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    101,3048,5 鈴木歯科クリニック 〒020-0021 019-651-0151鈴木　英夫 鈴木　英夫 昭47.12.21歯   診療所
     盛歯48 盛岡市中央通三丁目７番１号　政常　勤:    1 新規 現存
     経ビル２Ｆ (歯       1) 平29.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3052,7 上田歯科医院 〒020-0066 019-624-4150鈴木　信顕 鈴木　信顕 昭48. 9. 3歯   診療所
     盛歯52 盛岡市上田四丁目２０番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3058,4 天日歯科医院 〒020-0022 019-652-2820天日　清子 天日　清子 昭49.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯58 盛岡市大通一丁目３番４号　宝来常　勤:    2 新規 現存
     ビル４Ｆ (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3062,6 上島歯科医院 〒020-0133 019-647-2431上島　頼子 上島　頼子 昭50. 5.12歯   診療所
     盛歯62 盛岡市青山二丁目１６番２３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3073,3 田代歯科医院 〒020-0127 019-645-1300田代　稔 田代　稔 昭50.12. 1歯   診療所
     盛歯73 盛岡市前九年一丁目６番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3082,4 菅原歯科 〒020-0022 019-654-2211菅原　正 菅原　正 昭51. 5. 1歯   歯外 診療所
     盛歯82 盛岡市大通二丁目２番１５号さわ常　勤:    1 新規 現存
     やビル４Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3083,2 池田歯科医院 〒020-0066 019-654-0633池田　健 池田　健 昭51. 6. 4歯   矯歯 診療所
     盛歯83 盛岡市上田一丁目１６番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3096,4 笹川小児歯科医院 〒020-0021 019-652-0117佐々木　保 佐々木　保 昭52. 7.21小歯 歯   矯歯診療所
     盛歯96 盛岡市中央通一丁目１１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3100,4 宮城歯科医院 〒020-0877 019-622-2029宮城　隆司 宮城　隆司 昭52. 9.26歯   診療所
     盛歯100 盛岡市下ノ橋町２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,3101,2 黒江歯科医院 〒020-0886 019-624-6624黒江　俊 黒江　俊 昭53. 1.14歯   診療所
     盛歯101 盛岡市若園町１０番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,3103,8 岡田歯科医院 〒020-0885 019-622-4829岡田　俊夫 岡田　俊夫 昭53. 2. 1歯   診療所
     盛歯103 盛岡市紺屋町６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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   1201,3104,6 中野歯科クリニック 〒020-0816 019-653-1821佐々木　隆博 佐々木　隆博 昭53. 8.28歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯104 盛岡市中野一丁目１７番１号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3106,1 鈴木歯科診療室 〒020-0127 019-646-7733鈴木　雅夫 鈴木　雅夫 昭53. 8. 1歯   矯歯 診療所
     盛歯106 盛岡市前九年二丁目１０番３９号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3119,4 守口歯科クリニック 〒020-0103 019-663-1717守口　憲三 守口　和 昭54. 6. 1歯   小歯 診療所
     盛歯119 盛岡市西松園三丁目２３番１０号常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3122,8 大館歯科クリニック 〒020-0147 019-646-6825岡村　賢治 岡村　賢治 昭54.11.11歯   小歯 歯外診療所
     盛歯122 盛岡市大館町２６番５０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3125,1 野手歯科医院 〒020-0122 019-641-0086野手　清 野手　清 昭54.12.15歯   小歯 診療所
     盛歯125 盛岡市みたけ六丁目１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3128,5 外川歯科医院 〒020-0004 019-653-6480外川　正 外川　正 昭55. 7.14歯   診療所
     盛歯128 盛岡市山岸一丁目２番４６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3132,7 おかだ歯科医院 〒020-0113 019-661-8918岡田　俊司 岡田　俊司 昭55. 9. 1歯   小歯 診療所
     盛歯132 盛岡市上田堤二丁目２番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,3133,5 惣門歯科 〒020-0874 019-625-1311岡田　公一 岡田　公一 昭55. 9.18歯   診療所
     盛歯133 盛岡市南大通三丁目１０番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,3135,0 中屋敷歯科医院 〒020-0117 019-661-2511中屋敷　修 中屋敷　修 昭55.10. 6歯   診療所
     盛歯135 盛岡市緑が丘一丁目１番７号オフ常　勤:    1 新規 現存
     ィス緑が丘２Ｆ (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,3136,8 栃内歯科医院 〒020-0884 019-625-1588栃内　明啓 栃内　明啓 昭55.10.17歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯136 盛岡市神明町１０番３５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2201,3139,2 むらかみ歯科医院 〒020-0021 019-651-7090村上　修 村上　修 昭55.11.25歯   診療所
     盛歯139 盛岡市中央通二丁目７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3140,0 千葉歯科 〒020-0033 019-653-3321千葉　美知子 千葉　美知子 昭56. 4.10歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯140 盛岡市盛岡駅前北通２番２５号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3142,6 うしぶくろ歯科医院 〒020-0131 019-647-8668牛袋　徳道 牛袋　徳道 昭56. 6.10歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯142 盛岡市中堤町１３番４３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3148,3 橋浦歯科診療所 〒020-0103 019-662-8151橋浦　礼二郎 橋浦　礼二郎 昭57. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     盛歯148 盛岡市西松園一丁目３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3157,4 関デンタルクリニック〒020-0022 019-651-5035関　州宏 関　州宏 昭58. 5. 9歯   診療所
     盛歯157 盛岡市大通三丁目９番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3160,8 黒石野歯科医院 〒020-0111 019-662-5678武田　秀雄 武田　秀雄 昭58. 7. 5歯   小歯 診療所
     盛歯160 盛岡市黒石野二丁目１３番４４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3162,4 柴田歯科医院 〒020-0878 019-651-6710柴田　理 柴田　理 昭58. 8. 2歯   診療所
     盛歯162 盛岡市肴町５番５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,3163,2 茶畑歯科医院 〒020-0822 019-653-2545大林　勢津子 大林　勢津子 昭58. 9.22歯   診療所
     盛歯163 盛岡市茶畑一丁目８番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,3166,5 国労会館歯科 〒020-0033 019-653-5228千葉　啓二 千葉　啓二 昭59. 2. 1歯   診療所
     盛歯166 盛岡市盛岡駅前北通４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,3168,1 前東歯科医院 〒020-0025 019-623-4400前東　正次 前東　正次 昭59. 6.18歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯168 盛岡市大沢川原三丁目６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3201,3172,3 前川歯科クリニック 〒020-0042 019-653-3200前川　秀憲 前川　秀憲 昭60. 4. 1歯   診療所
     盛歯172 盛岡市新田町９番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3174,9 小松デンタルオフィス〒020-0016 019-653-6491小松　世潮 小松　世潮 昭61. 4. 7歯   歯外 診療所
     盛歯174 盛岡市名須川町１７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3180,6 攝待歯科医院 〒020-0106 019-663-0110攝待　成宏 攝待　成宏 昭63. 4.11歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯180 盛岡市東松園三丁目２８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3186,3 小笠原歯科医院 〒020-0875 019-623-7227小笠原　宰記 小笠原　宰記 平元. 8. 1歯   診療所
     盛歯186 盛岡市清水町６番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3187,1 吉田デンタルクリニッ〒020-0013 019-652-5511吉田　廣海 吉田　廣海 平元. 9. 1歯   診療所
     盛歯187 ク 盛岡市愛宕町３番２５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3189,7 黒田歯科クリニック 〒020-0066 019-625-8889黒田　康之 黒田　康之 平元.10. 2歯   診療所
     盛歯189 盛岡市上田一丁目５番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3191,3 さくらだ歯科クリニッ〒020-0117 019-661-6480櫻田　晋 櫻田　晋 平元.10. 8歯   診療所
     盛歯191 ク 盛岡市緑が丘四丁目１番５０号ア常　勤:    1 新規 現存
     スティ３０４ (歯       1) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,3192,1 開運橋歯科クリニック〒020-0026 019-654-5841上斗米　博 上斗米　博 平 2. 4.16歯   診療所
     盛歯192 盛岡市開運橋通２番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,3198,8 中村歯科医院 〒020-0861 019-635-3777中村　裕子 中村　裕子 平 3. 3. 1歯   小歯 診療所
     盛歯198 盛岡市仙北二丁目１０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,3199,6 両川歯科医院 〒020-0883 019-624-3143両川　辰雄 両川　明子 平 3. 4. 1歯   診療所
     盛歯199 盛岡市志家町３番４１号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,3200,2 いとう歯科医院 〒020-0813 019-626-5252伊藤　学 伊藤　学 平 3. 4.12歯   小歯 診療所
     盛歯200 盛岡市東山一丁目１９番２１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.12
     (薬       1)
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   4301,3201,0 寺島歯科医院 〒020-0807 019-626-5800寺島　博 寺島　博 平 3. 4. 6歯   診療所
     盛歯201 盛岡市加賀野一丁目２番６１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3202,8 小山田歯科医院 〒020-0034 019-625-1744小山田　榮二 小山田　榮二 平 3. 5.27歯   診療所
     盛歯202 盛岡市盛岡駅前通８番１１号　盛常　勤:    1 移動 現存
     岡駅前ビル３階 (歯       1) 平30. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3206,9 山田歯科医院 〒020-0841 019-638-6088山田　康平 山田　康平 平 4. 2. 3歯   小歯 診療所
     盛歯206 盛岡市羽場１７地割９９番地５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3207,7 米内歯科医院 〒020-0831 019-637-2035米内　正 米内　正 昭53. 5. 1歯   矯歯 診療所
     盛歯207 盛岡市三本柳１１地割１２番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3208,5 近藤歯科クリニック 〒020-0834 019-638-8299近藤　聖二 近藤　聖二 昭54. 5. 9歯   診療所
     盛歯208 盛岡市永井２２地割４２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3212,7 都南歯科医院 〒020-0831 019-638-8680山田　雅男 山田　雅男 昭56. 2. 5歯   診療所
     盛歯212 盛岡市三本柳７地割１３番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,3217,6 西郷歯科医院 〒020-0833 019-638-7711西郷　慶悦 西郷　慶悦 昭62.11.24歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯217 盛岡市西見前１４地割８３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,3218,4 津志田歯科医院 〒020-0836 019-638-3800鈴木　伸 鈴木　伸 昭62.11.12歯   矯歯 診療所
     盛歯218 盛岡市津志田西１丁目１番３１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,3219,2 たちばな歯科医院 〒020-0402 019-696-3838橘　雅洋 橘　雅洋 平 3. 6.25歯   診療所
     盛歯219 盛岡市黒川２２地割３９番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,3220,0 小田中歯科医院 〒020-0843 019-637-7774小田中　健策 小田中　健策 平 3. 4.12歯   歯外 矯歯診療所
     盛歯220 盛岡市湯沢西三丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5301,3221,8 ささき歯科医院 〒020-0831 019-637-8211佐々木　憲明 佐々木　憲明 平 3. 8.20歯   診療所
     盛歯221 盛岡市三本柳第３地割１２番地７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3222,6 まゆみ歯科・小児歯科〒020-0881 019-651-6480高橋　真弓 高橋　真弓 平 4. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯222 医院 盛岡市天神町１０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3223,4 三田歯科医院 〒020-0124 019-641-2460三田　透 三田　透 平 3.12. 1歯   診療所
     盛歯223 盛岡市厨川一丁目１９番５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3224,2 小山田歯科クリニック〒020-0134 019-643-4618小山田　勇樹 小山田　勇樹 平 4. 4.13歯   診療所
     盛歯224 盛岡市南青山町３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3225,9 あにわ歯科クリニック〒020-0824 019-652-8700菅原　達郎 菅原　達郎 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     盛歯225 盛岡市東安庭三丁目１５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3226,7 はしば歯科医院 〒020-0004 019-662-7171橋場　友幹 橋場　友幹 平 4. 5.13歯   矯歯 歯外診療所
     盛歯226 盛岡市山岸四丁目１０番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,3229,1 三島歯科医院 〒020-0838 019-637-6565佐藤　秀樹 佐藤　秀樹 平 4.10.16歯   診療所
     盛歯229 盛岡市津志田中央三丁目６番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,3235,8 横藤歯科医院 〒020-0883 019-653-5577横藤　英夫 横藤　英夫 平 5. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     盛歯235 盛岡市志家町１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,3238,2 トシ歯科医院 〒020-0122 019-641-7152医療法人トシ歯科医院佐々木　俊彦 平 5. 8. 2歯   小歯 診療所
     盛歯238 盛岡市みたけ三丁目２７番１５号常　勤:    1　理事長　佐々木　俊 組織変更 現存
     (歯       1)彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6201,3239,0 松嶋歯科医院 〒020-0866 019-634-0488医療法人拓心会　理事松嶋　正造 平 5. 9. 1歯   診療所
     盛歯239 盛岡市本宮一丁目９番８号 常　勤:    3長　松嶋　正造 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,3241,6 松舘歯科医院 〒020-0051 019-659-2566医療法人邦陽会　理事松舘　邦彦 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯241 盛岡市下太田沢田６８番２号 常　勤:    1長　松舘　邦彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3243,2 菊月歯科医院 〒020-0107 019-662-7720医療法人尚歯会　理事菊月　圭吾 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯243 盛岡市松園二丁目１番１９号 常　勤:    2長　菊月　圭吾 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3244,0 佐藤たもつ歯科医院 〒020-0866 019-636-0418医療法人佐藤たもつ歯佐藤　保 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     盛歯244 盛岡市本宮一丁目２４番３号 常　勤:    2科医院　理事長　佐藤 組織変更 現存
     (歯       2)　保 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3247,3 しげのぶ歯科医院 〒020-0816 019-653-8341佐藤　重信 佐藤　重信 平 6. 4. 8歯   診療所
     盛歯247 盛岡市中野一丁目２９番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3248,1 壱番舘歯科クリニック〒020-0834 019-637-4618澤井　泰董 澤井　泰董 平 6. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯248 盛岡市永井２２地割３番地１１８常　勤:    1 新規 現存
     ＳＡＷＡＸ壱番舘１階 (歯       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3249,9 仙北坂歯科クリニック〒020-0866 019-635-1641菊地　博 菊地　博 平 6. 5. 9歯   小歯 矯歯診療所
     盛歯249 盛岡市本宮二丁目１１番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,3250,7 あい歯科クリニック 〒020-0121 019-641-8814伊藤　進 伊藤　進 平 6. 7. 5歯   診療所
     盛歯250 盛岡市月が丘三丁目３９番５０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,3251,5 高山歯科医院 〒020-0822 019-651-8241高山　透 高山　透 平 6. 8.29歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯251 盛岡市茶畑一丁目１番６号　グリ常　勤:    1 新規 現存
     ーンビレッジ盛岡Ｃ棟　２階 (歯       1) 平24. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7101,3253,1 前川歯科医院 〒020-0132 019-647-1411前川　洋 前川　洋 平 6. 8.20歯   小歯 診療所
     盛歯253 盛岡市西青山一丁目１６番１７号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3255,6 医療法人　広仁会　城〒020-0044 019-624-0531医療法人広仁会　理事箱崎　渡 平 6. 9. 1歯   診療所
     盛歯255 西歯科クリニック 盛岡市城西町７番３５号 常　勤:    2長　箱崎　渡 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,3257,2 三善歯科医院 〒020-0132 019-647-7666三善　潤 三善　潤 平 6.10. 3歯   診療所
     盛歯257 盛岡市西青山二丁目１８番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3260,6 伊保内歯科クリニック〒020-0024 019-652-9543伊保内　健司 伊保内　健司 平 7. 1.12歯   診療所
     盛歯260 盛岡市菜園二丁目２番２３号　石常　勤:    1 新規 現存
     川ビル　２Ｆ (歯       1) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3262,2 ながはま歯科医院 〒020-0062 019-653-8911長濱　博道 長濱　博道 平 7. 4.18歯   診療所
     盛歯262 盛岡市長田町２１番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3263,0 宮田歯科医院 〒020-0114 019-663-4848宮田　右京 宮田　右京 平 7. 5.29歯   診療所
     盛歯263 盛岡市高松二丁目２６番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3267,1 遠藤歯科クリニック 〒020-0025 019-629-1188遠藤　哲彦 遠藤　哲彦 平 7. 8.10歯   診療所
