　喜巳 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     別歯219 ク 別府市大字南立石字中津留２１７常　勤:    2　喜巳 組変 歯外 現存
     １番地７２ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,3221,7 マスダ歯科医院 〒874-0908 0977-25-8050桝田　敏敬 桝田　敏敬 平22. 4. 1歯   診療所
     別歯221 別府市上田の湯町１７－２４ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,3222,5 新港イトセ歯科 〒874-0923 0977-21-4477医療法人誠心会　理事糸瀬　勝成 平22. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     別歯222 別府市新港町５番１号 常　勤:    2長　糸瀬　勝成 所変 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,3223,3 安部徹歯科医院ＣＴイ〒874-0838 0977-75-9321安部　徹 安部　徹 平22. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     別歯223 ンプラントオフィス 別府市荘園９組１　セスナビル２常　勤:    2 新規 小歯 現存
     階 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,3224,1 歯科柳川医院 〒874-0937 0977-23-1464栁川　功匡 栁川　功匡 平22. 7.25歯   診療所
     別歯224 別府市秋葉町８－２１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 7.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26202,3225,8 別府口腔保健センター〒874-0931 0977-21-5657一般社団法人　別府市黒川　英雄 平22.12. 1歯   診療所
     別歯225 別府市西野口町１５番３３号別府常　勤:    1歯科医師会　会長　西 所変 現存
     市保健センター１Ｆ (歯       1)林　雄二 平28.12. 1
     非常勤:   71
     (歯      71)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302,3226,6 医療法人北極会　しろ〒874-0924 0977-22-4690医療法人北極会　理事井野　章 平22.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     別歯226 くま歯科矯正歯科 別府市餅ケ浜町７番１９号 常　勤:    1長　井野　章 組変 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,3227,4 酒本歯科医院 〒874-0902 0977-85-8461酒本　慎 酒本　慎 平23. 7. 1歯   診療所
     別歯227 別府市青山町３１０９番の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,3229,0 北浜さとう歯科クリニ〒874-0920 0977-25-5577医療法人　さとう歯科佐藤　裕向 平24. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     別歯229 ック 別府市北浜二丁目７番１８号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組変 現存
     (歯       1)佐藤　裕向 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,3232,4 友岡歯科医院 〒874-0909 0977-21-4725医療法人社団恒和会　友岡　浩志 平25. 4.13歯   矯歯 小歯診療所
     別歯232 別府市田の湯町９－１２ 常　勤:    5友岡歯科医院　理事長 所変 歯外 現存
     (歯       5)　友岡　浩志 平25. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,3233,2 髙橋あきお歯科 〒874-0909 0977-51-4832髙橋　陽夫 髙橋　陽夫 平25. 8. 1歯   診療所
     別歯233 別府市田の湯町１２－２５アリュ常　勤:    1 新規 現存
     ールアクセル１Ｆ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,3234,0 歯科馬場医院 〒874-0943 0977-24-6464城下　功 城下　功 平27. 4. 1歯   矯歯 診療所
     別歯234 別府市楠町１－２７ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,3235,7 セイノ歯科医院 〒874-0933 0977-23-3581医療法人　元生会　理生野　太一郎 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     別歯235 別府市野口元町３－３８ 常　勤:    2事長　生野　太一郎 開変 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,3236,5 ウエダ歯科 〒874-0848 0977-21-8855医療法人　ウエダ歯科上田　源 平29. 1. 1歯   診療所
     別歯236 別府市大字鶴見２４９９番地の１常　勤:    1　理事長　上田　源 組変 現存
     ０ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  27102,3237,3 セント歯科 〒874-0908 0977-25-8020医療法人セント会　理首藤　謙一 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     別歯237 別府市上田の湯町１２番３３号 常　勤:    2事長　首藤　謙一 組変 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202,3238,1 新森歯科クリニック 〒874-0919 0977-76-8088新森　英長 新森　英長 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     別歯238 別府市石垣東５丁目１－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,3239,9 別府さほ歯科クリニッ〒874-0922 0977-75-8215医療法人　涼歯会　理佐保　敦志 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     別歯239 ク 別府市船小路町４番４３号 常　勤:    1事長　佐保　敦志 組変 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,3240,7 Ｂ＆Ａ矯正歯科クリニ〒874-0839 0977-26-3321藤井　涼子 藤井　涼子 平29.11. 1矯歯 歯   診療所
     別歯240 ック 別府市大字南立石字中津留２１７常　勤:    1 開変 現存
     １番地２１ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,3241,5 はまわきマハロ歯科 〒874-0947 0977-26-3337杉原　大 杉原　大 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     別歯241 別府市浜脇２丁目２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,3242,3 イイダ歯科 〒874-0034 0977-66-2828飯田　哲也 飯田　哲也 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     別歯242 別府市上人仲町１－４ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703,3054,0 松尾歯科医院 〒871-0042 0979(24)9225松尾　勲治 松尾　勲治 昭54. 1. 1歯   診療所
     中歯54 中津市上博多町１９６４の４ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27803,3055,7 鳥谷デンタルクリニッ〒871-0021 0979-24-8886鳥谷　裕 鳥谷　裕 昭53. 4. 1歯   診療所
     中歯55 ク 中津市沖代町一丁目３番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27903,3057,3 渕野歯科医院 〒871-0021 0979-25-1325渕野　智弘 渕野　智弘 昭56. 1. 1歯   診療所
     中歯57 中津市沖代町２丁目１番５５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28003,3061,5 松田歯科 〒871-0056 0979-22-2756松田　正一 松田　正一 昭57. 4. 8歯   診療所
     中歯61 中津市片端町１３１１番地 常　勤:    1 開変 休止
     (歯       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28103,3062,3 木下歯科医院 〒871-0029 0979-24-3865木下　哲司 木下　哲司 昭57. 5. 1歯   診療所
     中歯62 中津市大字下宮永７６番地１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28203,3064,9 中央歯科医院 〒871-0024 0979-24-1881加来　清 加来　清 昭58. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     中歯64 中津市中央町２丁目１－２１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28303,3068,0 福成歯科医院 〒871-0025 0979-22-8211福成　文隆 福成　文隆 昭59.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯68 中津市万田宮の下４９９－６ 常　勤:    1 所変 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28403,3071,4 真辺歯科医院 〒871-0151 0979-32-7227真邉　健一 真邉　健一 昭61. 7. 1歯   診療所
     中歯71 中津市大字大悟法５２９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28503,3074,8 池部歯科 〒871-0011 0979-22-0031池部　紘仁 池部　紘仁 昭62. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中歯74 中津市下池永８１２ 常　勤:    2 所変 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28603,3075,5 前田歯科 〒871-0041 0979-22-1780前田　聡 前田　聡 昭63. 3. 1歯   診療所
     中歯75 中津市江三竹町１９５４番地の２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703,3077,1 山崎歯科医院 〒871-0015 0979(22)3263山崎　博 山崎　博 昭63. 9. 1歯   診療所
     中歯77 中津市牛神２２０－３ 常　勤:    1 所変 休止
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803,3078,9 長岡歯科医院 〒871-0021 0979-22-3882長岡　良志彦 長岡　良志彦 平元. 8. 1歯   診療所
     中歯78 中津市大字一ツ松１８２番地の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28903,3083,9 広沢歯科医院 〒871-0153 0979(32)2390廣沢　辰美 廣沢　辰美 平 3.10. 1歯   診療所
     中歯83 中津市大貞３７１－３６２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29003,3085,4 川永歯科 〒871-0021 0979-22-5406川永　克已 川永　克已 平 5.11. 1歯   診療所
     中歯85 中津市沖代町１丁目１番７７号 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29103,3088,8 アイ歯科医院 〒879-0105 0979-32-8846金田　浩二 金田　浩二 平 8. 4. 1一般    診療所
     中歯88 中津市犬丸２４２１－１サンビレ常　勤:    1 新規 歯   小歯 現存
     ッジ如水１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29203,3089,6 はらおか歯科医院 〒871-0162 0979-23-8241原岡　知徳 原岡　知徳 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     中歯89 中津市大字永添１３０番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29303,3092,0 くにお歯科医院 〒871-0030 0979-26-1018前田　国生 前田　国生 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     中歯92 中津市中殿町３丁目１５番地の６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403,3093,8 細川歯科医院 〒871-0033 0979-24-6667細川　宗俊 細川　宗俊 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯93 中津市大字島田４４３番地－１－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １９ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503,3097,9 岡崎歯科医院 〒871-0003 0979-32-6730岡崎　淳 岡崎　淳 平13. 1. 1歯   診療所
     中歯97 中津市大字是則字元林１３１０ー常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603,3099,5 なかにし歯科医院 〒871-0027 0979-22-2121中西　真 中西　真 平13.12. 1歯   診療所
     中歯99 中津市上宮永２丁目１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29703,3101,9 いわみず歯科クリニッ〒871-0022 0979-24-4118岩水　亨 岩水　亨 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中歯101 ク 中津市大字相原３３８８の３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803,3103,5 大堀たけし歯科医院 〒871-0065 0979-24-5573大堀　剛資 大堀　剛資 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     中歯103 中津市蛭子町２丁目３３番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903,3104,3 伊東歯科医院 〒871-0201 0979-52-2047伊東　右人 伊東　右人 昭56. 1. 1歯   診療所
     中歯104 中津市本耶馬渓町樋田１６５の１常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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  30003,3105,0 篠島歯科医院 〒871-0712 0979(62)2125篠島　茂治 篠島　茂治 昭60. 6.17歯   診療所
     中歯105 中津市山国町守実１６０番８ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103,3110,0 おざ歯科医院 〒871-0030 0979-26-1401塚田　知徳 塚田　知徳 平18. 6. 1歯   診療所
     中歯110 中津市中殿町３－２４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203,3111,8 のぞみ歯科三光 〒871-0111 0979-43-6630医療法人博真会　理事金谷　進 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中歯111 中津市三光佐知１０３２イオンモ常　勤:    2長　木村　真紀子 新規 歯外 現存
     ール三光１Ｆ (歯       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303,3112,6 加来歯科 〒871-0057 0979-22-0708医療法人加来歯科　理加来　敏男 平19. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯112 中津市三ノ丁１２７８番地の３ 常　勤:    1事長　加来　敏男 組変 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403,3113,4 福原歯科医院 〒871-0405 0979-54-3748福原　隆文 福原　隆文 平20. 4.10歯   診療所
     中歯113 中津市耶馬溪町柿坂４７９の２ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平26. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503,3114,2 ゆうだ歯科クリニック〒871-0151 0979-31-0039夕田　進祐 夕田　進祐 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     中歯114 中津市大字大悟法６０８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603,3115,9 アルブ・ハート 〒871-0008 0979-53-8211中村　敏文 中村　敏文 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     中歯115 中津市大字大塚字西中野２９１番常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30703,3116,7 小泉歯科口腔外科 〒871-0001 0979-53-9774小泉　堅 小泉　堅 平22. 6. 1歯   歯外 診療所
     中歯116 中津市大新田４３８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803,3117,5 小林歯科クリニック 〒871-0003 0979-53-9789小林　利美 小林　利美 平23. 3. 1歯   診療所
     中歯117 中津市是則８５０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30903,3118,3 和田歯科医院 〒871-0033 0979(22)0069和田　孝介 和田　孝介 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     中歯118 中津市島田７８６の１ 常　勤:    2 開変 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003,3119,1 友松歯科医院 〒871-0058 0979-22-1273御手洗　栄子 御手洗　栄子 平24. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯119 中津市豊田町１丁目８０６－１ 常　勤:    1 開変 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103,3121,7 医療法人　角野歯科医〒871-0058 0979-22-0675医療法人　角野歯科医角野　太一 平26. 5. 1歯   診療所
     中歯121 院 中津市豊田町１４－３５ 常　勤:    2院　理事長　角野　太 組変 現存
     (歯       2)一 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31203,3122,5 カムカム歯科クリニッ〒871-0024 0979-24-3870山守　宏志 山守　宏志 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     中歯122 ク 中津市中央町一丁目１０６番の５常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31303,3123,3 前田歯科クリニック 〒871-0011 080-9050-3560前田　隆洋 前田　隆洋 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中歯123 中津市下池永１０９番地４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403,3124,1 Ｗａｓｈ歯科医院 〒871-0024 0979-25-1140医療法人　Ｗａｓｈ歯和田　信 平27.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯124 中津市中央町１丁目７番２４号 常　勤:    1科医院　理事長　和田 組変 歯外 現存
     (歯       1)　信 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503,3125,8 医療法人角野歯科医院〒879-0101 0979-32-6258医療法人　角野歯科医角野　夢子 平28. 4. 1歯   診療所
     中歯125 　いまづ歯科 中津市大字今津１０４５番地４ 常　勤:    1院　理事長　角野　太 新規 現存
     (歯       1)一 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31603,3126,6 からしま歯科 〒871-0058 0979-22-0278医療法人　からしま歯辛嶋　哲 平28. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯126 中津市大字島田４２７番地４ 常　勤:    3科　理事長　辛嶋　崇 組変 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703,3128,2 荒尾歯科医院 〒871-0047 0979-22-0163荒尾　宣昭 荒尾　宣昭 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中歯128 中津市丸山町９５－１ 常　勤:    2 開変 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
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  31803,3129,0 森田歯科クリニック 〒871-0162 0979-23-0240森田　了 森田　了 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中歯129 中津市永添上ノ原２７６５－１０常　勤:    2 開変 歯外 現存
     ７ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903,3130,8 ながの歯科医院 〒871-0161 0979-24-4618医療法人　ながの歯科長野　敏朗 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中歯130 中津市大字上池永１２８０番地８常　勤:    2医院　理事長　長野　 組変 現存
     (歯       2)敏朗 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32004,3039,9 森山歯科医院 〒877-0037 0973-24-5809森山　茂美 森山　茂美 昭53. 8. 1歯   診療所
     日歯39 日田市若宮町１番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32104,3041,5 酒井歯科医院 〒877-0006 0973(23)6480酒井　信 酒井　信 昭56. 1. 1歯   診療所
     日歯41 日田市港町４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32204,3042,3 林歯科医院 〒877-0003 0973-24-6690林　和夫 林　和夫 昭56. 8. 1歯   診療所
     日歯42 日田市上城内町１１１９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32304,3047,2 川津歯科医院 〒877-0053 0973-24-6347川津　邦和 川津　邦和 昭59. 8. 1歯   診療所
     日歯47 日田市高瀬本町２３４－１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32404,3049,8 中村歯科医院 〒877-0038 0973-23-2228中村　健司 中村　健司 昭59. 8. 1歯   小歯 診療所