     盛歯267 盛岡市大沢川原三丁目６番３１号常　勤:    1 新規 現存
     ライオンズマンション開運橋２１(歯       1) 平28. 8.10
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3270,5 サンタウン歯科クリニ〒020-0105 019-661-1888鈴木　洋之介 鈴木　洋之介 平 7.10.20歯   小歯 診療所
     盛歯270 ック 盛岡市北松園二丁目１４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,3271,3 はぎわら歯科クリニッ〒020-0042 019-626-3363萩原　伸治 萩原　伸治 平 7.12.21歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯271 ク 盛岡市新田町１０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,3272,1 小笠原歯科クリニック〒020-0866 0196-35-3500医療法人大樹会　理事小笠原　洋人 平 8. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯272 盛岡市本宮三丁目３２番５号 常　勤:    2長　小笠原　洋人 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101,3274,7 和田歯科医院 〒020-0884 019-652-5011和田　武彦 和田　武彦 平 8. 3.15歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯274 盛岡市神明町２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3276,2 白石歯科クリニック 〒020-0853 019-638-0666白石　秀幸 白石　秀幸 平 8. 5.24歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯276 盛岡市下飯岡１１地割１２６番１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,3277,0 ふじさわ歯科クリニッ〒020-0122 019-646-0877藤澤　 藤澤　 平 8. 7.27歯   診療所
     盛歯277 ク 盛岡市みたけ四丁目２４番３５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,3278,8 くろだ歯科医院 〒020-0011 019-663-6601黒田　直寿 黒田　直寿 平 8. 8.10歯   小歯 診療所
     盛歯278 盛岡市三ツ割五丁目７番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3283,8 照井歯科医院 〒020-0015 019-622-4055照井　敏彦 照井　敏彦 平 9. 1. 1歯   診療所
     盛歯283 盛岡市本町通一丁目９番３４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3284,6 横矢歯科医院 〒020-0874 019-626-9200横矢　斉史 横矢　斉史 平 9. 4.21歯   診療所
     盛歯284 盛岡市南大通二丁目４番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3285,3 宮崎歯科医院 〒020-0822 019-626-1876宮崎　宣政 宮崎　宣政 平 9. 5.20歯   小歯 診療所
     盛歯285 盛岡市茶畑二丁目７番２３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3286,1 田中歯科医院 〒020-0125 019-645-2821医療法人尽誠会　理事田中　崇一 平 9. 6. 1歯   診療所
     盛歯286 盛岡市上堂一丁目１６番２７号 常　勤:    1長　田中　健一 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,3288,7 佐藤博歯科医院 〒020-0066 019ー621ー7011佐藤　博 佐藤　博 平 9.10.13歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯288 盛岡市上田一丁目７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9001,3289,5 さとう歯科クリニック〒020-0834 019ー637ー7373医療法人　大志会　理佐藤　昭人 平 9.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯289 盛岡市永井２０地割１番地９１ 常　勤:    1事長　佐藤　昭人 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,3291,1 見前歯科クリニック 〒020-0833 019-637-8803相澤　譲 相澤　譲 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     盛歯291 盛岡市西見前１５地割４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3293,7 松田歯科医院 〒020-0871 019-624-8848松田　葉 松田　葉 平10. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯293 盛岡市中ノ橋通一丁目７番１号　常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,3298,6 手代森歯科クリニック〒020-0401 019-675-1133川村　英幹 川村　英幹 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     盛歯298 盛岡市手代森７地割７８番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,3303,4 小川歯科医院 〒020-0402 019-696-2227医療法人小川歯科医院小川　邦明 平10.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯303 盛岡市黒川第９地割２０番地８ 常　勤:    1　理事長　小川　邦明 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3305,9 細川歯科医院 〒020-0011 019-665-0118細川　貢 細川　貢 平11. 4.30歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯305 盛岡市三ツ割二丁目１番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3306,7 たかはし歯科医院 〒020-0121 019-643-8880高橋　賢司 高橋　賢司 平11. 4. 8歯   小歯 診療所
     盛歯306 盛岡市月が丘一丁目２７番４５号常　勤:    2 新規 現存
     エンジェルビルⅢ１－Ｂ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3308,3 太田歯科医院 〒020-0053 019-658-0039村上　克利 村上　克利 平11. 6.26歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯308 盛岡市上太田金財１番地３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3312,5 やすの矯正歯科クリニ〒020-0034 019-622-3877安野　松王 安野　松王 平11. 7. 1矯歯 診療所
     盛歯312 ック 盛岡市盛岡駅前通１４番９号平戸常　勤:    2 新規 現存
     屋ビル２階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,3313,3 鈴木まなぶ歯科医院 〒020-0066 019-654-6480鈴木　学 鈴木　学 平11. 7. 5歯   小歯 診療所
     盛歯313 盛岡市上田一丁目１番５２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,3314,1 西郷歯科医院 〒020-0114 019-661-8110西郷　史郎 西郷　史郎 平11. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯314 盛岡市高松一丁目１３番１５号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
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  10101,3315,8 小野歯科医院 〒020-0121 019-641-6480小野　博之 小野　博之 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     盛歯315 盛岡市月が丘三丁目３２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3316,6 上ノ橋歯科クリニック〒020-0887 019-622-4348両川　卓司 両川　卓司 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     盛歯316 盛岡市上ノ橋町１番４５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,3317,4 のむら歯科医院 〒020-0401 019-675-1188野村　照彦 野村　照彦 平12. 3.15歯   診療所
     盛歯317 盛岡市手代森１４地割１６番地２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3318,2 加賀野歯科クリニック〒020-0807 019-651-8974佐藤　寿久 佐藤　寿久 平12. 5.13歯   小歯 診療所
     盛歯318 盛岡市加賀野３丁目１番１１号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,3319,0 ふじむら歯科医院 〒020-0878 019-625-2418藤村　三良 藤村　三良 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯319 盛岡市肴町３番３０号パークハイ常　勤:    1 移動 現存
     ツ中津川１０２号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3320,8 山田歯科クリニック 〒020-0004 019-662-8865山田　吾郎 山田　吾郎 平12. 7. 1歯   診療所
     盛歯320 盛岡市山岸三丁目２番１号山岸中常　勤:    1 移動 現存
     央ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3322,4 小泉歯科医院 〒020-0861 019-635-2292小泉　光子 小泉　光子 平12. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯322 盛岡市仙北三丁目１５番２６号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,3323,2 しまざき歯科医院 〒020-0807 019-656-8388医療法人　吉陽会　理島﨑　操一 平12.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     盛歯323 盛岡市加賀野四丁目１５番３０号常　勤:    1事長　島﨑操一 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,3324,0 赤坂歯科医院 〒020-0872 019-622-5098赤坂　栄里子 赤坂　栄里子 平13. 2. 1歯   診療所
     盛歯324 盛岡市八幡町１番１１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3327,3 なかの矯正歯科 〒020-0807 019-604-8883中野　廣一 中野　廣一 平13. 5.15矯歯 診療所
     盛歯327 盛岡市加賀野二丁目８番２４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11101,3329,9 木のまち歯科医院 〒020-0063 019-626-4618村上　晶子 村上　晶子 平13. 7. 9歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯329 盛岡市材木町２番２６号近三ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平25. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3330,7 りょうわ歯科 〒020-0063 019-653-3636吉田　裕則 吉田　裕則 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯330 盛岡市材木町６番２号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,3331,5 さいとう歯科医院 〒020-0124 019-641-3558齋藤　雅人 齋藤　雅人 平13.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯331 盛岡市厨川一丁目５番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3333,1 おとべ歯科クリニック〒020-0403 019-696-3001斗ケ澤　宜裕 斗ケ澤　宜裕 平14. 2.22歯   小歯 診療所
     盛歯333 盛岡市乙部４地割１５番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,3334,9 白倉歯科医院 〒020-0861 019-656-5218白倉　義之 白倉　義之 平14. 4. 1歯   診療所
     盛歯334 盛岡市仙北三丁目１４番５７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3335,6 遠藤歯科医院 〒020-0143 019-648-2010遠藤　忠治 遠藤　忠治 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     盛歯335 盛岡市上厨川字横長根７６番地３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3336,4 小鳥沢歯科クリニック〒020-0104 019-664-1600鈴木　俊一 鈴木　俊一 平14. 4.30歯   小歯 診療所
     盛歯336 盛岡市小鳥沢一丁目３４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,3338,0 三條矯正歯科 〒020-0015 019-654-3775医療法人　恵慈会　理三條　勲 平14. 6.17矯歯 診療所
     盛歯338 盛岡市本町通二丁目４番３２号 常　勤:    1事長　三條　勲 移動 現存
     (歯       1) 平26. 6.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,3339,8 小林歯科医院 〒020-0024 019-654-1088小林　琢三 小林　琢三 平14. 9. 1歯   診療所
     盛歯339 盛岡市菜園二丁目７番３３号東カ常　勤:    1 移動 現存
     ンジェネラス菜園公園通り２階 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,3340,6 寛歯科クリニック 〒020-0023 019-654-3316医療法人　寛歯科クリ高橋　寛 平14. 9. 1歯   診療所
     盛歯340 盛岡市内丸１７番３８号杜陵ビル常　勤:    1ニック　理事長　高橋 組織変更 現存
     ２階 (歯       1)　寛 平26. 9. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［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

  12101,3343,0 駅西通り　おばら歯科〒020-0045 019-652-2928小原　賢一 小原　賢一 平14.12. 3歯   小歯 診療所
     盛歯343 医院 盛岡市盛岡駅西通一丁目５番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,3344,8 みやのデンタルオフィ〒020-0141 019-643-5773宮野　敦志 宮野　敦志 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯344 ス 盛岡市中屋敷町７番１７号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,3345,5 向井田歯科医院 〒020-0064 019-606-8181向井田　克 向井田　克 平15. 2. 5歯   歯外 診療所
     盛歯345 盛岡市梨木町１１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,3346,3 関歯科・口腔医療クリ〒020-0021 関　克典 関　克典 平15. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     盛歯346 ニック 盛岡市中央通三丁目１４番２９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,3347,1 どいじり歯科医院 〒020-0866 019-631-1151土井尻　康浩 土井尻　康浩 平15. 6. 3歯   小歯 歯外診療所
     盛歯347 盛岡市本宮五丁目９番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,3349,7 だいこく歯科医院 〒020-0861 019-635-8141医療法人だいこく歯科大黒　英貴 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     盛歯349 盛岡市仙北三丁目１１番４号 常　勤:    2医院　理事長　大黒　 組織変更 現存
     (歯       2)英貴 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,3350,5 なごみ矯正・デンタル〒020-0143 019-645-7530小笠原　和志 小笠原　和志 平15. 8. 7歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯350 クリニック 盛岡市上厨川字前潟４－７－１イ常　勤:    2 新規 現存
     オンモール盛岡　１Ｆ (歯       2) 平27. 8. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,3351,3 くろさわ歯科医院 〒020-0015 019-621-1181黒澤　正雄 黒澤　正雄 平15.10. 2歯   診療所
     盛歯351 盛岡市本町通二丁目３番１１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,3352,1 瀬川歯科医院 〒020-0883 019-622-3508瀬川　敦義 瀬川　敦義 平15.10.23歯   歯外 診療所
     盛歯352 盛岡市志家町９番１２号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,3354,7 佐藤歯科クリニック 〒020-0015 019-651-0630佐藤　政直 佐藤　政直 平15.12.25歯   診療所
     盛歯354 盛岡市本町通二丁目１４番３８号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101,3355,4 あおば歯科小児歯科ク〒020-0127 019-648-0222佐藤　輝子 野坂　久美子 平15.12.24歯   小歯 診療所
     盛歯355 リニック 盛岡市前九年三丁目１９番４６号常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,3357,0 なかさと歯科医院 〒020-0117 019-664-1781中里　滋樹 中里　滋樹 平16. 4.12歯   歯外 診療所
     盛歯357 盛岡市緑が丘三丁目２番４４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,3358,8 金子歯科医院 〒020-0878 019-622-2842金子　良司 金子　良司 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     盛歯358 盛岡市肴町４番２５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,3359,6 くどう歯科クリニック〒020-0146 019-648-7171工藤　淳一 工藤　淳一 平16. 6. 7歯   小歯 診療所
     盛歯359 盛岡市長橋町１６番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,3360,4 はし歯科こども歯科 〒020-0122 019-648-0035波紫　修一 波紫　修一 平16. 7.12歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯360 盛岡市みたけ二丁目２１番３８号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,3361,2 かみはら歯科医院 〒020-0871 019-654-4181医療法人　かみはら　上原　豊 平16. 8.20歯   小歯 診療所
     盛歯361 盛岡市中ノ橋通一丁目８番２１号常　勤:    1理事長　上原　伸一 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,3362,0 くまがい歯科クリニッ〒020-0837 019-632-1188熊谷　哲也 熊谷　哲也 平16.12. 7歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯362 ク 盛岡市津志田町二丁目１番７０号常　勤:    1 移動 現存
     さくらビル１Ｆ (歯       1) 平28.12. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,3363,8 新津歯科クリニック 〒020-0884 019-623-4611新津　二郎 新津　二郎 平17. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     盛歯363 盛岡市神明町１０番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,3366,1 かまた歯科クリニック〒020-0004 019-626-1777船越　俊二 船越　俊二 平17. 6.15歯   診療所
     盛歯366 盛岡市山岸二丁目１６番１２号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14001,3370,3 高橋衛歯科医院 〒020-0136 019-645-6969医療法人高橋衛歯科医高橋　衛 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯370 盛岡市北天昌寺町７番１０号 常　勤:    6院　理事長　高橋　衛 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,3373,7 さくらだい外川歯科医〒020-0001 019-663-6487外川　正洋 外川　正洋 平17.11.21歯   診療所
     盛歯373 院 盛岡市上米内字道ノ下３８番地９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,3374,5 かめだ歯科医院 〒020-0866 019-634-0777亀田　幸宏 亀田　幸宏 平17.12.14歯   小歯 診療所
     盛歯374 盛岡市本宮３丁目４６－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,3378,6 吉田歯科医院 〒028-4125 019-682-0860吉田　正利 吉田　正利 平 6. 2. 1歯   診療所
     盛歯378 盛岡市好摩字夏間木１０７番地４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,3381,0 高橋歯科医院 〒020-0022 019-651-0202医療法人高橋歯科医院高橋　秀典 平18. 3. 1歯   矯歯 診療所
     盛歯381 盛岡市大通一丁目２番１号岩手県常　勤:    1　理事長　高橋　秀典 組織変更 現存
     産業会館別館２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,3383,6 渋民歯科クリニック 〒028-4132 019-683-1800千葉　晃揮 千葉　晃揮 平18. 8.16歯   矯歯 診療所
     盛歯383 盛岡市渋民字泉田２００番地 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24. 8.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,3384,4 ヒデ・デンタルクリニ〒020-0866 019-631-1418佐々木　秀之 佐々木　秀之 平18. 9.12歯   矯歯 歯外診療所
     盛歯384 ック 盛岡市本宮七丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,3386,9 さとう歯科医院 〒020-0111 019-661-8241佐藤　紀世彦 佐藤　紀世彦 平19. 1. 7歯   小歯 歯外診療所