     日歯49 日田市下井手町４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32504,3050,6 村山歯科医院 〒877-0014 0973(22)3303村山　康英 村山　康英 昭60. 9. 1歯   診療所
     日歯50 日田市本町７－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32604,3058,9 澤熊歯科医院 〒877-0078 0973-22-2900澤熊　正明 澤熊　正明 昭62. 8. 1歯   診療所
     日歯58 日田市北友田１－１４１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32704,3060,5 田吹歯科医院 〒877-0083 0973-24-5510田吹　幸雄 田吹　幸雄 平元. 6. 1歯   診療所
     日歯60 日田市吹上町２番８号 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32804,3062,1 石松朗歯科医院 〒877-0008 0973-24-3718石松　朗 石松　朗 平元. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     日歯62 日田市丸山町１丁目４番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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  32904,3063,9 はたの歯科医院 〒877-0005 0973(22)7736波多野　次郎 波多野　次郎 平元.12. 1歯   診療所
     日歯63 日田市豆田町７番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33004,3067,0 おおくら歯科医院 〒877-0014 0973-22-0222大倉　秀一郎 大倉　秀一郎 平 3.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     日歯67 日田市本町１０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33104,3069,6 アップル歯科医院 〒877-0076 0973-24-7710後藤　俊雄 後藤　俊雄 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     日歯69 日田市大字庄手字当ノ木４０８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33204,3070,4 医療法人あすか会　伊〒877-0071 0973-24-5700医療法人あすか会伊藤伊藤　明彦 平 4.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     日歯70 藤歯科医院 日田市玉川町４３－１ 常　勤:    2歯科医院　理事長　伊 組変 歯外 現存
     (歯       2)藤　明彦 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33304,3071,2 内川歯科医院 〒877-0013 0973-22-0320内川　尚也 内川　尚也 平 5. 8. 1歯   小歯 診療所
     日歯71 日田市元町２１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33404,3072,0 後藤歯科医院 〒877-0042 0973-22-0002後藤　義文 後藤　義文 平 6. 4. 1歯   診療所
     日歯72 日田市東町３－１２ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33504,3073,8 武内歯科医院 〒877-0013 0973-22-3034医療法人健慈会　理事武内　洋一郎 平 7. 1. 1歯   診療所
     日歯73 日田市元町１９－２５ 常　勤:    1長　武内　洋一郎 組変 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33604,3075,3 せさき歯科 〒877-0015 0973-23-6481世佐木　悟 世佐木　悟 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日歯75 日田市中央１丁目４－６ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33704,3079,5 もちまつ歯科医院 〒877-1232 0973-22-8071用松　忠信 用松　忠信 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     日歯79 日田市大字三和６６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804,3080,3 樋口歯科クリニック 〒877-0024 0973-22-8881樋口　努 樋口　努 平 8.10. 1歯   診療所
     日歯80 日田市南元町１９－２１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33904,3084,5 内藤デンタルクリニッ〒877-0036 0973-24-2730内藤　直樹 内藤　直樹 平 9. 4. 1歯   診療所
     日歯84 ク 日田市三芳小渕町１０７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34004,3095,1 石井歯科医院 〒877-0082 0973-24-6886石井　公平 石井　公平 平12. 7. 1歯   診療所
     日歯95 日田市日ノ出町５９ー１３ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34104,3098,5 桑野歯科医院 〒877-0044 0973-22-2556 野　浩一郎 野　浩一郎 平16.11.16歯   診療所
     日歯98 日田市隈２丁目１番３号 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34204,3099,3 小野歯科医院 〒879-4202 0973-57-2102小野　隆 小野　隆 昭60. 4. 1歯   診療所
     日歯99 日田市天瀬町赤岩７－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34304,3100,9 中津江歯科医院 〒877-0301 0973-54-3300後藤　寛子 後藤　寛子 平 6. 4. 1歯   診療所
     日歯100 日田市中津江村栃野２６２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34404,3102,5 北山歯科医院 〒877-0201 0973-52-3553北山　俊一 北山　俊一 平12. 9. 1歯   診療所
     日歯102 日田市大山町西大山３８３６ー６常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34504,3103,3 荒木歯科医院 〒877-0201 0973-52-2022荒木　久英 荒木　久英 平16.11.28歯   小歯 診療所
     日歯103 日田市大山町西大山８９４番地の常　勤:    1 開変 現存
     ３ (歯       1) 平28.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34604,3104,1 アペックス歯科 〒877-0013 0973-22-0075尾﨑　重紀 尾﨑　重紀 平18. 1. 1歯   診療所
     日歯104 日田市元町１９－２４　 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34704,3105,8 石松歯科医院 〒877-0012 0973-22-3032白土　麻里 白土　麻里 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     日歯105 日田市淡窓町２－２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34804,3106,6 またけ歯科クリニック〒877-0072 0973-28-7688真武　拓也 真武　拓也 平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     日歯106 日田市新治町４７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34904,3107,4 井上歯科医院 〒877-0016 0973(22)3305二見　正人 二見　正人 平19.12.19歯   歯外 小歯診療所
     日歯107 日田市三本松１丁目１４－１１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平25.12.19
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  35004,3108,2 石﨑歯科医院 〒877-0016 0973-22-3041石﨑　潤一 石﨑　潤一 平20. 2. 1歯   診療所
     日歯108 日田市三本松１－８－４７ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35104,3111,6 髙木歯科医院 〒877-0016 0973-22-2317髙木　信一 髙木　信一 平23. 5. 1歯   矯歯 診療所
     日歯111 日田市三本松２丁目１－１１第一常　勤:    1 所変 現存
     光ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35204,3112,4 合原歯科医院 〒877-0026 0973-22-5305合原　誠治 合原　誠治 平26. 1. 1歯   診療所
     日歯112 日田市田島本町１０－２１ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35304,3114,0 よしまさ歯科 〒877-0025 0973-23-8148石井　義将 石井　義将 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     日歯114 日田市田島１丁目７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35404,3115,7 おの歯科クリニック 〒877-1232 0973-22-6118医療法人社団　義生会小野　寛義 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     日歯115 日田市大字三和９８８番地１ 常　勤:    1　理事長　小野　寛義 組変 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505,3033,9 牧歯科医院 〒876-0854 0972-23-3325牧　雅保 牧　雅保 昭50.10. 1歯   小歯 診療所
     佐歯33 佐伯市中村南町５番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605,3038,8 永谷歯科医院 〒876-0845 0972-23-5131永谷　源雄 永谷　源雄 昭53. 4. 1歯   診療所
     佐歯38 佐伯市内町５番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705,3040,4 隈歯科医院 〒876-0813 0972-24-1515隈　順一郎 隈　順一郎 昭56. 4. 1歯   診療所
     佐歯40 佐伯市長島町３丁目１８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35805,3041,2 花井歯科クリニック 〒876-0803 0972-22-1107花井　康 花井　康 昭58. 4. 1歯   矯歯 診療所
     佐歯41 佐伯市駅前２丁目３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35905,3044,6 わきた歯科医院 〒876-0832 0972-23-8241脇田　晴彦 脇田　晴彦 昭61. 1. 1歯   診療所
     佐歯44 佐伯市船頭町３番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005,3046,1 丸山歯科医院 〒876-0844 0972-22-0832丸山　和明 丸山　和明 昭64. 1. 1歯   診療所
     佐歯46 佐伯市向島１丁目１１番３１号 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105,3047,9 医療法人　豊海歯科医〒876-0831 0972(22)0004医療法人豊海歯科医院吉澤　健介 平元.12. 1歯   診療所
     佐歯47 院 佐伯市大手町３丁目８番１号 常　勤:    1　理事長　吉澤　健介 組変 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205,3048,7 医療法人歯芸会　土屋〒876-0806 0972(22)0709医療法人歯芸会土屋デ土屋　直行 平 2. 2. 1歯   矯歯 診療所