     盛歯386 盛岡市黒石野一丁目１０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,3387,7 岩渕歯科医院 〒020-0881 019-654-1017医療法人紀耶会　理事豊田　康夫 平19. 1.24歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯387 盛岡市天神町９番１５号 常　勤:    2長　豊田　康夫 移動 現存
     (歯       2) 平25. 1.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14901,3391,9 中ノ橋歯科クリニック〒020-0871 019-653-5233川上　喜義 川上　喜義 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯391 盛岡市中ノ橋通一丁目１１番２０常　勤:    2 移動 歯外 現存
     号 (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,3392,7 岡村歯科医院 〒020-0022 019-625-8241医療法人岡村歯科医院盧　柱治 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯392 盛岡市大通二丁目６番１４号 常　勤:    1　理事長　岡村　悟 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,3395,0 ひであき歯科 〒020-0878 019-656-1632齊藤　英朗 齊藤　英朗 平20. 3.21歯   小歯 歯外診療所
     盛歯395 盛岡市肴町３番１８号ラオ・エム常　勤:    2 新規 現存
     ・コート１階 (歯       2) 平26. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,3396,8 かど歯科クリニック 〒020-0823 019-604-2260米持　武美 米持　武美 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯396 盛岡市門一丁目１９番１７号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,3397,6 内丸歯科クリニック 〒020-0023 019-656-0900高橋　康平 高橋　康平 平20. 5. 1歯   歯外 診療所
     盛歯397 盛岡市内丸１７番３０号トーカン常　勤:    1 新規 現存
     ジェネラス内丸１Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,3399,2 ふじの歯科医院 〒020-0117 019-663-6414藤野　修 藤野　修 平20. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     盛歯399 盛岡市緑が丘三丁目２１番２３号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,3400,8 ねそり歯科 〒020-0122 019-656-9394根反　不二生 根反　不二生 平20. 9. 2歯   小歯 歯外診療所
     盛歯400 盛岡市みたけ三丁目１８番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,3402,4 歯の松本 〒020-0824 019-625-5772松本　弘紀 松本　弘紀 平20.11.18歯   小歯 診療所
     盛歯402 盛岡市東安庭一丁目２３番６２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,3403,2 コバヤシデンタルクリ〒020-0021 019-604-8848医療法人銀杏会　理事小林　太郎 平21. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     盛歯403 ニック 盛岡市中央通二丁目１０番１５号常　勤:    1長　小林　高 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,3404,0 内田歯科クリニック 〒020-0022 019-622-0888内田　良夫 内田　良夫 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯404 盛岡市大通３丁目７番２０号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
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  15901,3405,7 ノリ・デンタルクリニ〒020-0857 019-656-5686池田　典一 池田　典一 平21. 6. 1歯   診療所
     盛歯405 ック 盛岡市北飯岡一丁目２番７１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,3406,5 みきデンタルクリニッ〒020-0021 019-622-4238医療法人ＩＩＣ　理事西尾　美紀 平21. 9. 1歯   診療所
     盛歯406 ク 盛岡市中央通一丁目１１番１６号常　勤:    1長　西尾俊彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,3407,3 きむら歯科医院 〒020-0117 019-662-9252木村　正 木村　正 平21. 9. 5歯   小歯 診療所
     盛歯407 盛岡市緑が丘３丁目１２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,3413,1 横沢歯科医院 〒020-0021 019-652-1157横澤　昭平 横澤　昭平 平23. 4.25歯   小歯 歯外診療所
     盛歯413 盛岡市中央通二丁目８番２１号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,3414,9 りえ歯科医院 〒020-0836 019-632-1110澤田　利恵 澤田　利恵 平23. 4.10歯   小歯 診療所
     盛歯414 盛岡市津志田西二丁目１７番５０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,3416,4 島津歯科医院 〒020-0032 019-651-1531中里　登紀子 中里　登紀子 平23. 9.16歯   小歯 診療所
     盛歯416 盛岡市夕顔瀬町７番１４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9.16
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,3418,0 本宮歯科 〒020-0866 019-635-2464小野寺　政雄 小野寺　政雄 平24. 2. 1歯   診療所
     盛歯418 盛岡市本宮四丁目２番１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,3420,6 清水町デンタルクリニ〒020-0875 019-604-7418医療法人仁慈　理事長近藤　聡 平24. 4.17歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯420 ック 盛岡市清水町４番３０号 常　勤:    1　近藤　駿 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4.17
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,3421,4 佐藤誠歯科医院 〒020-0132 019-645-3330医療法人白翆会　理事佐藤　誠 平24. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     盛歯421 盛岡市西青山二丁目１９番３１号常　勤:    3長　佐藤　剛 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16801,3422,2 まつしま歯科医院 〒028-4132 019-683-3535松嶋　拓 松嶋　拓 平24. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯422 盛岡市渋民字駅２５番地６ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,3423,0 大久保歯科医院 〒020-0871 019-681-8214大久保　卓也 大久保　卓也 平24.11.21歯   小歯 診療所
     盛歯423 盛岡市中ノ橋通二丁目１０番９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,3425,5 医療法人　いけだ歯科〒020-0874 019-604-7061医療法人　いけだ歯科池田　徹 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     盛歯425 口腔外科 盛岡市南大通２－１０－２７ 常　勤:    1口腔外科　理事長　池 組織変更 現存
     (歯       1)田　徹 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,3426,3 まさデンタルクリニッ〒020-0834 019-637-8881高橋　雅洋 高橋　雅洋 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     盛歯426 ク 盛岡市永井１２地割１１７番地１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,3427,1 北天昌寺歯科医院 〒020-0136 019-613-7346齊藤　章人 齊藤　章人 平26. 5.12歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯427 盛岡市北天昌寺町５－５１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,3428,9 ポラーノ矯正歯科 〒020-0063 019-654-8040八木　實 八木　實 平26. 9. 1矯歯 診療所
     盛歯428 盛岡市材木町６番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,3429,7 みちえ・やなぎさわ歯〒020-0866 019-659-1500鈴木　美智恵 鈴木　美智恵 平26. 8.15歯   診療所
     盛歯429 科 盛岡市本宮字石仏２２－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,3430,5 岡田歯科医院 〒020-0871 019-629-2526中野　裕香子 中野　裕香子 平26.12. 2歯   小歯 診療所
     盛歯430 盛岡市中ノ橋通２丁目２－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.12. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,3431,3 愛歯科診療所 〒020-0851 019-681-9888医療法人　ア歯会　理照井　純 平27. 3. 1歯   診療所
     盛歯431 盛岡市向中野１－１０－３１ 常　勤:    2事長　照井　純 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17701,3432,1 ざいもくちょう歯科 〒020-0063 019-653-2264中谷　寛之 中谷　寛之 平27. 4. 1歯   歯外 診療所
     盛歯432 盛岡市材木町９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,3433,9 ＡＢＣデンタル 〒020-0851 松尾　伸一 松尾　伸一 平27. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯433 盛岡市向中野五丁目２１－２３ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,3434,7 赤ちゃんこども歯科 〒020-0066 019-654-5545川越　素行 川越　素行 平27. 8. 1小歯 矯歯 歯外診療所
     盛歯434 盛岡市上田二丁目９番２１号 常　勤:    1 交代 歯   現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,3435,4 みどりが丘歯科クリニ〒020-0117 019-663-5313菊地　由紀子 菊地　由紀子 平27. 9.27歯   診療所
     盛歯435 ック 盛岡市緑が丘三丁目４番３６号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,3436,2 きたがわ歯科クリニッ〒020-0062 019-656-7555北川　直子 北川　直子 平27.11. 2歯   小歯 歯外診療所
     盛歯436 ク 盛岡市長田町１－５カシオペアⅢ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １０２ (歯       1) 平27.11. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,3437,0 ゆう歯科医院 〒020-0834 019-681-6045佐藤　裕 佐藤　裕 平28. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯437 盛岡市永井１７－７９－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,3438,8 松本陽子デンタルクリ〒020-0866 019-656-4618医療法人　ＳＡＬＴＯ卞　陽子 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     盛歯438 ニック 盛岡市本宮二丁目４３番１１号 常　勤:    2　理事長　卞（松本） 組織変更 現存
     (歯       2)　陽子 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,3439,6 まつうら歯科クリニッ〒020-0133 019-681-3719医療法人　颯爽　理事松浦　政彦 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     盛歯439 ク 盛岡市青山三丁目７番１０号 常　勤:    1長　松浦　政彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18501,3441,2 ゆいとぴあ歯科医院 〒020-0866 019-631-2222医療法人　美翔会　理藤本　淳 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     盛歯441 盛岡市本宮六丁目１１番１０号 常　勤:    3事長　藤本　淳 組織変更 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,3443,8 吉田歯科クリニック 〒020-0065 019-622-0652吉田　大徹 吉田　大徹 平29. 4. 1歯   診療所
     盛歯443 盛岡市西下台町１８－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,3444,6 吉田歯科医院 〒020-0871 019-622-4407吉田　一穂 吉田　一穂 平29. 3. 3歯   診療所
     盛歯444 盛岡市中ノ橋通１－４－２２中ノ常　勤:    1 交代 現存
     橋１０６ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,3445,3 じろう歯科クリニック〒020-0026 019-622-4755岡田　治郎 岡田　治郎 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     盛歯445 盛岡市開運橋通１番２１号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,3447,9 リーフ歯科クリニック〒020-0015 019-626-4182湯浅　麻里 湯浅　麻里 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     盛歯447 盛岡市本町通１－１４－８　グラ常　勤:    1 新規 現存
     ーベ．Ⅰ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,3448,7 医療法人菜園矯正歯科〒020-0026 019-621-8484医療法人菜園矯正歯科古町　瑞郎 平29. 7. 1矯歯 歯   診療所
     盛歯448 クリニック 盛岡市開運橋通２－２０ 常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     (歯       2)古町　瑞郎 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,3449,5 みちのく政宗デンタル〒020-0033 019-601-3988医療法人　鳳珠会　理工藤　快 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     盛歯449 クリニック　盛岡駅前盛岡市盛岡駅前北通１１－１イオ常　勤:    1事長　正井　佑典 新規 矯歯 現存
     診療所 ンタウン盛岡駅前 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,3450,3 医療法人　双友会　双〒020-0121 019-645-7311医療法人　双友会　理双木　均 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     盛歯450 木歯科医院 盛岡市月が丘二丁目３番２５号 常　勤:    1事長　双木　均 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,3451,1 医療法人社団マリナ会〒020-0831 019-639-8060医療法人社団マリナ会菊池　宗法 平29.10. 1歯   診療所
     盛歯451 　盛岡デンタルケアク盛岡市三本柳１２地割４番地１ 常　勤:    1　理事長　今村　豪 新規 現存
     リニック (歯       1) 平29.10. 1
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  19401,3452,9 ゆうデンタルケア 〒020-0032 019-613-9871横瀬　隆夫 横瀬　隆夫 平29.12.18歯   小歯 診療所
     盛歯452 盛岡市夕顔瀬町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,3453,7 前田歯科医院 〒020-0133 019-645-2135前田　智秀 前田　智秀 平30. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     盛歯453 盛岡市青山４丁目３０－１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,3454,5 デンタル　オフィス　〒020-0022 019-626-7643工藤　努 工藤　努 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     盛歯454 Ｋ 盛岡市大通一丁目１－１６岩手教常　勤:    2 移動 現存
     育会館１Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,3455,2 よしき歯科クリニック〒020-0066 019-606-4618西島　龍太郎 西島　龍太郎 平30. 4. 1歯   診療所
     盛歯455 盛岡市上田１－３－１０イースタ常　勤:    1 新規 現存
     ンキャッスル１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,3456,0 ゆうがおせ歯科医院 〒020-0063 019-652-0806村木　力 村木　力 平30. 4. 1歯   歯外 診療所
     盛歯456 盛岡市材木町１１番１７号　工藤常　勤:    2 交代 現存
     ビル (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,3457,8 はだ歯科医院 〒020-0122 019-681-1118羽田　朋弘 羽田　朋弘 平30. 5. 7歯   歯外 小歯診療所
     盛歯457 盛岡市みたけ四丁目３６番３６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,3458,6 よしき歯科・ＴＡＫＥ〒020-0066 019-606-4618医療法人ヒロ・デンタ西島　龍太郎 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     盛歯458 ＤＡインプラントクリ盛岡市上田１－３－１０　イース常　勤:    1ル・プロデュース　理 交代 現存
     ニック タンキャッスル１Ｆ (歯       1)事長　竹田　浩人 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,3018,6 松山歯科医院 〒027-0023 0193-63-6657松山　光男 松山　光男 昭53.12. 4歯   診療所
     宮歯18 宮古市磯鶏沖９番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202,3020,2 吉川歯科医院 〒027-0091 0193-63-4747吉川　道雄 吉川　道雄 昭54.10. 1歯   診療所
     宮歯20 宮古市築地一丁目３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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  20302,3023,6 澤田歯科医院 〒027-0091 0193-63-7170澤田　勝 澤田　勝 昭54.11. 1歯   診療所
     宮歯23 宮古市築地二丁目６番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402,3024,4 中澤歯科医院 〒027-0083 0193-62-1259中澤　利明 中澤　利明 昭55. 1. 7歯   診療所
     宮歯24 宮古市大通四丁目４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,3029,3 宮古歯科医院 〒027-0052 0193-63-4300阿部　洋司 阿部　洋司 昭56. 4. 1歯   診療所
     宮歯29 宮古市宮町二丁目２番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602,3030,1 林歯科クリニック 〒027-0061 0193-63-8743林　朗 林　朗 昭57. 7.26歯   小歯 診療所
     宮歯30 宮古市西町一丁目７番３８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,3031,9 道又歯科医院 〒027-0006 0193-62-3134道又　元 道又　元 昭57.10.20歯   小歯 診療所
     宮歯31 宮古市鍬ケ崎上町８番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802,3032,7 歯科伊藤医院 〒027-0083 0193-62-8241伊藤　篤 伊藤　篤 昭58. 4. 5歯   診療所
     宮歯32 宮古市大通一丁目３番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20902,3037,6 デンタルクリニック駒〒027-0044 0193-63-6188駒井　豊一 駒井　豊一 昭61. 6.10歯   診療所
     宮歯37 井 宮古市上鼻二丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21002,3039,2 久保歯科医院 〒027-0006 0193-63-0648久保　宮幸 久保　宮幸 平 4. 4.17歯   小歯 診療所
     宮歯39 宮古市鍬ケ崎上町２番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21102,3040,0 くらた歯科医院 〒027-0025 0193-64-5088倉田　英生 倉田　英生 平 4. 6. 1歯   診療所
     宮歯40 宮古市実田一丁目７番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21202,3041,8 佐原歯科医院 〒027-0095 0193-64-6688中居　英司 中居　英司 平 5. 7. 2歯   診療所
     宮歯41 宮古市佐原三丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21302,3042,6 昆デンタルクリニック〒027-0203 0193-67-4380昆　亜紀夫 昆　亜紀夫 平 7. 5.22歯   診療所
     宮歯42 宮古市津軽石第５地割字裏角地８常　勤:    1 新規 現存
     ８番１５号 (歯       1) 平28. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21402,3043,4 さいとう歯科　矯正ク〒027-0054 0193-62-3196齋藤　祐一 齋藤　祐一 平 7. 7. 6歯   矯歯 診療所
     宮歯43 リニック 宮古市太田一丁目５番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21502,3045,9 橋本デンタルオフィス〒027-0051 0193-71-2255橋本　佳樹 橋本　佳樹 平11. 1.29歯   診療所
     宮歯45 宮古市南町１５番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21602,3046,7 伊藤歯科医院 〒027-0038 0193-71-2288伊藤　房恵 伊藤　房恵 平12.12.20歯   診療所
     宮歯46 宮古市小山田二丁目７番６９号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21702,3053,3 坂下歯科医院 〒027-0052 0193-65-6030坂下　勝啓 坂下　勝啓 平20. 5. 8歯   小歯 診療所
     宮歯53 宮古市宮町一丁目１番４６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21802,3054,1 宮古市国民健康保険川〒028-2302 0193-76-2363宮古市長 松生　誠 平19. 6. 1歯   診療所
     宮歯54 井歯科診療所 宮古市川井第２地割１６９番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21902,3055,8 黒田歯科 〒027-0021 0193-64-1118黒田　俊之 黒田　俊之 平23.11. 1歯   診療所
     宮歯55 宮古市藤原二丁目１０番１５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22002,3056,6 デンタルオフィス松橋〒027-0074 0193-63-1145松橋　精二郎 松橋　精二郎 平24. 1. 1歯   診療所
     宮歯56 宮古市保久田４番２６号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102,3057,4 山本歯科医院 〒027-0325 0193-87-5300山本　正德 山本　尚德 平28. 4. 1歯   診療所
     宮歯57 宮古市田老三王一丁目１番３－２常　勤:    1 移動 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203,3019,2 後藤歯科医院 〒022-0001 0192-29-3888後藤　俊明 後藤　俊明 昭63. 6. 4歯   診療所
     大歯19 大船渡市末崎町字平林７２番地２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22303,3021,8 ほりのうち歯科医院 〒022-0006 0192-27-5666菊池　正弘 菊池　正弘 平元. 9. 1歯   診療所
     大歯21 大船渡市立根町字堀之内２４番３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403,3022,6 ちば歯科医院 〒022-0004 0192-27-8727千葉　寛子 千葉　寛子 平 4. 4.17歯   診療所
     大歯22 大船渡市猪川町字轆轤石１０番地常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503,3026,7 菊池歯科クリニック 〒022-0002 0192-26-2108菊池　万里子 菊池　万里子 平 7. 8. 2歯   診療所
     大歯26 大船渡市大船渡町字山馬越１８２常　勤:    1 新規 現存
     番地５ (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603,3028,3 いわぶち歯科 〒022-0002 0192-21-3377岩渕　由之 岩渕　由之 平13. 4. 5歯   診療所
     大歯28 大船渡市大船渡町字新田４８番地常　勤:    1 新規 現存
     ２２ (歯       1) 平25. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703,3029,1 大船渡市国民健康保険〒022-0211 0192-42-3228大船渡市長　戸田　公熊谷　優志 昭55. 6. 1歯   診療所
     大歯29 歯科診療所 大船渡市三陸町綾里字平舘７５番常　勤:    1明 現存
     地２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803,3032,5 渡辺歯科クリニック 〒022-0004 0192-26-5100渡辺　美紀 渡辺　美紀 平15. 4. 1歯   矯歯 診療所
     大歯32 大船渡市猪川町字前田３番地３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903,3034,1 広沢歯科医院 〒022-0003 0192-27-4310廣澤　聡 廣澤　聡 平21. 4.28歯   診療所
     大歯34 大船渡市盛町字宇津野沢５番地２常　勤:    1 交代 現存
     号 (歯       1) 平27. 4.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003,3036,6 及川歯科医院 〒022-0003 0192-27-5582医療法人理誠会　理事及川　理 平22. 3. 1歯   歯外 診療所
     大歯36 大船渡市盛町字みどり町３番地１常　勤:    1長　及川　理 組織変更 現存
     ５ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103,3037,4 細川歯科医院 〒022-0002 0192-27-4158細川　貴孝 細川　貴孝 平23. 8. 1歯   診療所
     大歯37 大船渡市大船渡町字台１６番地２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203,3039,0 いいだ歯科クリニック〒022-0002 0192-26-0082飯田　浩之 飯田　浩之 平25. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大歯39 大船渡市大船渡町字富沢３１番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 3. 1
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  23303,3040,8 橋爪歯科医院 〒022-0002 0192-27-8282橋爪　正一 橋爪　正一 平25.10.16歯   診療所
     大歯40 大船渡市大船渡町字上山１１－１常　勤:    1 移動 現存
     ８ (歯       1) 平25.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403,3041,6 峰岸歯科医院 〒022-0002 0192-27-5535熊谷　英人 熊谷　英人 平25.11.11歯   小歯 診療所
     大歯41 大船渡市大船渡町字笹崎１５－９常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503,3042,4 くまかみ歯科クリニッ〒022-0007 0192-21-1888医療法人一止会　理事熊上　亮 平26. 8. 1歯   診療所
     大歯42 ク 大船渡市赤崎町字諏訪前３７番地常　勤:    2長　熊上　亮 組織変更 現存
     ２ (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603,3043,2 越喜来歯科診療所 〒022-0101 0192-44-2143小松　賀一 小松　賀一 平27. 2. 1歯   診療所
     大歯43 大船渡市三陸町越喜来所通２６－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703,3044,0 阿部歯科医院 〒022-0006 0192-27-0787阿部　幸一 阿部　幸一 平27. 4. 7歯   診療所
     大歯44 大船渡市立根町宮田７０－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803,3045,7 気仙訪問歯科診療所 〒022-0002 0192-47-4533大阿久　国賢 大阿久　国賢 平27. 6. 1歯   診療所
     大歯45 大船渡市大船渡町新田４６－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23905,3030,4 高田歯科医院 〒025-0088 0198-23-5545高田　宣之 高田　宣之 昭55.12. 1歯   診療所
     花歯30 花巻市東町３番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24005,3032,0 狩野歯科医院 〒025-0042 0198-28-4100狩野　裕史 狩野　裕史 昭57.10. 1歯   診療所
     花歯32 花巻市円万寺字法船８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24105,3033,8 金子歯科医院 〒025-0087 0198-23-3518金子　克彦 金子　克彦 昭58. 4. 1歯   矯歯 診療所
     花歯33 花巻市上町８番１７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24205,3035,3 植村歯科医院 〒025-0092 0198-23-2521植村　和雄 植村　和雄 昭59. 1. 4歯   診療所
     花歯35 花巻市大通り二丁目７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24305,3036,1 八重樫歯科医院 〒025-0088 0198-24-1088八重樫　寿人 八重樫　寿人 昭59. 4.12歯   診療所
     花歯36 花巻市東町４番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24405,3038,7 鎌田歯科医院 〒025-0315 0198-26-2113鎌田　英史 鎌田　英史 昭61. 9.16歯   診療所
     花歯38 花巻市二枚橋町南一丁目４７番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 9.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24505,3040,3 松園歯科クリニック 〒025-0065 0198-22-5411狩野　敦史 狩野　敦史 平元.11. 6歯   診療所
     花歯40 花巻市星が丘二丁目１６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24605,3041,1 及川歯科クリニック 〒025-0077 0198-22-5522及川　浄司 及川　浄司 平 2. 4.16歯   診療所
     花歯41 花巻市仲町９番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24705,3043,7 徳富歯科医院 〒025-0071 0198-23-3411徳富　亘 徳富　亘 平 3. 4. 1歯   診療所
     花歯43 花巻市愛宕町３番１９号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24805,3045,2 こばやかわ歯科医院 〒025-0084 0198-23-7623小早川　隆文 小早川　隆文 平 3. 7.25歯   矯歯 歯外診療所
     花歯45 花巻市桜町四丁目２３４番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24905,3046,0 たむら歯科医院 〒025-0021 0198-23-6788田村　太伸 田村　太伸 平 4. 6. 1歯   診療所
     花歯46 花巻市南城２７番地１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25005,3047,8 藤根歯科医院 〒025-0304 0198-27-2894藤根　浩樹 藤根　浩樹 平 5. 8.11歯   小歯 診療所
     花歯47 花巻市湯本６地割１６９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25105,3048,6 宮川歯科クリニック 〒025-0066 0198-23-1070宮川　和亮 宮川　和亮 平 7.12. 1歯   診療所
     花歯48 花巻市松園町４５０番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25205,3050,2 多田歯科クリニック 〒025-0097 0198-41-1315多田　建造 多田　建造 平10. 1.12歯   診療所
     花歯50 花巻市若葉町三丁目１５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25305,3051,0 いしくろ歯科医院 〒025-0064 0198ー24ー8014医療法人石桜会　理事石黒　姿子 平10. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     花歯51 花巻市桜台二丁目１２番１号 常　勤:    1長　石黒　姿子 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25405,3052,8 花巻市休日歯科診療所〒025-0055 0198-41-1351花巻市長　上田　東一畠山　良彦 平10. 4.26歯   診療所
     花歯52 花巻市南万丁目９７０番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.26
     非常勤:   33
     (歯      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25505,3053,6 高橋歯科医院 〒025-0315 0198-26-1212高橋　肇 高橋　肇 平11.10. 7歯   小歯 診療所
     花歯53 花巻市二枚橋町南一丁目４６番地常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25605,3056,9 畠山歯科医院 〒025-0091 0198-23-4645医療法人幸花会　理事畠山　良彦 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     花歯56 花巻市西大通り一丁目６番３０号常　勤:    1長　畠山良彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25705,3060,1 山内歯科医院 〒028-3203 0198-48-3523山内　正雄 山内　正雄 平12. 3.28歯   診療所
     花歯60 花巻市大迫町大迫第３地割２０２常　勤:    2 交代 現存
     番地 (歯       2) 平30. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25805,3062,7 桜井歯科医院 〒028-3101 0198-45-5200櫻井　保典 櫻井　保典 昭57. 7. 1歯   診療所
     花歯62 花巻市石鳥谷町好地第９地割９番常　勤:    1 新規 現存
     地９ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25905,3063,5 上村歯科医院 〒028-3101 0198-45-6467上村　誠 上村　誠 昭57.11.12歯   診療所
     花歯63 花巻市石鳥谷町好地第８地割８８常　勤:    2 新規 現存
     番地１ (歯       2) 平24.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26005,3064,3 佐藤歯科医院 〒028-3101 0198-45-2300医療法人佐藤歯科医院佐藤　豊 平 5. 4. 1歯   診療所
     花歯64 花巻市石鳥谷町好地第６地割４番常　勤:    1　理事長　佐藤　豊 組織変更 現存
     地１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26105,3067,6 おばら歯科医院 〒028-0114 0198-42-3888医療法人小原クリニッ小原　宜裕 平 6. 5. 1歯   診療所
     花歯67 花巻市東和町土沢５区４３０番地常　勤:    1ク　理事長　小原　宜 組織変更 現存
     (歯       1)裕 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26205,3068,4 管野歯科医院 〒025-0079 0198-23-5019管野　大輔 管野　大輔 平18. 6. 1歯   矯歯 診療所
     花歯68 花巻市末広町７番１０号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26305,3070,0 とも歯科医院 〒025-0065 0198-21-2122本舘　朋之 本舘　朋之 平21. 7.13歯   矯歯 小歯診療所
     花歯70 花巻市星が丘一丁目３０番８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7.13
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26405,3071,8 にしお歯科クリニック〒028-3203 0198-48-3088医療法人ＩＩＣ　理事西尾　俊彦 平21. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     花歯71 花巻市大迫町大迫３－１４５ 常　勤:    1長　西尾俊彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26505,3072,6 照井歯科医院 〒025-0098 0198-23-5850照井　淑之 照井　淑之 平23.12.13歯   診療所
     花歯72 花巻市材木町２８番２２号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26605,3073,4 いとう歯科 〒025-0072 0198-29-5475伊藤　進太郎 伊藤　進太郎 平24.12.13歯   小歯 診療所
     花歯73 花巻市四日町三丁目８番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705,3074,2 成田歯科医院 〒025-0092 0198-23-4448医療法人久誠会　理事成田　兼久 平25. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     花歯74 花巻市大通り一丁目１９番６号 常　勤:    2長　成田　兼久 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26805,3075,9 おおひら歯科医院 〒025-0094 0198-29-6474大平　明範 大平　明範 平27.11. 2歯   歯外 小歯診療所
     花歯75 花巻市桜木町２丁目１２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905,3076,7 不動大橋歯科クリニッ〒025-0038 0198-41-1110医療法人　久誠会　理成田　功 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     花歯76 ク 花巻市不動町二丁目１番地２ 常　勤:    2事長　成田　兼久 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27005,3077,5 八森歯科医院 〒025-0016 0198-24-0648医療法人　ハピネス　八森　新二 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     花歯77 花巻市高木第１９地割３４番地７常　勤:    2理事長　八森　新二 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27105,3078,3 多田歯科医院 〒028-0115 0198-42-2536多田　源 多田　源 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     花歯78 花巻市東和町安俵１１区１番地２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27205,3079,1 医療法人廣正会寺内歯〒025-0091 0198-41-1818医療法人廣正会　理事寺内　正廣 平29. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     花歯79 科医院 花巻市西大通り２丁目１３－１３常　勤:    2長　寺内　正廣 組織変更 小歯 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27305,3080,9 あおいデンタル 〒025-0061 0198-41-4123佐藤　博昭 佐藤　博昭 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     花歯80 花巻市本館３－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27406,3003,9 中央歯科診療所 〒024-0031 0197-63-2913菅崎　祐弘 菅崎　祐弘 昭41. 2. 1歯   診療所
     北歯3 北上市青柳町二丁目５番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27506,3006,2 あかさか歯科クリニッ〒024-0035 0197-63-3461赤坂　孝夫 赤坂　孝夫 昭47. 7.13歯   小歯 診療所
     北歯6 ク 北上市花園町二丁目５番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27606,3007,0 福田歯科医院 〒024-0094 0197-64-3220福田　興一 福田　興一 昭49. 1. 7歯   矯歯 小歯診療所
     北歯7 北上市本通り三丁目９番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27706,3019,5 小野寺歯科医院 〒024-0093 0197-63-2456小野寺　久明 小野寺　久明 昭56. 2. 1歯   診療所
     北歯19 北上市本石町一丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27806,3021,1 大通り歯科医院 〒024-0061 0197-64-5060高橋　孝一 高橋　孝一 昭56. 8. 4歯   診療所
     北歯21 北上市大通り二丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27906,3022,9 佐々木歯科医院 〒024-0004 0197-66-4184佐々木　正博 佐々木　正博 昭57. 8.16歯   診療所
     北歯22 北上市村崎野１５地割５３７番地常　勤:    2 新規 現存
     ５ (歯       2) 平24. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28006,3024,5 小原歯科医院 〒024-0093 0197-64-0595小原　敏宏 小原　敏宏 昭59. 5.14歯   小歯 診療所
     北歯24 北上市本石町一丁目６番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28106,3029,4 本石町歯科医院 〒024-0093 0197-64-4100及川　智 及川　智 昭61. 7.12歯   診療所
     北歯29 北上市本石町一丁目１番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28206,3030,2 二子歯科医院 〒024-0104 0197-66-3431高橋　和敬 高橋　和敬 昭61.12. 2歯   診療所
     北歯30 北上市二子町鳥喰２０１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28306,3031,0 菅原歯科医院 〒024-0021 0197-64-3455菅原　康郎 菅原　康郎 昭62. 8. 5歯   診療所
     北歯31 北上市上野町二丁目１２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28406,3032,8 高橋歯科医院 〒024-0094 0197-63-3431高橋　良明 高橋　良明 平元.12. 1歯   診療所
     北歯32 北上市本通り一丁目８番３４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28506,3034,4 和賀歯科医院 〒024-0024 0197-65-3000和賀　浩幸 和賀　浩幸 平 2.10.22歯   矯歯 小歯診療所
     北歯34 北上市中野町三丁目２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28606,3035,1 おいかわ歯科クリニッ〒024-0056 及川　純 及川　純 平 2.11.14歯   診療所
     北歯35 ク 北上市鬼柳町卯の木１５６番地２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28706,3037,7 えづりこ歯科医院 〒024-0071 0197-77-2487村上　美智子 村上　美智子 昭59. 3.21歯   診療所
     北歯37 北上市上江釣子１８地割５７番地常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28806,3039,3 畠山歯科クリニック 〒024-0333 0197-73-5893畠山　貴伸 畠山　貴伸 昭62. 4. 1歯   診療所
     北歯39 北上市和賀町長沼６地割１４６番常　勤:    1 新規 現存
     地７ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28906,3040,1 佐藤さとし歯科医院 〒024-0073 0197-73-5850佐藤　聡 佐藤　聡 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     北歯40 北上市下江釣子１１地割６０番地常　勤:    2 新規 現存
     ４ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29006,3046,8 つつみが丘歯科医院 〒024-0011 0197-63-3646佐藤　徹 佐藤　徹 平 4. 4.13歯   診療所