     佐歯48 デンタルクリニック 佐伯市春日町２番１号 常　勤:    3ンタルクリニック　理 組変 現存
     (歯       3)事長　土屋　直行 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36305,3049,5 利光歯科医院 〒876-0843 0972-22-8811利光　史規 利光　史規 平 2. 8. 1歯   診療所
     佐歯49 佐伯市中の島１丁目８番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36405,3050,3 麻生歯科医院 〒876-0803 0972-20-0808麻生　隆太 麻生　隆太 平 7. 4. 1歯   診療所
     佐歯50 佐伯市駅前１丁目４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36505,3051,1 古田歯科医院 〒876-0848 0972-22-1409古田　賀郎 古田　賀郎 平 9. 2.25歯   診療所
     佐歯51 佐伯市城下東町１－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36605,3057,8 歯科河原英雄医院 〒876-2121 0972-29-5388河原　英雄 河原　英雄 平14.11. 1歯   診療所
     佐歯57 佐伯市大字木立字亀の甲６４８５常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36705,3058,6 つるおか歯科医院 〒876-0835 0972-23-7330渡邊　晋二 渡邊　晋二 平15. 4. 1歯   診療所
     佐歯58 佐伯市鶴岡町３－１０－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36805,3060,2 タケオ歯科医院 〒876-2401 0972-42-1770武生　仁 武生　仁 昭56.12. 1歯   診療所
     佐歯60 佐伯市蒲江大字蒲江浦３３７８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
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  36905,3061,0 戸高歯科医院 〒876-2201 0972-45-0841戸髙　勝之 戸髙　勝之 昭61. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯61 佐伯市蒲江大字畑野浦３８９－５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37005,3062,8 上田歯科医院 〒876-0111 0972-46-2725上田　等 上田　等 昭61. 9. 1歯   診療所
     佐歯62 佐伯市弥生大字井崎字川又１３６常　勤:    1 新規 現存
     ６－１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37105,3065,1 東歯科医院 〒876-2401 0972-42-0067東　竜太郎 東　竜太郎 平14. 6. 9歯   診療所
     佐歯65 佐伯市蒲江大字蒲江浦２２１５の常　勤:    1 開変 現存
     ８ (歯       1) 平26. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37205,3067,7 やよい歯科医院 〒876-0111 0972-25-3825須呂　剛士 須呂　剛士 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     佐歯67 佐伯市弥生大字井崎１５４２－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37305,3068,5 中川歯科クリニック 〒876-0037 0972-25-0066医療法人　歯正会　理中川　正洋 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯68 佐伯市大字長谷字戸間７７２６番常　勤:    3事長　中川　正洋 組変 現存
     地１ (歯       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37405,3069,3 長田歯科クリニック 〒876-0853 0972-22-1095長田　嘉文 長田　嘉文 平18. 1. 1歯   診療所
     佐歯69 佐伯市中村東町６－１４ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37505,3070,1 あなん歯科医院 〒879-3102 0972-58-3504阿南　惠三 阿南　惠三 平19. 3. 1歯   診療所
     佐歯70 佐伯市直川大字上直見字向船場３常　勤:    1 新規 現存
     ９３０番地 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37605,3071,9 きよなが歯科クリニッ〒876-0835 0972-20-0702清永　正二郎 清永　正二郎 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     佐歯71 ク 佐伯市鶴岡町１丁目１１番５９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37705,3072,7 上浦歯科クリニック 〒879-2602 0972-32-2320鰐石　摂 鰐石　摂 平19. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     佐歯72 佐伯市上浦大字津井浦１４００番常　勤:    1 新規 現存
     地６号 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37805,3073,5 コスモタウン歯科 〒876-0047 0972-28-7885安井　淳 安井　淳 平20. 5. 1歯   診療所
     佐歯73 佐伯市鶴岡西町１丁目２２８番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
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  37905,3074,3 ひかわ歯科医院 〒876-0025 0972-28-7200肥川　啓子 肥川　啓子 平20. 5. 1歯   診療所
     佐歯74 佐伯市大字池田２０５３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38005,3076,8 川野歯科医院 〒876-0806 0972-22-2105川野　直子 川野　直子 平22. 1. 1歯   診療所
     佐歯76 佐伯市春日町８－１２ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38105,3078,4 はやし歯科医院 〒876-0833 0972-20-5518医療法人　和敬会　理林　満弘 平23.12. 1歯   診療所
     佐歯78 佐伯市池船町２１－１４ 常　勤:    1事長　林　満弘 所変 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38205,3079,2 つちや歯科医院 〒876-0813 0972-22-0020土屋　衛 土屋　衛 平24. 9. 1歯   診療所
     佐歯79 佐伯市長島町２丁目１８８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38305,3080,0 吉田歯科医院 〒876-0847 0972-22-0354吉田　一 吉田　一 平25. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯80 佐伯市城下西町２－６０ 常　勤:    1 開変 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38405,3081,8 ファミリー歯科・こど〒876-0843 0972-20-0648医療法人　雅紀会　理萩本　雅彦 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     佐歯81 も歯科 佐伯市中の島２丁目１９番３０号常　勤:    1事長　萩本　雅彦 組変 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38505,3082,6 矢野歯科医院 〒879-3301 0972-54-3217矢野　剛 矢野　剛 平27. 9. 1歯   診療所
     佐歯82 佐伯市宇目大字小野市２８０８－常　勤:    2 開変 現存
     ８ (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38605,3083,4 つるみ歯科診療所 〒876-1203 0972-33-0797豊嶋　寛司 豊嶋　寛司 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯83 佐伯市鶴見大字沖松浦２０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38706,3032,9 鳥越歯科医院 〒875-0052 0972-63-3118鳥越　耕二 鳥越　耕二 昭58. 8. 1歯   診療所
     臼歯32 臼杵市大字市浜６９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806,3033,7 かねまつ歯科医院 〒875-0052 0972-63-3138金田　明治 金田　明治 昭58.10. 1歯   診療所
     臼歯33 臼杵市大字市浜７７０－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38906,3037,8 中央歯科医院 〒875-0041 0972-63-1046古川　敏雄 古川　敏雄 昭61. 4. 1歯   診療所
     臼歯37 臼杵市畳屋町２６９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  39006,3039,4 江良歯科医院 〒875-0062 0972-63-0520江良　秀典 江良　秀典 昭64. 1. 1歯   診療所
     臼歯39 臼杵市大字野田字平の下２２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106,3040,2 こながわ歯科医院 〒875-0041 0972-63-2121小名川　良輔 小名川　良輔 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     臼歯40 臼杵市大字臼杵字浜２－１０７－常　勤:    2 新規 現存
     ７５７ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206,3041,0 医療法人　白 歯科医〒875-0041 0972-62-5558医療法人白 歯科医院白 　清司 平 4.10. 1歯   矯歯 診療所
     臼歯41 院 臼杵市大字臼杵１０９番地の３ 常　勤:    2　理事長　白 　清司 組変 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39306,3042,8 佐藤歯科医院 〒875-0041 0972-62-2755佐藤　真一 佐藤　真一 平 5. 3. 1歯   診療所
     臼歯42 臼杵市新町２組 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39406,3043,6 杉山歯科医院 〒875-0201 0974-32-2167杉山　正之 杉山　正之 昭54. 3.26歯   診療所
     臼歯43 臼杵市野津町大字野津市２５９の常　勤:    2 所変 現存
     ２ (歯       2) 平30. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39506,3044,4 芦刈歯科クリニック 〒875-0201 0974-32-7700芦刈　晴彦 芦刈　晴彦 平13. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     臼歯44 臼杵市野津町大字野津市４６４ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39606,3045,1 岩田歯科クリニック 〒875-0201 0974-32-7220医療法人社団栄仁会　岩田　昇 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     臼歯45 臼杵市野津町大字野津市２７１番常　勤:    1理事長　岩田　智雄 新規 現存
     地 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39706,3046,9 いとう歯科こども歯科〒875-0052 0972-63-4182伊東　理夫 伊東　理夫 平20. 8. 1歯   小歯 診療所