     北歯46 北上市堤ケ丘一丁目６番１１号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29106,3052,6 伊東歯科医院 〒024-0012 0197-61-0246伊東　真 伊東　真 平 8. 4.26歯   診療所
     北歯52 北上市常盤台一丁目２３番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29206,3054,2 医療法人　北上歯科医〒024-0035 0197-63-4010医療法人　北上歯科医仲村　幸子 平 8.10.14歯   診療所
     北歯54 院 北上市花園町一丁目６番２９号 常　勤:    2院　理事長　仲村　幸 移動 現存
     (歯       2)子 平29.10.14
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29306,3055,9 門神歯科クリニック 〒024-0331 0197-72-4180小原　敏博 小原　敏博 平 8.10.14歯   診療所
     北歯55 北上市和賀町横川目３６地割１６常　勤:    1 新規 現存
     番地１０ (歯       1) 平29.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29406,3056,7 六本木歯科医院 〒024-0084 0197-64-6489六本木　章 六本木　章 平 9. 2.12歯   小歯 診療所
     北歯56 北上市さくら通り三丁目１番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29506,3057,5 都鳥歯科小児歯科クリ〒024-0091 0197-64-3033都鳥　美香 都鳥　美香 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     北歯57 ニック 北上市大曲町９番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29606,3058,3 ファミリー歯科医院 〒024-0072 0197-77-4182菊池　敏昭 菊池　敏昭 平 9. 5. 6歯   矯歯 小歯診療所
     北歯58 北上市北鬼柳１９地割８３番地１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29706,3059,1 たんご歯科クリニック〒024-0021 0197-64-4415丹呉　卓史 丹呉　卓史 平10. 7. 9歯   小歯 診療所
     北歯59 北上市上野町四丁目１２番２７号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29806,3062,5 わたなべ歯科 〒024-0012 0197-61-2911渡辺　昌文 渡辺　昌文 平12.10.23歯   診療所
     北歯62 北上市常盤台二丁目１３番３７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29906,3063,3 なおこ歯科クリニック〒024-0072 0197-61-0072小原　奈保子 小原　奈保子 平13.10. 2歯   小歯 診療所
     北歯63 北上市北鬼柳１８地割１０４－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30006,3064,1 かじまち小原歯科医院〒024-0062 0197-63-4058小原　正文 小原　正文 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     北歯64 北上市鍛冶町二丁目１３番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30106,3065,8 おおつつみ歯科クリニ〒024-0051 0197-81-5118小田島　潤一 小田島　潤一 平13.10. 2歯   診療所
     北歯65 ック 北上市相去町旧舘沢１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30206,3067,4 むらさきの歯科医院 〒024-0004 0197-71-3418医療法人　眞莉惠会　松生　達 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     北歯67 北上市村崎野１６地割１６６番地常　勤:    1理事長　松生　達 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30306,3068,2 さくらデンタルクリニ〒024-0032 0197-62-1110昆　隆一 昆　隆一 平16.10.22歯   矯歯 小歯診療所
     北歯68 ック 北上市川岸二丁目１０番２５号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30406,3069,0 医療法人川岸会　及川〒024-0032 0197-65-3334医療法人川岸会　理事及川　保 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北歯69 歯科医院 北上市川岸四丁目１１番２２号 常　勤:    3長　及川　保 移動 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30506,3070,8 おやま歯科矯正クリニ〒024-0061 0197-65-1182小山　浩平 小山　浩平 平17. 6.10歯   矯歯 診療所
     北歯70 ック 北上市大通り二丁目３番１号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30606,3072,4 あや歯科医院 〒024-0004 0197-68-4811髙橋　綾 髙橋　綾 平19. 7.19歯   小歯 歯外診療所
     北歯72 北上市村崎野１６地割２８４番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30706,3074,0 古山歯科医院 〒024-0063 0197-65-6011古山　智成 古山　智成 平20. 2.14歯   診療所
     北歯74 北上市九年橋三丁目７番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30806,3077,3 松浦歯科医院 〒024-0031 0197-72-5537医療法人永照堂　理事松浦　利幸 平22. 6.14歯   小歯 歯外診療所
     北歯77 北上市青柳町二丁目６番２１号 常　勤:    1長　松浦　利幸 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30906,3078,1 おだしま歯科クリニッ〒024-0063 0197-61-2111医療法人ラビット　理小田島　悟 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北歯78 ク 北上市九年橋三丁目１８番１５号常　勤:    1事長　小田島　悟 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31006,3081,5 あだち歯科クリニック〒024-0004 0197-72-6789安達　孝二 安達　孝二 平23. 6.20歯   小歯 歯外診療所
     北歯81 北上市村崎野１７地割４３番１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31106,3083,1 サイトウデンタルクリ〒024-0061 0197-63-3011医療法人　サイトウデ斎藤　勝也 平24.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北歯83 ニック 北上市大通り二丁目６番１８号 常　勤:    3ンタルクリニック　理 移動 歯外 現存
     (歯       3)事長　斎藤　勝也 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31206,3085,6 はなえ歯科医院 〒024-0071 0197-72-5545千葉　花恵 千葉　花恵 平27. 5. 7歯   小歯 診療所
     北歯85 北上市上江釣子１７地割９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31306,3086,4 とも歯科クリニック 〒024-0094 0197-64-1601菅原　智子 菅原　智子 平28. 7. 7歯   小歯 診療所
     北歯86 北上市本通り１－８－１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31407,3008,6 宮澤歯科医院 〒028-0064 0194-53-0390小栁　壽美子 小栁　壽美子 昭52. 9. 1歯   小歯 診療所
     久歯8 久慈市八日町一丁目３７番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31507,3015,1 岩本歯科医院 〒028-0022 0194-53-5155岩本　一夫 岩本　一夫 昭63. 2. 1歯   診療所
     久歯15 久慈市田屋町第１地割４８番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31607,3016,9 八重樫歯科医院 〒028-0024 0194-53-1222八重樫　育男 八重樫　育男 平元. 5.12歯   診療所
     久歯16 久慈市栄町３７地割１２８番地１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31707,3017,7 関合歯科クリニック 〒028-0041 0194-52-2335関合　正行 関合　正行 平 2.12.12歯   診療所
     久歯17 久慈市長内町第２１地割１番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31807,3018,5 大橋歯科医院 〒028-0064 0194-52-4330大橋　由香 大橋　由香 平 3.11.19歯   小歯 診療所
     久歯18 久慈市八日町二丁目４番地２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31907,3021,9 岩城歯科医院 〒028-0051 0194-53-2750医療法人二紀会　理事岩城　紀元 平 6. 9. 1歯   診療所
     久歯21 久慈市川崎町９番３１号 常　勤:    2長　岩城　紀元 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
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  32007,3024,3 やまぐち歯科医院 〒028-0061 0194-61-3748山口　一徳 山口　一徳 平12. 6.12歯   小歯 歯外診療所
     久歯24 久慈市中央二丁目１６番地 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32107,3026,8 おおさわ歯科クリニッ〒028-0051 0194-61-3718大澤　輝見子 大澤　輝見子 平12.11. 6歯   小歯 診療所
     久歯26 ク 久慈市川崎町１５番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32207,3027,6 長内歯科医院 〒028-0041 0194-61-1555長内　宏夫 長内　宏夫 平14.11.12歯   小歯 歯外診療所
     久歯27 久慈市長内町第３０地割１６番地常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平26.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32307,3028,4 田口歯科医院 〒028-8602 0194-72-2566田口　淳 田口　淳 昭61.11.11歯   診療所
     久歯28 久慈市山形町川井第９地割８番地常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32407,3029,2 こばやし歯科クリニッ〒028-0014 0194-53-1118小林　直人 小林　直人 平19. 9.14歯   小歯 診療所
     久歯29 ク 久慈市旭町９地割４６番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32507,3030,0 うじょう歯科クリニッ〒028-0011 0194-75-3860夘城　敏隆 夘城　敏隆 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     久歯30 ク 久慈市湊町第１５地割３２番１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32607,3032,6 吉田歯科医院 〒028-0052 0194-53-2589吉田　清範 吉田　清範 平29. 9.15歯   矯歯 診療所
     久歯32 久慈市本町２丁目４０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32708,3009,2 飯高歯科医院 〒028-0541 0198-62-8917飯高　哲 飯高　哲 昭59.12.19歯   診療所
     遠歯9 遠野市松崎町白岩１１地割４４番常　勤:    1 移動 現存
     地８ (歯       1) 平29.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32808,3011,8 アベ歯科医院 〒028-0541 0198-62-3166安部　一郎 安部　一郎 昭63. 2. 2歯   小歯 診療所
     遠歯11 遠野市松崎町白岩１５地割１３番常　勤:    1 新規 現存
     地１０ (歯       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32908,3012,6 遠野歯科クリニック 〒028-0522 0198-62-2101田中　昭彦 田中　昭彦 昭63.11.22歯   矯歯 小歯診療所
     遠歯12 遠野市新穀町４５番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       1) 平27.11.22
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33008,3015,9 佐藤歯科医院 〒028-0542 0198-62-0303佐藤　圭士郎 佐藤　圭士郎 平 4.10. 1歯   診療所
     遠歯15 遠野市早瀬町二丁目１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33108,3016,7 両川歯科医院 〒028-0516 0198-62-3211田中　勝 田中　勝 平 4.11. 2歯   診療所
     遠歯16 遠野市穀町７番３９号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33208,3017,5 打越歯科医院 〒028-0517 0198-60-1010打越　岳 打越　岳 平 9. 4.21歯   小歯 矯歯診療所
     遠歯17 遠野市上組町３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33308,3019,1 かしわばら歯科クリニ〒028-0304 0198-67-2010医療法人宏佑会　理事柏原　佑哉 平12. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     遠歯19 ック 遠野市宮守町下宮守２６地割１０常　勤:    2長　柏原　宏則 組織変更 歯外 現存
     ６番地３ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33408,3020,9 ながね歯科医院 〒028-0541 0198-62-6454佐々木　慶子 佐々木　慶子 平22. 4.16歯   矯歯 小歯診療所
     遠歯20 遠野市松崎町白岩１５地割３３番常　勤:    1 交代 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平28. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33508,3021,7 松原歯科医院 〒028-0515 0198-68-3222医療法人仁寿会　理事松原　大 平23.11. 5歯   診療所
     遠歯21 遠野市東舘町８番７号 常　勤:    1長　松原　大 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33608,3022,5 沼崎歯科医院 〒028-0541 0198-62-4108沼崎　琢也 沼崎　琢也 平25. 4. 1歯   診療所
     遠歯22 遠野市松崎町白岩２３地割７１番常　勤:    1 新規 現存
     地５ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33708,3023,3 宮守歯科診療所 〒028-0304 0198-67-2225深澤　範子 深澤　範子 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     遠歯23 遠野市宮守町下宮守２９－８５－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33809,3015,7 山本歯科医院 〒021-0885 0191-26-2552山本　蕗子 山本　蕗子 昭54. 8. 6歯   診療所
     関歯15 一関市田村町７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33909,3019,9 三関歯科医院 〒021-0821 0191-21-1108佐藤　敏明 佐藤　敏明 昭55. 7. 1歯   診療所
     関歯19 一関市三関字日照３６番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
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  34009,3021,5 加藤歯科医院 〒021-0051 0191-21-0808加藤　文明 加藤　文明 昭55.10. 1歯   診療所
     関歯21 一関市山目字三反田２番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34109,3026,4 梁川歯科医院 〒021-0011 0191-21-2412梁川　浩 梁川　浩 昭56.10. 1歯   診療所
     関歯26 一関市山目町二丁目７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34209,3027,2 根本歯科医院 〒021-0013 0191-21-2468根本　昌幸 根本　昌幸 昭59. 4. 2歯   矯歯 診療所
     関歯27 一関市宮下町１番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34309,3029,8 佐々木歯科医院 〒021-0031 0191-21-1182佐々木　博 佐々木　博 昭59. 4. 2歯   小歯 診療所
     関歯29 一関市青葉二丁目１番１７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34409,3030,6 伊藤歯科医院 〒021-0852 0191-21-1488伊藤　廣明 伊藤　廣明 昭59. 4. 3歯   小歯 診療所
     関歯30 一関市字沢１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34509,3033,0 千田歯科クリニック 〒021-0031 0191-23-2233千田　隆一 千田　隆一 昭60. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     関歯33 一関市青葉一丁目９番１３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34609,3035,5 栗駒歯科医院 〒021-0902 0191-24-2018清野　精仁 清野　精仁 昭61. 4.21歯   診療所
     関歯35 一関市萩荘字高梨東１６番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34709,3039,7 岩崎歯科クリニック 〒021-0821 0191-23-0138岩崎　茂則 岩崎　茂則 昭62. 4. 1歯   診療所
     関歯39 一関市三関字仲田３５番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34809,3041,3 中村歯科医院 〒021-0021 0191-23-2628中村　仁 中村　仁 平元. 9. 1歯   診療所
     関歯41 一関市中央町一丁目８番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34909,3043,9 細井歯科医院 〒021-0883 0191-23-6480細井　隆夫 細井　隆夫 平元.11. 1歯   診療所
     関歯43 一関市新大町１３５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35009,3044,7 中善歯科医院 〒021-0867 0191-26-3724中川　善浩 中川　善浩 平 6. 7.20歯   診療所
     関歯44 一関市駅前１１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.20
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  35109,3046,2 こいわ歯科クリニック〒021-0053 0191-33-1155小岩　竜太郎 小岩　竜太郎 平10. 4. 1歯   診療所
     関歯46 一関市山目字中野２０６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35209,3048,8 笠原歯科医院 〒021-0821 0191-21-0018笠原　俊幸 笠原　俊幸 平11. 5.16歯   診療所
     関歯48 一関市三関字仲田２９番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35309,3050,4 萩荘歯科医院 〒021-0902 0191-24-2012梁川　輝行 梁川　輝行 平12.11.21歯   矯歯 小歯診療所
     関歯50 一関市萩荘字小萩２６番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35409,3051,2 あい歯科 〒021-0804 0191-21-5515建部　仁 建部　仁 平13. 7. 3歯   診療所
     関歯51 一関市五十人町５１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35509,3052,0 赤荻歯科医院 〒021-0041 0191-25-4480明石　雅江 明石　雅江 平14. 6. 6歯   診療所
     関歯52 一関市赤荻字荻野１５１番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35609,3053,8 ホリデーデンタルクリ〒021-0041 0191-23-5937小家　雅子 小家　雅子 平14. 7. 2歯   診療所
     関歯53 ニック 一関市赤荻亀田１７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35709,3054,6 村上歯科クリニック 〒021-0901 0191-31-6480村上　哲 村上　哲 平14. 7.15歯   診療所
     関歯54 一関市真柴字中田５５－１２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35809,3055,3 くぼた矯正歯科クリニ〒021-0873 0191-26-7777久保田　宗次 久保田　宗次 平15. 7. 7矯歯 歯   小歯診療所
     関歯55 ック 一関市台町１０番６号 常　勤:    2 新規 主たる診療科目現存
     (歯       2) 平27. 7. 7：矯正歯科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35909,3059,5 ヨシハラ歯科医院 〒029-3101 0191-82-4008吉原　睦 吉原　睦 昭61. 6. 3歯   矯歯 小歯診療所
     関歯59 一関市花泉町花泉字深井沢３３番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (歯       1) 平28. 6. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36009,3061,1 医療法人社団紀翔会　〒029-3105 0191-82-3321医療法人社団　紀翔会田中　謙次 平14. 9. 1歯   診療所
     関歯61 花泉歯科医院 一関市花泉町涌津字一の町７番地常　勤:    3　理事長　佐藤　アリ 組織変更 現存
     の１ (歯       3)サ 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
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  36109,3062,9 本多歯科医院 〒029-0711 0191-72-3223本多　洋之 本多　洋之 昭58. 8.25歯   診療所
     関歯62 一関市大東町大原字台下１２番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 8.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36209,3063,7 石川歯科医院 〒029-0523 0191-75-3480石川　哲也 石川　哲也 昭62. 9. 1歯   診療所