     臼歯46 臼杵市大字市浜字馬渡１１６８番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39806,3047,7 臼杵矢田歯科医院 〒875-0041 0972-63-1168矢田　泰崇 矢田　泰崇 平26. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     臼歯47 臼杵市臼杵２－１０７－７２０ 常　勤:    2 開変 小歯 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39906,3048,5 藤澤歯科医院 〒875-0053 0972-63-7181藤澤　昭彦 藤澤　昭彦 平27. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     臼歯48 臼杵市平清水４組 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40006,3050,1 陽だまり歯科医院 〒875-0201 0974-32-7864赤嶺　陽子 赤嶺　陽子 平28. 7. 1歯   診療所
     臼歯50 臼杵市野津町大字野津市北町９７常　勤:    1 新規 現存
     番地の２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40106,3051,9 りん歯科医院 〒875-0023 0972-83-8260金田　亮子 金田　亮子 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     臼歯51 臼杵市江無田２６６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40206,3052,7 陶山歯科医院 〒875-0041 0972-63-6655陶山　直昭 陶山　直昭 平29. 1. 1歯   診療所
     臼歯52 臼杵市唐人町６７７－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40306,3055,0 安藤歯科医院 〒875-0053 0972-63-6152安藤　淳一 安藤　淳一 平30. 4. 1歯   診療所
     臼歯55 臼杵市平清水１３組 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40406,3056,8 深江歯科医院 〒875-0023 0972-62-2112医療法人深江歯科医院深江　順吾 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     臼歯56 臼杵市大字江無田３８４番地６ 常　勤:    2　理事長　深江　順吾 組変 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507,3011,1 近藤歯科医院 〒879-2435 0972-82-2430近藤　俊彦 近藤　俊彦 昭41. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     津歯11 津久見市宮本町１９番１４号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607,3015,2 川野歯科医院 〒879-2441 0972-82-5354川野　尊生 川野　尊生 昭46. 3.15歯   診療所
     津歯15 津久見市中央町２３の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707,3017,8 上杉歯科医院 〒879-2441 0972-82-8420山﨑　由美子 山﨑　由美子 昭53. 4. 1歯   診療所
     津歯17 津久見市中央町１９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807,3019,4 近藤中央歯科 〒879-2441 0972-82-8148近藤　榮二 近藤　榮二 昭54. 3. 6歯   歯外 矯歯診療所
     津歯19 津久見市中央町８－３１ 常　勤:    1 所変 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907,3020,2 増村歯科医院 〒879-2445 0972-82-9288増村　隆夫 増村　隆夫 昭56.11. 1歯   矯歯 診療所
     津歯20 津久見市井無田２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
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  41007,3025,1 医療法人辰人会　立川〒879-2435 0972-82-8668医療法人辰人会　理事立川　和人 平 9.12. 1歯   診療所
     津歯25 和人歯科医院 津久見市宮本町６番１１号 常　勤:    1長　立川　和人 組変 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107,3026,9 ふかえ歯科医院 〒879-2433 0972-82-1002深江　秀治 深江　秀治 平10. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     津歯26 津久見市中田町１－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41207,3027,7 秋岡デンタルクリニッ〒879-2401 0972-82-8228秋岡　文吾 秋岡　文吾 平10.11. 5歯   診療所
     津歯27 ク 津久見市大字千怒６０４５番地の常　勤:    1 所変 現存
     ３ (歯       1) 平28.11. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41307,3029,3 加納歯科医院 〒879-2441 0972-83-5756加納　学 加納　学 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     津歯29 津久見市中央町４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41407,3030,1 つかもと歯科医院 〒879-2441 0972-85-1182塚本　林功 塚本　林功 平26. 8.10歯   小歯 歯外診療所
     津歯30 津久見市中央町７６０番の５３号常　勤:    1 所変 矯歯 現存
     の３ (歯       1) 平26. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41508,3018,4 髙山歯科医院 〒878-0013 0974(63)2561髙山　健治 髙山　健治 昭53. 1. 1歯   診療所
     竹歯18 竹田市大字竹田２０２７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608,3020,0 まつもと歯科クリニッ〒878-0024 0974-62-2400松本　考史 松本　考史 平 5.10. 1歯   診療所
     竹歯20 ク 竹田市玉来７３３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708,3021,8 佐藤歯科医院 〒878-0013 0974-63-2307佐藤　亮 佐藤　亮 平12. 9.20歯   診療所
     竹歯21 竹田市殿町３２の３ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平24. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808,3022,6 ふじさわ歯科医院 〒878-0013 0974-64-1118藤澤　清一 藤澤　清一 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     竹歯22 竹田市大字竹田１８１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908,3023,4 竹下歯科医院 〒878-0013 0974-62-2662竹下　尚之 竹下　尚之 平15. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     竹歯23 竹田市大字竹田１８７７番地１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
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  42008,3025,9 竹田市荻歯科診療所 〒879-6115 0974-68-3263元木　啓後 元木　啓後 平 9. 9. 1歯   診療所
     竹歯25 竹田市荻町馬場４５８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108,3026,7 長湯ごとう歯科 〒878-0402 0974-75-3001後藤　博文 後藤　博文 平10. 2. 1歯   診療所
     竹歯26 竹田市直入町大字長湯８２１６番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208,3027,5 歯科筑紫医院 〒878-0201 0974-76-0024筑紫　寿七生 筑紫　寿七生 平19. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     竹歯27 竹田市久住６０６５－１ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42309,3024,0 松江歯科医院 〒879-0606 0978-22-3123松江　裕史 松江　裕史 平元. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊歯24 豊後高田市玉津２８１番地１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42409,3025,7 吉久歯科医院 〒879-0605 0978-22-3372吉久　智仁 吉久　智仁 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊歯25 豊後高田市御玉２３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42509,3027,3 京極歯科医院 〒879-0617 0978-24-3232京極　順二 京極　順二 平 5. 4. 1歯   歯外 診療所
     豊歯27 豊後高田市高田２８３３番地２１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42609,3028,1 椛田歯科医院 〒879-0628 0978-22-2508椛田　家光 椛田　家光 平10. 8. 3歯   診療所
     豊歯28 豊後高田市新町９７８番地 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42709,3031,5 中間歯科医院 〒879-0617 0978-24-3388中間　秀弘 中間　秀弘 平15. 4. 1歯   診療所
     豊歯31 豊後高田市浜町６６８－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42809,3033,1 水之江歯科医院 〒879-0624 0978-24-2628水之江　愼一 水之江　愼一 平16.10.26歯   診療所
     豊歯33 豊後高田市本町４８２ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平28.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42909,3035,6 後藤歯科医院 〒872-1202 0978(54)2579後藤　昌三 後藤　昌三 平 4.12. 1歯   診療所
     豊歯35 豊後高田市香々地３５９０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
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  43009,3036,4 すみれ歯科 〒872-1101 0978-53-5101医療法人富松歯科医院河野　明彦 平17. 8. 1歯   診療所
     豊歯36 豊後高田市中真玉字浜古屋敷２１常　勤:    1　理事長　富松　準一 新規 現存
     ８４－１３ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43109,3037,2 安部歯科医院 〒879-0617 0978-24-0606安部　経夫 安部　経夫 平18. 1. 4歯   診療所
     豊歯37 豊後高田市高田１９７７－３ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43209,3038,0 龍口歯科クリニック 〒879-0606 0978-24-0780龍口　正 龍口　正 平23. 6.20歯   小歯 矯歯診療所
     豊歯38 豊後高田市玉津１３２４番地１ 常　勤:    1 組変 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43309,3040,6 うえきデンタルクリニ〒879-0628 0978-22-1158医療法人　Ｐｌａｎｔ植木　雄一 平27. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     豊歯40 ック 豊後高田市新町２８２１番地３ 常　勤:    1ｒｅｅ　理事長　植木 組変 現存
     (歯       1)　雄一 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43409,3041,4 うえき歯科クリニック〒879-0617 0978-22-2166医療法人　Ｐｌａｎｔ植木　茂 平27. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     豊歯41 豊後高田市高田８３２番地 常　勤:    1ｒｅｅ　理事長　植木 開変 現存
     (歯       1)　雄一 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43509,3042,2 まつなり歯科医院 〒872-1202 0978-54-2051松成　康男 松成　康男 平30. 3. 1歯   診療所
     豊歯42 豊後高田市香々地３９４９番地 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43610,3025,5 有永歯科医院 〒873-0001 0978-63-2165有永　博 有永　博 昭58. 6. 1歯   診療所
     杵歯25 杵築市大字杵築１２４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43710,3028,9 歯科原田医院 〒873-0002 0978-62-2460原田　裕教 原田　裕教 平 6. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     杵歯28 杵築市大字南杵築２８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43810,3029,7 久保歯科医院 〒873-0032 0978-63-8241久保　友成 久保　友成 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     杵歯29 杵築市大字奈多字志口３４９６－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43910,3031,3 田川歯科医院 〒873-0001 0978-62-2061田川　尚之 田川　尚之 平13. 2.21歯   小歯 診療所
     杵歯31 杵築市大字杵築１２１７ー１ 常　勤:    2 所変 現存
     (歯       2) 平25. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44010,3034,7 勝野歯科医院 〒879-1311 0977-75-1566勝野　征夫 勝野　征夫 平元. 5. 1歯   診療所
     杵歯34 杵築市山香町大字内河野字椿ケ瀬常　勤:    1 新規 現存
     ２７６７の２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44110,3035,4 長野歯科医院 〒879-1311 0977-75-0680長野　稔男 長野　稔男 平16. 4.24歯   小歯 歯外診療所
     杵歯35 杵築市山香町内河野２７３０－１常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 4.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44210,3037,0 宮本歯科医院 〒873-0001 0978-63-3033医療法人　ピュアハー宮本　耕一 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     杵歯37 杵築市大字杵築６６５番地５６９常　勤:    2ト　理事長　宮本　耕 組変 現存
     (歯       2)一 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44310,3040,4 なんば歯科医院 〒873-0001 0978-63-4182難波　亮二 難波　亮二 平29.11. 9歯   歯外 小歯診療所
     杵歯40 杵築市大字杵築字北浜６６５－２常　勤:    3 所変 矯歯 現存
     ６２ (歯       3) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44411,3021,2 田島歯科医院 〒879-0456 0978-32-7115田島　豊毅 田島　豊毅 昭50. 5. 1歯   診療所
     宇佐歯21 宇佐市辛島渚３３０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44511,3024,6 石部歯科 〒872-0001 0978(38)4611石部　純 石部　純 昭51. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇佐歯24 宇佐市大字長洲５４５番地 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44611,3027,9 池田歯科医院 〒879-0461 0978-32-0426池田　信治 池田　信治 昭52.10. 1歯   診療所
     宇佐歯27 宇佐市大字樋田９８番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44711,3028,7 中島デンタルクリニッ〒879-0305 0978-33-2161中島　三直 中島　三直 昭58. 9. 1歯   診療所
     宇佐歯28 ク 宇佐市大字上高家１３７８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44811,3029,5 美濃歯科医院 〒872-0001 0978-38-1083美濃　前 美濃　前 昭59. 2.19歯   診療所
     宇佐歯29 宇佐市大字長洲３７０２の２ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44911,3031,1 中島歯科医院 〒879-0471 0978-32-0025中島　知範 中島　知範 昭59. 6. 1歯   診療所
     宇佐歯31 宇佐市大字四日市１２６７ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45011,3032,9 金子歯科医院 〒879-0471 0978-33-2866金子　政則 金子　政則 昭59. 6. 1歯   診療所
     宇佐歯32 宇佐市大字四日市三反田２８７２常　勤:    1 所変 現存
     －６ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45111,3033,7 石川歯科医院 〒872-0102 0978-37-1711石川　広典 石川　広典 昭60. 5. 1歯   診療所
     宇佐歯33 宇佐市大字南宇佐２４２９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45211,3034,5 長浦歯科医院 〒879-1132 0978-37-0666長浦　潮 長浦　潮 昭60. 5. 1歯   診療所
     宇佐歯34 宇佐市大字岩崎３７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45311,3035,2 蜷木歯科医院 〒879-1132 0978-37-1923蜷木　康直 蜷木　康直 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     宇佐歯35 宇佐市大字岩崎御勝田１２４３－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45411,3036,0 江本歯科医院 〒872-0001 0978-38-5881江本　憲保 江本　憲保 昭63. 3. 1歯   診療所
     宇佐歯36 宇佐市大字長洲３６９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45511,3037,8 相良歯科医院 〒872-0033 0978-38-4141相良　好徳 相良　好徳 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     宇佐歯37 宇佐市住吉町２丁目２８番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45611,3040,2 佐藤歯科医院 〒879-0454 0978-33-3434佐藤　靖臣 佐藤　靖臣 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     宇佐歯40 宇佐市大字法鏡寺字前田２６７の常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45711,3041,0 たえん歯科 〒879-0316 0978-33-4433田椽　泰史 田椽　泰史 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇佐歯41 宇佐市大字下時枝字坊藤５６８番常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45811,3043,6 田中歯科医院 〒872-0001 0978-38-0141田中　一秀 田中　一秀 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇佐歯43 宇佐市大字長洲６８８ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45911,3044,4 そのき歯科医院 〒879-0443 0978-33-2277園木　幹人 園木　幹人 平 5. 6. 1歯   診療所
     宇佐歯44 宇佐市大字 原字津房７６６－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
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  46011,3047,7 うしろだ歯科医院 〒879-0231 0978-34-6480後田　利彦 後田　利彦 平14. 4. 1歯   診療所
     宇佐歯47 宇佐市大字南敷田７２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46111,3048,5 なの花歯科 〒879-0456 0978-32-8145石川　広秀 石川　広秀 平15. 8. 1歯   診療所
     宇佐歯48 宇佐市大字辛島字白木１９２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46211,3049,3 いわお歯科 〒879-0462 0978-32-6300岩男　祥宏 岩男　祥宏 平16. 7. 1歯   診療所
     宇佐歯49 宇佐市大字別府字下居ヤシキ６１常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46311,3053,5 谷歯科医院 〒872-0331 0978-42-6411谷　英巳 谷　英巳 平14.11. 1歯   診療所
     宇佐歯53 宇佐市院内町大副４９８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46411,3054,3 歯科久恒医院 〒872-0521 0978-44-2211久恒　敦司 久恒　敦司 平16. 1. 1歯   診療所
     宇佐歯54 宇佐市安心院町下毛２１４５番地常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46511,3055,0 糸口歯科診療所 〒879-0314 0978-33-2516社会福祉法人　大分県佐藤　なるみ 平17. 3.31歯   診療所
     宇佐歯55 宇佐市大字猿渡１０３０番１ 常　勤:    1社会福祉事業団　理事 所変 現存
     (歯       1)長　首藤　忍 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46611,3063,4 宇佐矯正歯科クリニッ〒879-0456 0978-33-3748医療法人宇佐矯正歯科松成　篤 平24.12. 1歯   矯歯 診療所
     宇佐歯63 ク 宇佐市大字辛島字屋敷１６７番地常　勤:    1クリニック　理事長　 組変 現存
     (歯       1)松成　篤 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46711,3064,2 医療法人　喜隆会　石〒872-0032 0978-34-8014医療法人　喜隆会　理石部　幸二 平25.12. 9歯   小歯 歯外診療所
     宇佐歯64 部ファミリー歯科医院宇佐市大字江須賀４０５５－４ 常　勤:    1事長　石部　幸二 組変 現存