     関歯63 一関市大東町摺沢字石倉１６番地常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36309,3064,5 亀卦川歯科医院 〒029-0711 0191-72-2424亀卦川　一郎 亀卦川　一郎 昭63.10. 8歯   診療所
     関歯64 一関市大東町大原字町裏１３７番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36409,3067,8 佐藤歯科医院 〒029-0803 0191-52-2276佐藤　晴耕 佐藤　晴耕 昭56. 5. 1歯   診療所
     関歯67 一関市千厩町千厩字町浦４４番地常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36509,3068,6 畠山歯科医院 〒029-0803 0191-52-4606畠山　康人 畠山　康人 平 2.11. 1歯   診療所
     関歯68 一関市千厩町千厩字構井田６４番常　勤:    1 新規 現存
     地１３ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36609,3069,4 くまがい歯科クリニッ〒029-0803 0191-53-3113熊谷　明 熊谷　明 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     関歯69 ク 一関市千厩町千厩字町８０番地ラ常　勤:    1 新規 現存
     ウンドビル１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36709,3070,2 一関市国民健康保険千〒029-0802 0191-53-2535一関市長　勝部　修 小原　健 平 7. 4. 1歯   診療所
     関歯70 厩歯科診療所 一関市千厩町小梨字大久保１番地常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36809,3071,0 小家歯科医院 〒029-0803 0191-52-3266小家　雅幸 小家　雅幸 平16. 4. 5歯   診療所
     関歯71 一関市千厩町千厩字北方８０番地常　勤:    1 移動 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36909,3072,8 吉田歯科クリニック 〒029-1111 0191-51-2348吉田　文和 吉田　文和 平17. 5. 2歯   診療所
     関歯72 一関市千厩町奥玉字中日向２０１常　勤:    1 新規 現存
     番地２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37009,3073,6 佐藤歯科医院 〒029-0302 0191-47-3530佐藤　譲 佐藤　譲 昭61. 3. 1歯   診療所
     関歯73 一関市東山町長坂字町３４３番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37109,3074,4 しばじゅく歯科 〒029-0302 0191-47-3390伊藤　伸也 伊藤　伸也 昭61. 8. 1歯   診療所
     関歯74 一関市東山町長坂字柴宿１６番地常　勤:    1 新規 現存
     ６０ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37209,3075,1 三浦歯科医院 〒029-0303 0191-48-2032三浦　康弘 三浦　康弘 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     関歯75 一関市東山町松川字台１２２番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37309,3076,9 一関市国民健康保険室〒029-1201 0191-64-2133一関市長　勝部　修 古川　良俊 平12. 4. 1歯   診療所
     関歯76 根歯科診療所 一関市室根町折壁字八幡沖１１７常　勤:    1 移動 現存
     番地 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37409,3080,1 医療法人社団育成会　〒029-3101 0191-82-5959医療法人社団育成会　佐藤　奨 平18. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     関歯80 中央歯科クリニック 一関市花泉町花泉字郷ノ里５７番常　勤:    3理事長　佐藤　奨 組織変更 歯外 現存
     地 (歯       3) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37509,3082,7 馬場歯科医院 〒021-0892 0191-23-2537馬場　としえ 馬場　としえ 平18. 6. 4歯   診療所
     関歯82 一関市東地主町４５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37609,3083,5 歯科クレール 〒029-0131 0191-31-4471医療法人泰永会　理事末永　竜右 平19. 2.11歯   矯歯 小歯診療所
     関歯83 一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１イ常　勤:    2長　宮崎　泰 新規 歯外 現存
     オンスーパーセンター一関店 (歯       2) 平25. 2.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37709,3084,3 さくら歯科 〒021-0901 0191-23-9007橋本　幸徳 橋本　幸徳 平19. 3. 1歯   診療所
     関歯84 一関市真柴字矢ノ目沢６４番地１常　勤:    1 新規 現存
     ７３ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37809,3085,0 かわさき歯科診療所 〒029-0202 0191-43-4330佐藤　正孝 佐藤　正孝 平21. 4. 1歯   診療所
     関歯85 一関市川崎町薄衣字町裏５番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37909,3086,8 佐藤歯科医院 〒029-0523 0191-71-1488佐藤　博幸 佐藤　博幸 平21. 8.27歯   小歯 診療所
     関歯86 一関市大東町摺沢字礼田１７番地常　勤:    1 移動 現存
     １号 (歯       1) 平27. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38009,3088,4 橋本歯科医院 〒021-0008 0191-21-2360橋本　和彦 橋本　和彦 平22. 5.27歯   小歯 診療所
     関歯88 一関市石畑２丁目３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5.27
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  38109,3089,2 ふじさわ歯科 〒029-3404 0191-63-5200菊池　光博 菊池　光博 平 4. 9. 9歯   診療所
     関歯89 一関市藤沢町徳田字赤庭６６番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38209,3100,7 千葉歯科医院 〒029-3405 0191-63-2315千葉　康 千葉　康 平 5. 1. 1歯   診療所
     関歯100 一関市藤沢町藤沢字町裏９５番地常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38309,3101,5 近江歯科医院 〒021-0884 0191-23-2252近江　健司 近江　健司 平23. 9.17歯   矯歯 診療所
     関歯101 一関市大手町２番５号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38409,3102,3 小野寺歯科医院 〒021-0893 0191-23-2508小野寺　大 小野寺　大 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     関歯102 一関市地主町２番２０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38509,3103,1 ホンダ歯科クリニック〒021-0035 0191-48-4280本田　徹 本田　徹 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     関歯103 一関市山目字才天１３６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38609,3104,9 久保田歯科医院 〒021-0882 0191-23-2294久保田　文吾 久保田　文吾 平26. 5. 8歯   矯歯 診療所
     関歯104 一関市上大槻街３－３５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38709,3105,6 えんどう歯科クリニッ〒029-0803 0191-48-4148遠藤　塁 遠藤　塁 平27.12.21歯   小歯 歯外診療所
     関歯105 ク 一関市千厩町千厩字町浦１５－３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38809,3106,4 熊谷歯科医院 〒029-0523 0191-75-4618熊谷　博伸 熊谷　博伸 平28. 6. 1歯   診療所
     関歯106 一関市大東町摺沢字新右エ門土手常　勤:    1 移動 現存
     ６番３号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38910,3020,5 吉田歯科医院 〒029-2205 0192-54-4566吉田　正紀 吉田　正紀 平24. 4. 9歯   診療所
     高歯20 陸前高田市高田町字鳴石２２番地常　勤:    2 移動 現存
     ９ (歯       2) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39010,3021,3 平成歯科医院 〒029-2205 0192-55-2800村上　恵一 村上　恵一 平24. 5. 1歯   診療所
     高歯21 陸前高田市高田町字栃ケ沢３２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39110,3022,1 広田歯科医院 〒029-2206 0192-47-3393大和田　剛史 大和田　剛史 平24. 8. 1歯   歯外 診療所
     高歯22 陸前高田市米崎町字川崎３０番地常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平24. 8. 1
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  39210,3023,9 むらかみ歯科医院 〒029-2203 0192-55-5150村上　加奈 村上　加奈 平25. 7. 1歯   診療所
     高歯23 陸前高田市竹駒町字相川４９－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39310,3024,7 きかわだ歯科クリニッ〒029-2207 0192-57-1188医療法人ａ．ｄ．ｏ．黄川田　康人 平25. 8. 1歯   矯歯 診療所
     高歯24 ク 陸前高田市小友町字沢辺８番地 常　勤:    2　理事長　黄川田　康 組織変更 現存
     (歯       2)人 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39410,3025,4 たかた歯科医院 〒029-2201 0192-55-5011吉田　裕 吉田　裕 平25.12. 3歯   診療所
     高歯25 陸前高田市矢作町字寺前１５－２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39510,3026,2 気仙歯科クリニック 〒029-2206 0192-55-3238馬場　智 馬場　智 平26.11. 1歯   診療所
     高歯26 陸前高田市米崎町字地竹沢４３－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39611,3002,1 瓦田歯科医院分院 〒026-0045 0193-23-6275瓦田　純子 瓦田　純子 昭32. 8. 1歯   診療所
     釜歯2 釜石市小川町一丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39711,3025,2 平松歯科医院 〒026-0054 0193-25-0315平松　浩 平松　浩 平 7. 1. 8歯   診療所
     釜歯25 釜石市野田町二丁目２１番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39811,3027,8 やえがし歯科医院 〒026-0001 0193-36-1182八重樫　祐成 八重樫　祐成 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     釜歯27 釜石市大字平田第５地割１２番３常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39911,3028,6 久喜神経内科歯科クリ〒026-0034 0193-23-1111医療法人　周凜会　理久喜　寛之 平10. 3. 6神内 内   歯  診療所
     (11,1085,2) ニック 釜石市中妻町二丁目１５番３号 常　勤:    3事長　久喜　寛之 交代 小歯 歯外 現存
     釜歯28 (医       1) 平28. 3. 6
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40011,3029,4 かっし歯科医院 〒026-0055 0193-25-2785藤井　美知子 藤井　美知子 平11. 4.24歯   矯歯 診療所
     釜歯29 釜石市甲子町第１０地割１番１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40111,3032,8 ささき歯科医院 〒026-0301 0193-29-1222佐々木　憲一郎 佐々木　憲一郎 平12. 8.10歯   矯歯 小歯診療所
     釜歯32 釜石市鵜住居町第２８地割５番１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.10
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40211,3035,1 かまいし駅前歯科医院〒026-0031 0193-22-4182医療法人社団清優会　清原　士朗 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     釜歯35 釜石市鈴子町１番１号プロスパー常　勤:    1理事長　清原士朗 組織変更 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40311,3038,5 遠刕歯科医院 〒026-0034 0193-23-5478遠刕　秀則 遠刕　秀則 平24. 2. 4歯   診療所
     釜歯38 釜石市中妻町三丁目６番２８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40411,3039,3 歯科福成医院 〒026-0043 0193-25-0105福成　和幸 福成　和幸 平25. 4. 1歯   診療所
     釜歯39 釜石市新町５番１５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40511,3040,1 三浦歯科クリニック 〒026-0001 0193-55-6480三浦　孝 三浦　孝 平25. 9. 4歯   矯歯 小歯診療所
     釜歯40 釜石市平田３－２９－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40611,3041,9 おいかわ歯科医院 〒026-0011 0193-22-5800及川　陽次 及川　陽次 平26. 3.12歯   診療所
     釜歯41 釜石市港町２丁目１番１号イオン常　勤:    1 移動 現存
     タウン釜石３Ｆ (歯       1) 平26. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40711,3042,7 工藤歯科クリニック 〒026-0024 0193-22-6480工藤　英明 工藤　英明 平26. 4.10歯   診療所
     釜歯42 釜石市大町３丁目１番３５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40811,3043,5 藤井デンタルクリニッ〒026-0021 0193-27-8841藤井　哲明 藤井　純 平27. 2.23歯   矯歯 診療所
     釜歯43 ク 釜石市只越町３－２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40911,3045,0 鈴木歯科医院 〒026-0034 0193-23-5908医療法人　鈴木歯科医鈴木　勝 平30. 4. 1歯   矯歯 診療所
     釜歯45 釜石市中妻町３丁目７番１０ 常　勤:    1院　理事長　鈴木　勝 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  41011,3046,8 早﨑歯科医院 〒026-0301 0193-28-2311早﨑　行雄 早﨑　行雄 平30. 5. 1歯   歯外 診療所
     釜歯46 釜石市鵜住居町第１５地割１８番常　勤:    3 移動 現存
     地８（鵜住居地区３９街区８－１(歯       3) 平30. 5. 1
     画地）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41113,3007,6 窪島歯科医院 〒028-6101 0195-23-2425天日　常光 天日　常光 昭45.11. 7歯   診療所
     二歯7 二戸市福岡字長嶺５５番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41213,3012,6 菅歯科 〒028-6101 0195-23-5161菅　弘志 菅　弘志 昭57. 8.10歯   診療所
     二歯12 二戸市福岡字橋場１８番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41313,3013,4 阿部歯科クリニック 〒028-6101 0195-25-4182阿部　年昭 阿部　年昭 昭59. 4. 9歯   診療所
     二歯13 二戸市福岡字上町１３番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41413,3015,9 菅原歯科医院 〒028-5711 0195-27-3301菅原　壽樹 菅原　壽樹 昭62. 6. 3歯   診療所
     二歯15 二戸市金田一字馬場１４７番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41513,3018,3 渡辺歯科医院 〒028-6105 0195-23-2052渡 　新悟 渡 　新悟 昭63.10. 3歯   診療所
     二歯18 二戸市堀野字長瀬２７番地２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41613,3019,1 国香歯科医院 〒028-6101 0195-23-2223国香　雅彦 国香　雅彦 平元. 4. 1歯   診療所
     二歯19 二戸市福岡字裏小路６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41713,3020,9 ほんだ歯科クリニック〒028-6103 0195-23-9591医療法人　陽和会　理本田　和雄 平 4. 8. 1歯   矯歯 診療所
     二歯20 二戸市石切所字枋ノ木１０番地１常　勤:    1事長　本田　和雄 組織変更 現存
     ７ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41813,3021,7 菅原歯科クリニック 〒028-6101 0195-23-1180菅原　光孝 菅原　光孝 平 8. 7.24歯   診療所
     二歯21 二戸市福岡字川又３番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41913,3022,5 沢藤歯科医院 〒028-6105 0195-25-4002沢藤　太 沢藤　太 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     二歯22 二戸市堀野字下タ川原７番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42013,3023,3 曽根歯科医院 〒028-5711 0195-27-3108曽根　襄 曽根　襄 平 9.12. 1歯   診療所
     二歯23 二戸市金田一字野月２０２番地３常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42113,3024,1 森川歯科医院 〒028-6105 0195-23-6361医療法人陌仁会　理事森川　伸彦 平15. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     二歯24 二戸市堀野字大畑３２番地１ 常　勤:    1長　森川　伸彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42213,3025,8 國香歯科医院 〒028-6103 0195-23-2764國香　智彦 國香　智彦 平16. 4. 1歯   診療所
     二歯25 二戸市石切所字川原６０番地３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42313,3026,6 関　歯科医院 〒028-6855 0195-38-2937関　由貴夫 関　由貴夫 平 7. 9.14歯   診療所
     二歯26 二戸市浄法寺町浄法寺３番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42413,3027,4 右門歯科クリニック 〒028-6852 0195-38-2288小田島　右門 小田島　右門 平 7.12. 6歯   小歯 矯歯診療所
     二歯27 二戸市浄法寺町樋田３８番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42513,3028,2 ますだ歯科クリニック〒028-6103 0195-26-8282桝田　俊之 桝田　俊之 平19. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     二歯28 二戸市石切所字荷渡２番地９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 1. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42614,3002,5 前田歯科医院 〒028-7405 0195-74-3545前田　光義 前田　光義 昭62. 8. 6歯   診療所
     八歯2 八幡平市平舘第９地割２３８番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42714,3003,3 一戸歯科クリニック 〒028-7111 0195-75-1411一戸　晃 一戸　晃 平 9. 4. 5歯   診療所
     八歯3 八幡平市大更第２４地割３０番地常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42814,3004,1 岡田歯科医院 〒028-7111 0195-76-3613岡田　喜明 岡田　喜明 平 9. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯4 八幡平市大更２５地割１１７番地常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42914,3006,6 山口歯科医院 〒028-7111 0195-75-1166医療法人貴成会　理事山口　一成 平10.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯6 八幡平市大更第３５地割６３番地常　勤:    2長　山口　一成 組織変更 矯歯 現存
     ４４ (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43014,3008,2 ビーナス・Ｅ　デンタ〒028-7303 0195-78-3411森　尚文 森　尚文 平 7.10. 1歯   診療所
     八歯8 ルオフィス 八幡平市柏台三丁目３４番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43114,3009,0 小原歯科医院 〒028-7535 0195-72-2464小原　幸雄 小原　幸雄 昭61. 5. 1歯   診療所
     八歯9 八幡平市清水９０番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43214,3010,8 アオキ歯科医院 〒028-7534 0195-72-3372青木　修治 青木　修治 平 6.10. 3歯   診療所
     八歯10 八幡平市荒屋新町１０９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43314,3013,2 佐藤歯科医院 〒028-7111 0195-76-2154佐藤　史尚 佐藤　史尚 平19. 8.21歯   矯歯 小歯診療所
     八歯13 八幡平市大更２２地割１６２番地常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43414,3014,0 たかしま歯科医院 〒028-7111 0195-76-4182髙嶋　勉 高嶋　勉 平27. 6. 6歯   小歯 診療所
     八歯14 八幡平市大更１８－８８－９６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 6. 6
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43515,3006,3 小野田歯科医院 〒023-0053 0197-23-2246小野田　睦夫 小野田　睦夫 昭49. 3.20歯   診療所
     奥歯6 奥州市水沢大手町五丁目５０番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43615,3008,9 三浦歯科医院 〒023-0041 0197-24-9229三浦　滋 三浦　滋 昭50. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯8 奥州市水沢秋葉町１４０番地 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43715,3009,7 佐藤歯科医院 〒023-0045 0197-23-2633佐藤　正俊 佐藤　正俊 昭51. 2. 1歯   小歯 診療所
     奥歯9 奥州市水沢大町１７１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43815,3011,3 大松沢歯科医院 〒023-0802 0197-25-5711大松沢　信之 大松沢　信之 昭52. 8. 1歯   診療所
     奥歯11 奥州市水沢大畑小路５番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43915,3013,9 瀬川歯科医院 〒023-0813 0197-24-1615瀬川　光英 瀬川　光英 昭56. 8. 1歯   診療所
     奥歯13 奥州市水沢中町２３番地５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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  44015,3014,7 ひばりヶ丘歯科クリニ〒023-0863 0197-25-6114及川　桂 及川　桂 昭56.11. 4歯   診療所
     奥歯14 ック 奥州市水沢川端１７８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44115,3016,2 森岡歯科診療所 〒023-0829 0197-23-6480森岡　範之 森岡　範之 昭60.12.18歯   矯歯 診療所
     奥歯16 奥州市水沢花園町一丁目２番１１常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平27.12.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44215,3017,0 小野歯科医院 〒023-0806 0197-24-7153小野　章宏 小野　章宏 昭61. 6.25歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯17 奥州市水沢日高西６５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44315,3018,8 ささき歯科医院 〒023-0042 0197-24-5418佐々木　秀 佐々木　秀 昭61. 6.19歯   診療所
     奥歯18 奥州市水沢字柳町７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44415,3020,4 こだま歯科クリニック〒023-0103 0197-23-4181古玉　芳豊 古玉　芳豊 昭62. 6. 1歯   矯歯 診療所
     奥歯20 奥州市水沢羽田町駅南一丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     ８番地２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44515,3023,8 ときわ歯科医院 〒023-0828 0197-25-8148佐藤　仁哉 佐藤　仁哉 平 2.11.14歯   診療所
     奥歯23 奥州市水沢東大通り二丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44615,3028,7 八重樫歯科医院 〒023-0814 0197-23-5226八重樫　浩二 八重樫　浩二 平 8. 3. 1歯   診療所
     奥歯28 奥州市水沢袋町１番２９号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44715,3030,3 白石歯科医院 〒023-0825 0197ー51ー1622白石　明 白石　明 平 9.10.11歯   小歯 矯歯診療所
     奥歯30 奥州市水沢台町６番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44815,3031,1 日高歯科医院 〒023-0056 0197ー22ー5330三浦　隆司 三浦　隆司 平10. 1.19歯   小歯 診療所
     奥歯31 奥州市水沢字久田２２番地１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44915,3032,9 神尾歯科クリニック 〒023-0833 0197-28-1182神尾　雅彦 神尾　雅彦 平10. 4.25歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯32 奥州市水沢上姉体二丁目５番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45015,3033,7 おおたに歯科医院 〒023-0889 0197-22-8148大谷　基樹 大谷　基樹 平11.11.15歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯33 奥州市水沢字高屋敷３２４番地３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45115,3035,2 箱崎歯科医院 〒023-0807 0197-23-4070箱崎　浩介 箱崎　浩介 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     奥歯35 奥州市水沢新小路１０番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45215,3036,0 北大通歯科医院 〒023-0031 0197-51-9293佐々木　武治 佐々木　武治 平13. 8. 7歯   小歯 矯歯診療所
     奥歯36 奥州市水沢北丑沢２７番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45315,3037,8 さくらかわ歯科診療所〒023-0003 0197-51-9030添野　一樹 添野　一樹 平14. 8. 2歯   矯歯 診療所
     奥歯37 奥州市水沢佐倉河字東高山２１１常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平26. 8. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45415,3038,6 大手町歯科医院 〒023-0053 0197-51-8820高橋　元 高橋　元 平16.10.14歯   小歯 診療所
     奥歯38 奥州市水沢大手町五丁目１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45515,3039,4 関根歯科医院 〒023-1103 0197-35-6161関根　和男 関根　和男 昭57. 6. 8歯   診療所
     奥歯39 奥州市江刺西大通り３番１２号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45615,3040,2 及川歯科医院 〒023-1114 0197-35-0596及川　二郎 及川　二郎 昭62. 4. 1歯   診療所
     奥歯40 奥州市江刺川原町４番３号 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45715,3041,0 おぐま歯科医院 〒023-1112 0197-35-4184小熊　秀佳 小熊　秀佳 昭62. 8. 1歯   診療所
     奥歯41 奥州市江刺南大通り６番２７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45815,3042,8 アヤノ歯科医院 〒023-1111 0197-35-2820綾野　輝也 綾野　輝也 昭63.12. 1歯   診療所
     奥歯42 奥州市江刺大通り５番２６号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45915,3044,4 佐々木歯科医院 〒023-1103 0197-31-1313佐々木　一慶 佐々木　一慶 平10.10. 2歯   診療所
     奥歯44 奥州市江刺西大通り９番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46015,3045,1 すずき歯科クリニック〒023-1104 0197-31-1811鈴木　和彦 鈴木　和彦 平13. 4. 9歯   小歯 診療所
     奥歯45 奥州市江刺豊田町二丁目５番１９常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平25. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46115,3046,9 はたけやま歯科 〒023-1104 0197-35-8811畠山　英規 畠山　英規 平17. 5.24歯   診療所
     奥歯46 奥州市江刺豊田町三丁目１番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46215,3048,5 津田歯科医院 〒029-4207 0197-56-6480津田　京子 津田　京子 昭60. 7. 1歯   診療所
     奥歯48 奥州市前沢三日町新裏１３１番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46315,3049,3 たかはし歯科医院 〒029-4207 0197-56-3333高橋　晃彦 高橋　晃彦 平 2. 5.14歯   小歯 診療所
     奥歯49 奥州市前沢平小路２８番地９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46415,3050,1 大石歯科医院 〒029-4207 0197-41-3711大石　治 大石　治 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     奥歯50 奥州市前沢字三日町６０番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46515,3051,9 ちだ歯科 〒029-4211 0197-41-3322医療法人ちだ歯科　理千田　太山 平17. 4. 1歯   矯歯 診療所
     奥歯51 奥州市前沢駅東三丁目１番地７ 常　勤:    2事長　千田太山 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46615,3052,7 さくらば歯科医院 〒023-0402 0197-47-2033櫻庭　寿 櫻庭　寿 平 6.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯52 奥州市胆沢小山字峠１１７番地１常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46715,3054,3 あべ歯科医院 〒023-0402 0197ー22ー8522安部　道 安部　道 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     奥歯54 奥州市胆沢小山字尼沼３８番地１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46815,3055,0 奥州市国民健康保険衣〒029-4332 0197-52-3062奥州市長　小沢　昌記佐々木　健 平10.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯55 川歯科診療所 奥州市衣川古戸５２番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46915,3056,8 いとう矯正歯科クリニ〒023-0865 0197-51-7775伊東　利晃 伊東　利晃 平18. 3.25矯歯 小歯 診療所
     奥歯56 ック 奥州市水沢字桜屋敷７０１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47015,3057,6 ちば歯科医院 〒023-0865 0197-51-1300医療法人百成会　理事千葉　雅之 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯57 奥州市水沢字桜屋敷４２０番地 常　勤:    1長　千葉　雅之 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47115,3058,4 まえだ歯科クリニック〒023-1104 0197-36-9100前田　誠一郎 前田　誠一郎 平19. 9. 4歯   小歯 診療所
     奥歯58 奥州市江刺豊田町一丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47215,3059,2 中村歯科クリニック 〒023-0851 0197-22-2365佐藤　信春 佐藤　信春 平19.11. 1歯   診療所
     奥歯59 奥州市水沢南町６番３号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47315,3061,8 なつた歯科医院 〒023-0401 0197-46-4710鶴田　摂 鶴田　摂 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯61 奥州市胆沢南都田字宇南田１６４常　勤:    2 新規 現存
     番地１ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47415,3062,6 高野歯科クリニック 〒023-0804 0197-23-2488高野　玄 高野　玄 平24. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     奥歯62 奥州市水沢谷地明円３７番地７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47515,3064,2 あらきだ歯科クリニッ〒023-0813 0197-47-3323荒木田　安弘 荒木田　安弘 平24.11.13歯   小歯 診療所
     奥歯64 ク 奥州市水沢中町２３番９３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47615,3065,9 油井歯科医院 〒023-0814 0197-25-7422油井　孝雄 油井　孝雄 平25. 1. 4歯   診療所
     奥歯65 奥州市水沢袋町２番２１号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 1. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47715,3066,7 石川歯科医院 〒023-0802 0197-47-3477石川　潤一 石川　潤一 平25. 1. 8歯   診療所
     奥歯66 奥州市水沢字大畑小路１２番地イ常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47815,3067,5 村上歯科医院 〒023-0044 0197-23-5770村上　直美 村上　直美 平25. 3. 1歯   診療所
     奥歯67 奥州市水沢字三本木７番 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
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  47915,3068,3 たかさき歯科 〒029-4208 0197-47-4182髙﨑　健治 髙﨑　健治 平25.11.29歯   小歯 歯外診療所
     奥歯68 奥州市前沢字竹沢１８８番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48015,3069,1 さわやか歯科医院 〒023-0817 0197-23-4626遠藤　治男 遠藤　治男 平26. 1. 6歯   診療所
     奥歯69 奥州市水沢宮下町６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48115,3070,9 なかじま歯科クリニッ〒023-0025 0197-51-7797医療法人なかじま歯科中島　浩 平27. 3. 1歯   歯外 診療所
     奥歯70 ク 奥州市水沢高網２５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)中島　浩 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48215,3071,7 じゅん歯科クリニック〒023-0872 0197-51-2118熊谷　順也 熊谷　順也 平27. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     奥歯71 奥州市水沢字桜屋敷西２０２番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48315,3072,5 ほうざわ歯科 〒023-0003 0197-25-3272医療法人　カズデンタ朴沢　一成 平28. 3. 1歯   矯歯 診療所
     奥歯72 奥州市水沢佐倉河字羽黒田２番地常　勤:    1ルオフィス　理事長　 組織変更 現存
     ５ (歯       1)朴沢　一成 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48415,3073,3 中田町歯科医院 〒023-0826 0197-23-3415医療法人　康和会　理朴澤　弘康 平28.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     奥歯73 奥州市水沢中田町３番２９号 常　勤:    1事長　朴澤　弘康 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48515,3074,1 吉田歯科クリニック 〒023-1103 0197-35-1182吉田　克則 吉田　克則 平29. 3.13歯   診療所
     奥歯74 奥州市江刺西大通り４－１３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 3.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48616,3001,2 平栗歯科 〒020-0664 019-687-1516平栗　豊彦 平栗　豊彦 昭56. 2. 9歯   診療所
     滝歯1 滝沢市鵜飼笹森５番地３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48716,3002,0 八幡歯科医院 〒020-0668 019-687-3462杉山　ちか子 杉山　ちか子 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     滝歯2 滝沢市鵜飼狐洞１番地８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48816,3003,8 中村歯科 〒020-0762 019-684-3056中村　行壽 中村　行壽 昭57.11. 1歯   診療所
     滝歯3 滝沢市大釜外館１１８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48916,3004,6 三浦歯科医院 〒020-0611 019-688-2084三浦　幹也 三浦　幹也 昭59.12. 1歯   診療所
     滝歯4 滝沢市巣子１１８８番地４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49016,3005,3 南舘歯科・小児歯科医〒020-0638 019-684-5525南舘　祐二 南舘　祐二 昭60. 7.20歯   小歯 診療所
     滝歯5 院 滝沢市土沢３０８番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49116,3007,9 ひらの歯科医院 〒020-0633 019-641-8282平野　隆 平野　隆 平元. 7.20歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯7 滝沢市穴口５７番地４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49216,3008,7 たきざわ駅前歯科医院〒020-0621 019-688-5580南部　淑文 南部　淑文 平元.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯8 滝沢市大崎２６１番地１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49316,3009,5 たかせ歯科医院 〒020-0633 019-646-1900高瀬　真二 高瀬　真二 平 5. 4.26歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯9 滝沢市穴口１８３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49416,3010,3 笹嶋歯科医院 〒020-0675 019-687-5338笹嶋　泉 笹嶋　泉 平 5. 8.25歯   診療所
     滝歯10 滝沢市鵜飼滝向３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49516,3011,1 巣子歯科クリニック 〒020-0611 019-688-8855攝待　友宏 攝待　友宏 平 7.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯11 滝沢市巣子１５２３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49616,3012,9 のざわ歯科医院 〒020-0622 019-688-7781五木田　敏雅 五木田　敏雅 平11. 5.18歯   診療所
     滝歯12 滝沢市野沢６２番地１００３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49716,3013,7 小岩井駅前歯科 〒020-0757 019-691-9030佐々木　隆人 佐々木　隆人 平11.12.14歯   小歯 診療所
     滝歯13 滝沢市大釜風林６１番地９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.14
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  49816,3014,5 福士歯科医院 〒020-0633 019-647-0418福士　宏也 福士　宏也 平12. 6.12歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯14 滝沢市穴口３１４番地６ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49916,3015,2 こだま歯科医院 〒020-0634 019-699-2710兒玉　厚三 兒玉　厚三 平13. 5.16歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯15 滝沢市室小路６６３番地１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5.16
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50016,3016,0 やまのかみ歯科医院 〒020-0654 019-687-4778高橋　一章 高橋　一章 平13. 5. 7歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯16 滝沢市中鵜飼７９番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50116,3017,8 たかだ歯科クリニック〒020-0627 019-694-1110髙田　昌樹 髙田　昌樹 平18. 3. 9歯   小歯 診療所
     滝歯17 滝沢市狼久保６８９番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50216,3018,6 ゆとりが丘きくち歯科〒020-0638 019-687-5060菊池　隆 菊池　隆 平18. 5.12歯   小歯 診療所
     滝歯18 滝沢市土沢４７６番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50316,3019,4 すこやか歯科こども歯〒020-0664 019-613-8841駿河　由利子 駿河　由利子 平18. 6.27歯   小歯 診療所
     滝歯19 科医院 滝沢市鵜飼笹森７２番２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50416,3020,2 ささき歯科クリニック〒020-0668 019-687-1110佐々木　直光 佐々木　直光 平19. 8. 6歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯20 滝沢市鵜飼狐洞１番地４５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50516,3021,0 小豆嶋歯科クリニック〒020-0603 019-694-1155小豆嶋　章 小豆嶋　章 平24. 5. 7歯   矯歯 小歯診療所
     滝歯21 滝沢市留が森３６２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50621,3022,8 つなぎ歯科医院 〒020-0502 019-692-4666鈴木　哲男 鈴木　哲男 昭56. 8. 3歯   診療所