     (歯       1) 平25.12. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46811,3066,7 たきがみ歯科クリニッ〒879-0456 0978-25-6480瀧上　洋平 瀧上　洋平 平27. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     宇佐歯66 ク 宇佐市辛島２０３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46911,3067,5 安心院わたなべ歯科 〒872-0507 0978-44-1106医療法人　安心院わた井東　透大 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇佐歯67 宇佐市安心院町木裳３８０番地２常　勤:    1なべ歯科　理事長　井 組変 矯歯 現存
     (歯       1)東　透大 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47011,3068,3 森吉歯科医院 〒879-0453 0978-33-3175森吉　大輔 森吉　大輔 平30. 4. 1歯   診療所
     宇佐歯68 宇佐市大字上田９５１番地 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47112,3003,8 熊瀬歯科医院 〒879-7131 0974(22)0327熊瀬　啓二 熊瀬　啓二 昭53. 1. 9歯   診療所
     大野歯3 豊後大野市三重町市場５６０の１常　勤:    2 開変 現存
     番地 (歯       2) 平29. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47212,3004,6 大塚歯科医院 〒879-6601 0974-42-3343大塚　亨 大塚　亨 昭55.11. 1歯   診療所
     大野歯4 豊後大野市緒方町馬場１２０の５常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47312,3005,3 第一歯科大塚 〒879-7131 0974-22-6377大塚　盛夫 大塚　盛夫 昭57. 6. 1歯   診療所
     大野歯5 豊後大野市三重町市場８１２－２常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47412,3007,9 杉山歯科医院 〒879-7305 097-578-0101杉山　英俊 杉山　英俊 昭61.12. 1歯   診療所
     大野歯7 豊後大野市犬飼町田原字立野２１常　勤:    1 所変 現存
     ０番地１ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47512,3008,7 高倉歯科医院 〒879-6601 0974-42-3622高倉　賢志 高倉　賢志 昭62. 4. 1歯   診療所
     大野歯8 豊後大野市緒方町馬場５６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47612,3009,5 医療法人　久保歯科医〒879-6441 0974(34)2577医療法人久保歯科医院久保　博英 平元.12. 1歯   診療所
     大野歯9 院 豊後大野市大野町田中１６６番地常　勤:    2　理事長　久保　博英 組変 現存
     ２ (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47712,3013,7 朝地町アルファ歯科医〒879-6221 0974-72-1032麻生　智義 麻生　智義 平 8.11. 1歯   診療所
     大野歯13 院 豊後大野市朝地町坪泉５６５－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47812,3014,5 矢野歯科クリニック 〒879-7111 0974-22-8811矢野　英次 矢野　英次 平11. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大野歯14 豊後大野市三重町赤嶺１０９２番常　勤:    1 新規 現存
     地２５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47912,3016,0 橋本歯科医院 〒879-6601 0974-42-2515橋本　憲文 橋本　憲文 平15. 1. 5歯   診療所
     大野歯16 豊後大野市緒方町馬場２１０番地常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平27. 1. 5
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  48012,3017,8 みどり歯科クリニック〒879-6643 0974-42-3031衞 　美登里 衞 　美登里 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     大野歯17 豊後大野市緒方町下自在１６８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48112,3019,4 ごとう歯科・口腔外科〒879-7111 0974-22-1118後藤　秀之 後藤　秀之 平19.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     大野歯19 クリニック 豊後大野市三重町赤嶺１６８０番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48212,3022,8 フレンド歯科 〒879-7111 0974-22-8828医療法人ハートニング立園　隆右 平25. 1. 1一般    診療所
     大野歯22 豊後大野市三重町赤嶺２０５６番常　勤:    3・ヘルスケア　理事長 組変 歯   歯外 小歯現存
     地 (歯       3)　立園　隆右 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48312,3023,6 市場のはいしゃさん 〒879-7131 0974-22-1455木付　暁子 木付　暁子 平25. 6. 1歯   歯外 診療所
     大野歯23 豊後大野市三重町市場１３９６番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48412,3024,4 つばさ歯科 〒879-7131 0974-22-6262荒金　慶子 荒金　慶子 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大野歯24 豊後大野市三重町市場４２６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48512,3026,9 むとう歯科医院 〒879-7301 097-578-1800医療法人　むとう歯科武藤　晃典 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大野歯26 豊後大野市犬飼町犬飼１８番地１常　勤:    2医院　理事長　武藤　 組変 現存
     (歯       2)秀典 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48612,3028,5 羽田歯科医院 〒879-7111 0974-22-0317清國　祐紀 清國　祐紀 平28. 8.16歯   小歯 診療所
     大野歯28 豊後大野市三重町赤嶺字塚田２９常　勤:    1 所変 現存
     ７１番６ (歯       1) 平28. 8.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48713,3004,4 小野歯科医院 〒879-5413 097-582-2200小野　智之 小野　智之 平 3.12. 1歯   小歯 診療所
     由布歯4 由布市庄内町大龍２３４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48813,3005,1 フォレスト・デンタル〒879-5102 0977-85-4747松本　進一 松本　進一 平 6. 1. 1歯   診療所
     由布歯5 ・クリニック 由布市湯布院町川上１１８１－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48913,3007,7 かわかみ歯科 〒879-5518 097-586-3418川上　昌也 川上　昌也 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     由布歯7 由布市挾間町北方１３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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  49013,3008,5 小原歯科医院 〒879-5506 097-583-3877小原　正嗣 小原　正嗣 平13. 2.23歯   小歯 診療所
     由布歯8 由布市挾間町挾間３５６ー１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平25. 2.23
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49113,3009,3 ヒロ歯科クリニック 〒879-5421 097-582-2222河野　真寛 河野　真寛 平13.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     由布歯9 由布市庄内町柿原３０５番地２　常　勤:    1 新規 現存
     花菱ハイツ１階 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49213,3010,1 野上歯科クリニック 〒879-5103 0977-85-4676野上　浩志 野上　浩志 平15.12.22歯   診療所
     由布歯10 由布市湯布院町川南２７３－１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平27.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49313,3011,9 医療法人　田代歯科医〒879-5102 0977-85-3322医療法人　田代歯科医田代　教二 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     由布歯11 院 由布市湯布院町川上２９３５番地常　勤:    1院　理事長　田代　教 組変 現存
     ４ (歯       1)二 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49413,3012,7 吉村歯科クリニック 〒879-5511 097-586-3081吉村　俊幸 吉村　俊幸 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     由布歯12 由布市挾間町古野２０４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49513,3013,5 木本歯科クリニック 〒879-5506 097-583-3385医療法人育栄会　理事木本　哲也 平19. 5. 1歯   診療所
     由布歯13 由布市挾間町挾間４５６番地１ 常　勤:    1長　木本　哲也 組変 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49613,3014,3 歯科吉村医院 〒879-5103 0977-84-2077吉村　研治 吉村　研治 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     由布歯14 由布市湯布院町川南３３５番地 常　勤:    3 開変 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49713,3015,0 酒井歯科 〒879-5101 0977-76-5580酒井　珠材 酒井　珠材 平21. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     由布歯15 由布市湯布院町塚原４０－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49814,3005,9 清末歯科医院 〒873-0643 0978-74-0102清末　徹治 清末　徹治 昭49. 6. 1歯   診療所
     国東歯5 国東市国東町富来浦１４４４ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49914,3006,7 栗林歯科医院 〒873-0503 0978(72)0038栗林　稔 栗林　稔 昭51. 8.12歯   小歯 診療所
     国東歯6 国東市国東町鶴川３９８ 常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平24. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50014,3007,5 川野歯科医院 〒873-0412 0978-68-1574川野　亨 川野　亨 昭52. 7.21歯   診療所