     岩歯22 岩手郡雫石町板橋４１番地１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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  50721,3024,4 沼田歯科クリニック 〒020-0554 019-692-5322沼田　與志晴 沼田　與志晴 昭57. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     岩歯24 岩手郡雫石町町裏８８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50821,3040,0 髙橋歯科医院 〒028-5402 0195-66-3030髙橋　欣也 髙橋　欣也 昭63. 8. 6歯   診療所
     岩歯40 岩手郡葛巻町葛巻第１２地割２４常　勤:    1 新規 現存
     番地６ (歯       1) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50921,3043,4 たにふじ歯科医院 〒020-0543 0196-92-1661谷藤　全功 谷藤　全功 昭64. 1. 5歯   小歯 診療所
     岩歯43 岩手郡雫石町高前田１１８番地１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51021,3048,3 宮田歯科医院 〒028-4301 0195-62-2433宮田　左京 宮田　左京 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     岩歯48 岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割常　勤:    2 交代 現存
     １８番地２ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51121,3049,1 長沢歯科医院 〒028-4303 0195-62-4348長澤　伸郎 長澤　伸郎 平 4.10. 7歯   診療所
     岩歯49 岩手郡岩手町大字江刈内第１１地常　勤:    1 新規 現存
     割１３番地 (歯       1) 平28.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51221,3050,9 コアラ歯科 〒028-5402 0195-66-4200楢山　義浩 楢山　義浩 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     岩歯50 岩手郡葛巻町葛巻第１５地割鏡沢常　勤:    1 新規 現存
     ３４番地１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51321,3053,3 沼宮内歯科医院 〒028-4303 0195-62-2488医療法人紀耶会　理事豊田　有紀子 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩歯53 岩手郡岩手町大字江刈内１０地割常　勤:    2長　豊田　康夫 組織変更 現存
     ５３番地 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51421,3081,4 土樋歯科医院 〒020-0541 019-692-1705土樋　博志 土樋　博志 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     岩歯81 岩手郡雫石町千刈田８０番地３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51521,3083,0 マキ歯科クリニック 〒020-0542 019-692-1102上野　牧子 上野　牧子 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     岩歯83 岩手郡雫石町万田渡４５番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51621,3087,1 雫石歯科医院 〒020-0539 019-692-6288川田　慶勲 川田　慶勲 平21. 9. 1歯   診療所
     岩歯87 岩手郡雫石町上町東１番地５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51721,3088,9 遠藤歯科医院 〒028-5402 0195-66-2958遠藤　憲行 遠藤　憲行 平24. 1. 1歯   診療所
     岩歯88 岩手郡葛巻町葛巻１３地割５１番常　勤:    2 交代 現存
     地 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51821,3092,1 村木歯科クリニック 〒028-4307 0195-61-1011小豆嶋　光康 小豆嶋　光康 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     岩歯92 岩手郡岩手町大字五日市第１１地常　勤:    1 新規 現存
     割字上苗代沢１３１番２号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51921,3093,9 三宅歯科医院 〒028-4301 0195-62-2031三宅　雅子 三宅　雅子 平29.12. 6歯   診療所
     岩歯93 岩手郡岩手町沼宮内第６地割２３常　勤:    1 交代 現存
     番２ (歯       1) 平29.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52022,3017,6 平井歯科医院 〒028-3309 019-676-4855平井　和夫 平井　和夫 昭55. 6. 2歯   診療所
     紫歯17 紫波郡紫波町北日詰字白旗４９番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52122,3018,4 矢巾歯科診療所 〒028-3614 019-697-7220谷村　友興 谷村　友興 昭55. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯18 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第７常　勤:    2 新規 現存
     地割１８９番地 (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52222,3021,8 はこざき歯科クリニッ〒028-3601 019-697-5138箱崎　文志郎 箱崎　文志郎 昭56.12.21歯   診療所
     紫歯21 ク 紫波郡矢巾町大字高田１０地割字常　勤:    1 新規 現存
     大畑２７番地９２ (歯       1) 平29.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52322,3023,4 ひづめ歯科医院 〒028-3306 019-676-2700佐々木　哲正 佐々木　哲正 昭57. 4.20歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯23 紫波郡紫波町日詰西六丁目５番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52422,3024,2 佐藤歯科医院 〒028-3601 019-697-7250佐藤　忠朋 佐藤　忠朋 昭57. 5.17歯   診療所
     紫歯24 紫波郡矢巾町大字高田第１１地割常　勤:    1 新規 現存
     １番地３ (歯       1) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52522,3025,9 つのだ歯科・矯正歯科〒028-3307 019-676-5111角田　克保 角田　克保 昭57. 7. 9歯   矯歯 歯外診療所
     紫歯25 医院 紫波郡紫波町桜町二丁目１の５番常　勤:    1 新規 小歯 現存
     地 (歯       1) 平24. 7. 9
     非常勤:    6
     (歯       6)
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  52622,3030,9 煙山歯科医院 〒028-3622 019-697-7900松木　和彦 松木　和彦 昭60.10.22歯   小歯 診療所
     紫歯30 紫波郡矢巾町大字上矢次第７地割常　勤:    1 新規 現存
     字木代１２６番地 (歯       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52722,3032,5 渡辺歯科医院 〒028-3305 019-676-5711渡辺　好郎 渡辺　好郎 昭62. 8. 1歯   診療所
     紫歯32 紫波郡紫波町日詰字下丸森１２０常　勤:    1 新規 現存
     番地４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52822,3035,8 中島歯科医院 〒028-3301 019-676-4618中島　喜栄 中島　喜栄 昭62.11.18歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯35 紫波郡紫波町中島字桜田１番地１常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平29.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52922,3036,6 ふかざわ歯科医院 〒028-3309 019-672-3848深澤　太賀男 深澤　太賀男 昭63. 8. 8歯   診療所
     紫歯36 紫波郡紫波町北日詰字大日堂１５常　勤:    1 新規 現存
     番地６ (歯       1) 平24. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53022,3037,4 六本木歯科医院 〒028-3305 019-672-4919六本木　崇 六本木　崇 平 2. 6. 8歯   診療所
     紫歯37 紫波郡紫波町日詰字郡山駅２０５常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53122,3041,6 城北歯科医院 〒028-3303 019-676-3399平井　東英 平井　東英 平 3.11. 7歯   診療所
     紫歯41 紫波郡紫波町高水寺字古屋敷８９常　勤:    1 新規 現存
     番４号 (歯       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53222,3043,2 スマイル歯科医院 〒028-3603 019-697-2121佐藤　亮介 佐藤　亮介 平 5. 8. 1歯   診療所
     紫歯43 紫波郡矢巾町大字西徳田第５地割常　勤:    1 新規 現存
     ６８番地７ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53322,3045,7 まきふじ歯科医院 〒028-3308 019-672-5515巻藤　佐智子 巻藤　佐智子 平 7. 5.29歯   診療所
     紫歯45 紫波郡紫波町平沢字松田１番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53422,3047,3 流通センター歯科診療〒020-0891 019-638-5165医療法人慧和会　理事南幅　眞治 平 8. 4. 1歯   診療所
     紫歯47 所 紫波郡矢巾町流通センター南一丁常　勤:    1長　南幅　眞治 組織変更 現存
     目２番１５号岩手流通会館２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53522,3048,1 平野歯科クリニック 〒020-0891 019-637-3788平野　康紀 平野　康紀 平 8. 5.14歯   診療所
     紫歯48 紫波郡矢巾町流通センター南三丁常　勤:    1 新規 現存
     目１番７号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53622,3051,5 染井デンタルクリニッ〒028-3615 019-698-1111染井　宏祐 染井　宏祐 平10. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯51 ク 紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割常　勤:    2 新規 現存
     ２５０番地 (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53722,3052,3 星と虹歯科クリニック〒028-3615 019-698-1360八木　一弘 八木　一弘 平10.10. 5歯   診療所
     紫歯52 紫波郡矢巾町大字南矢幅第１４地常　勤:    1 新規 現存
     割２３番地１６デイアス花やはば(歯       1) 平28.10. 5
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53822,3054,9 しわ歯科 〒028-3452 019-671-7208藤原　洋子 藤原　洋子 平13. 7. 3歯   小歯 診療所
     紫歯54 紫波郡紫波町片寄字梅田９９番地常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53922,3055,6 鈴木歯科医院 〒028-3614 019-698-2525鈴木　卓哉 鈴木　卓哉 平15.10.16歯   小歯 診療所
     紫歯55 紫波郡矢巾町又兵エ新田第８地割常　勤:    2 新規 現存
     字腰巡１４３ (歯       2) 平27.10.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54022,3060,6 神の前歯科医院 〒028-3615 019-697-6995医療法人潤心会　理事鈴木　千枝子 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯60 紫波郡矢巾町大字南矢幅第１３地常　勤:    3長　鈴木千枝子 組織変更 現存
     割２９番地１ (歯       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54122,3061,4 むらた歯科 〒028-3614 019-611-0602村田　正紀 村田　正紀 平21.10.10歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯61 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８常　勤:    1 新規 現存
     地割１６９番地ＴＴＭ不来方　西(歯       1) 平27.10.10
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54222,3062,2 ささき歯科クリニック〒028-3305 019-671-1160医療法人ささき歯科ク佐々木　成弘 平23. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     紫歯62 紫波郡紫波町日詰字下丸森９番地常　勤:    1リニック　理事長　佐 組織変更 現存
     １ (歯       1)々木　成弘 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54322,3063,0 紫波中央歯科 〒028-3318 019-601-7335今村　博高 今村　博高 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     紫歯63 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３番地３オガールプラザ東棟１階(歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54422,3064,8 神の前キッズデンタル〒028-3615 019-601-5058医療法人　潤心会　理一方井　友望 平25. 6. 4小歯 歯   矯歯診療所
     紫歯64 パーク 紫波郡矢巾町大字南矢幅第１３地常　勤:    1事長　鈴木　千枝子 新規 現存
     割３０番６ (歯       1) 平25. 6. 4
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54522,3066,3 エストエストデンタル〒028-3615 019-681-2299大森　巧 大森　巧 平26. 9. 6歯   矯歯 小歯診療所
     紫歯66 ケア 紫波郡矢巾町南矢幅第８地割１０常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ０番１０号 (歯       2) 平26. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54622,3067,1 むらやま歯科医院 〒028-3602 019-601-9242村山　龍平 村山　龍平 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     紫歯67 紫波郡矢巾町藤沢第一地割１３４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54722,3069,7 まさひとデンタルクリ〒028-3303 019-613-6028医療法人仁慈　理事長近藤　正人 平30. 5. 8歯   歯外 小歯診療所
     紫歯69 ニック 紫波郡紫波町高水寺字田中５２－常　勤:    1　近藤　駿 新規 矯歯 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54824,3017,2 湯田歯科医院 〒029-5512 0197-82-3711志和　宏敏 志和　宏敏 昭58.11.15歯   診療所
     和歯17 和賀郡西和賀町川尻４０地割４０常　勤:    1 新規 現存
     番地６４ (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54924,3027,1 高義歯科クリニック 〒029-5505 0197-84-2333高橋　義和 高橋　義和 平 2.12. 3歯   診療所
     和歯27 和賀郡西和賀町湯本３０地割８４常　勤:    1 新規 現存
     番地４ (歯       1) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55025,3011,2 千葉歯科クリニック 〒029-4503 0197-42-2426千葉　典臣 千葉　典臣 昭60. 7.15歯   矯歯 診療所
     胆歯11 胆沢郡金ケ崎町大字西根字上餅田常　勤:    1 新規 現存
     ５４番地２ (歯       1) 平24. 7.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55125,3013,8 松本歯科医院 〒029-4503 0197-44-5578松本　覚 松本　覚 昭60.10. 1歯   診療所
     胆歯13 胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野８８常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55225,3019,5 あべ歯科クリニック 〒029-4503 0197ー44ー3918阿部　修作 阿部　修作 平 9. 9. 5歯   矯歯 小歯診療所
     胆歯19 胆沢郡金ケ崎町西根荒巻２５番１常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平24. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55325,3021,1 有住歯科医院 〒029-4503 0197ー42ー3006有住　達也 有住　達也 平 9.10.16歯   小歯 診療所
     胆歯21 胆沢郡金ケ崎町西根町裏６０番２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55425,3029,4 いわぶち歯科 〒029-4503 0197-41-9333岩渕　直泰 岩渕　直泰 平20.10. 3歯   診療所
     胆歯29 胆沢郡金ケ崎町西根上平沢５７番常　勤:    1 新規 現存
     ６９ (歯       1) 平26.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55525,3030,2 金ケ崎町国民健康保険〒029-4503 0197-44-2842金ケ崎町長　髙橋　由高橋　通訓 平29.10.10歯   小歯 診療所
     胆歯30 金ケ崎歯科診療所 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水９８番地常　勤:    1一 移動 現存
     (歯       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55626,3013,6 ささき歯科 〒029-4102 0191-34-1876佐々木　一樹 佐々木　一樹 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     西歯13 西磐井郡平泉町平泉字志羅山１３常　勤:    1 新規 現存
     ６番地４ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55726,3014,4 平泉歯科診療所 〒029-4102 0191-46-2130金沢　純一 金沢　純一 平22. 4. 1歯   診療所
     西歯14 西磐井郡平泉町平泉字志羅山１１常　勤:    1 新規 現存
     番地４号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55828,3010,8 菅野歯科医院 〒029-2311 0192-46-2345菅野　悦哉 菅野　悦哉 昭62.11. 2歯   診療所
     気歯10 気仙郡住田町世田米字世田米駅１常　勤:    1 移動 現存
     １７番地 (歯       1) 平29.11. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55928,3011,6 横沢歯科医院 〒029-2311 0192-46-3050横沢　茂樹 横沢　茂樹 昭63. 7. 8歯   診療所
     気歯11 気仙郡住田町世田米字大崎２５番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平24. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56029,3017,1 近藤歯科医院 〒028-1121 0193-42-7667近藤　泉 近藤　泉 平25. 4.12歯   診療所
     上歯17 上閉伊郡大槌町小鎚２２地割４２常　勤:    2 移動 現存
     番１号 (歯       2) 平25. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56129,3018,9 小松歯科医院 〒028-1131 0193-42-7702医療法人小松歯科医院小松　元 平25. 4.12歯   診療所
     上歯18 上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９常　勤:    1　理事長　小松　元 移動 現存
     ５番地１５ (歯       1) 平25. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56229,3021,3 おおつちじょうない歯〒028-1132 0193-42-8418医療法人　山門会　理山﨑　泰嗣 平30. 4. 1歯   診療所
     上歯21 科医院 上閉伊郡大槌町大ケ口２丁目１０常　勤:    1事長　山﨑　泰嗣 組織変更 現存
     ０－１０ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  56330,3028,6 八重樫歯科 〒027-0501 0194-22-3511八重樫　良昌 八重樫　良昌 平元.11.24歯   診療所
     下歯28 下閉伊郡岩泉町岩泉字森ノ越３番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56430,3029,4 普代村国民健康保険歯〒028-8333 0194-35-2580普代村長　柾屋　伸夫藤原　秀世 平 3. 5. 1歯   診療所
     下歯29 科診療所 下閉伊郡普代村第１０地割羅賀７常　勤:    1 新規 現存
     番地８ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56530,3034,4 こがわ歯科診療所 〒028-5641 0194-25-5330野舘　孝之 野舘　孝之 平12.10. 1歯   診療所
     下歯34 下閉伊郡岩泉町門字町向３２番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56630,3036,9 岩泉町国民健康保険岩〒027-0501 0194-22-4311岩泉町　岩泉町長　中岩田　信浩 平14. 4. 1歯   診療所
     下歯36 泉歯科診療所 下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑５９番常　勤:    1居　健一 移動 現存
     地５ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56730,3039,3 国民健康保険田野畑村〒028-8407 0194-33-3101田野畑村長　石原　弘近藤　貴樹 平16. 5. 1歯   診療所
     下歯39 歯科診療所 下閉伊郡田野畑村田野畑１２０番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56830,3043,5 内舘歯科医院 〒028-1343 0193-82-4618内舘　