     国東歯7 国東市武蔵町古市字見の城１０９常　勤:    1 所変 現存
     番地 (歯       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50114,3008,3 アキモト歯科医院 〒873-0221 0978-67-2677秋本　愼一 秋本　愼一 昭63.11. 1歯   診療所
     国東歯8 国東市安岐町西本田中前８８３－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50214,3010,9 福永歯科医院 〒873-0503 0978-72-2838福永　功 福永　功 平 5. 6. 1歯   診療所
     国東歯10 国東市国東町鶴川１０６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50314,3011,7 医療法人なかよし歯科〒873-0412 0978-68-0118医療法人なかよし歯科藤原　亮 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     国東歯11 医院 国東市武蔵町古市１１３９番地１常　勤:    2医院　理事長　藤原　 所変 現存
     (歯       2)亮 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50414,3012,5 医療法人　さいとう歯〒873-0212 0978-67-2980医療法人さいとう歯科齋藤　純 平10. 5.15歯   小歯 診療所
     国東歯12 科医院 国東市安岐町塩屋２９０番地６ 常　勤:    2医院　理事長　齋藤　 所変 現存
     (歯       2)純 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50514,3013,3 矢野歯科医院 〒873-0202 0978-67-0499矢野　優 矢野　優 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     国東歯13 国東市安岐町瀬戸田６６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50614,3015,8 岐部歯科医院 〒872-1401 0978-82-0078岐部　靖弘 岐部　靖弘 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     国東歯15 国東市国見町伊美２５８４－３ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50714,3017,4 ざいぜん歯科 〒873-0511 0978-72-1042財前　裕優 財前　裕優 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     国東歯17 国東市国東町小原２７６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50814,3018,2 ふじがき歯科医院 〒872-1401 0978-82-1011医療法人ふじがき歯科藤垣　雅士 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     国東歯18 国東市国見町伊美２７５２番地３常　勤:    1医院　理事長　藤垣　 組変 現存
     (歯       1)雅士 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50914,3019,0 わかば歯科 〒873-0503 0978-72-2959淺井　之仁 淺井　之仁 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     国東歯19 国東市国東町鶴川２６９４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51014,3020,8 ちよ歯科医院 〒873-0421 0978-69-0200清末　敏晴 清末　敏晴 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     国東歯20 国東市武蔵町糸原３９４２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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  51122,3019,3 脇歯科医院 〒879-1506 0977(72)7113脇　博泰 脇　博泰 昭56. 5. 1歯   診療所
     速歯19 速見郡日出町１６６１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51222,3021,9 溝部歯科医院 〒879-1506 0977-72-6488溝部　秀憲 溝部　秀憲 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     速歯21 速見郡日出町３４８０番地の７ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51322,3025,0 医療法人慈元会　一宮〒879-1507 0977-72-2509医療法人慈元会　理事一宮　元 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     速歯25 歯科医院 速見郡日出町豊岡６７９－１ 常　勤:    1長　一宮　元 組変 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51422,3028,4 第二谷口歯科医院 〒879-1507 0977-72-9330医療法人第二谷口歯科谷口　寛 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     速歯28 速見郡日出町大字豊岡３８５番地常　勤:    1医院　理事長　谷口　 組変 現存
     の１ (歯       1)寛 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51522,3029,2 大原歯科医院 〒879-1506 0977-72-1616大原　啓 大原　啓 平12. 1.18歯   診療所
     速歯29 速見郡日出町３１１５番地の１８常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平30. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51622,3034,2 まつもと歯科 〒879-1500 0977-72-8645松本　量文 松本　量文 平17. 2.14歯   診療所
     速歯34 速見郡日出町字年の神３８５８番常　勤:    1 所変 現存
     地８ (歯       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51722,3036,7 河野歯科医院 〒879-1505 0977(73)1182河野　俊貴 河野　俊貴 平17.10.11歯   小歯 診療所
     速歯36 速見郡日出町川崎８０７－１１ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51822,3037,5 ＡＬＰＳ　ＳＵＮＲＩ〒879-1500 0977-72-2557医療法人真正会　理事向井　真耀 平19. 2. 1歯   診療所
     速歯37 ＳＥ　ＣＬＩＮＩＣ 速見郡日出町字北横町２９９０番常　勤:    1長　向井　道夫 新規 現存
     地の３他 (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51922,3039,1 医療法人山下歯科医院〒879-1506 0977-28-0058医療法人山下歯科医院山下　浩平 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     速歯39 速見郡日出町３１８４番地 常　勤:    2　理事長　山下　浩平 組変 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
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  52022,3040,9 フォレスト歯科口腔外〒879-1506 0977-51-5651一宮　久之 一宮　久之 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     速歯40 科クリニック 速見郡日出町鰐沢３６４１番６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52128,3020,8 井上歯科医院 〒879-4801 0973-77-6851井上　紘一 井上　紘一 昭48.10. 2歯   診療所
     玖歯19 玖珠郡九重町大字右田７３７の３常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平24.10. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52228,3023,2 たしろ歯科医院 〒879-4413 0973-72-3838田代　潤 田代　潤 昭56.12. 1歯   診療所
     玖歯23 玖珠郡玖珠町大字塚脇字箱割１８常　勤:    1 新規 現存
     １－４ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52328,3026,5 井上第二歯科医院 〒879-4413 0973-72-5983井上　正務 井上　正務 昭59. 7. 1歯   診療所
     玖歯26 玖珠郡玖珠町塚脇長野野中７３４常　勤:    1 新規 現存
     の２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52428,3027,3 麻生歯科医院 〒879-4601 0973-76-2310麻生　弘 麻生　弘 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     玖歯27 玖珠郡九重町大字右田３３５９ 常　勤:    1 所変 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52528,3028,1 玉井歯科医院 〒879-4631 0973-76-2018玉井　建治 玉井　建治 昭61.12. 1歯   診療所
     玖歯28 玖珠郡九重町大字恵良５４０番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52628,3035,6 是永歯科医院 〒879-4403 0973-72-1020是永　悟 是永　悟 平 5. 6. 1歯   診療所
     玖歯35 玖珠郡玖珠町大字帆足２３３－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52728,3036,4 相良歯科医院 〒879-4413 0973-72-0214相良　泰介 相良　泰介 平 6. 1. 1歯   診療所
     玖歯36 玖珠郡玖珠町塚脇３４８－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52828,3037,2 長尾歯科 〒879-4403 0973-72-7122長尾　博通 長尾　博通 平 9. 7. 1歯   診療所
     玖歯37 玖珠郡玖珠町大字帆足２７９番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52928,3038,0 秋吉歯科医院 〒879-4403 0973-72-4549秋吉　栄太郎 秋吉　栄太郎 平12. 3.16歯   診療所
     玖歯38 玖珠郡玖珠町大字帆足２３２の７常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平30. 3.16
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  53028,3040,6 倉成歯科医院 〒879-4404 0973-72-0450倉成　一宏 倉成　一宏 平24. 8. 1歯   診療所
     玖歯40 玖珠郡玖珠町森３８－２ 常　勤:    1 開変 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53128,3041,4 吉武歯科医院 〒879-4403 0973-72-0615吉武　孝拡 吉武　孝拡 平26. 4. 1歯   診療所
     玖歯41 玖珠郡玖珠町大字帆足２４１－２常　勤:    2 開変 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53228,3042,2 飯田高原歯科診療所 〒879-4911 0973-79-2888藤原　康次 藤原　康次 平26.10. 1歯   診療所
     玖歯42 玖珠郡九重町大字田野１５８２－常　勤:    1 新規 現存
     ５メゾン九重１号棟 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


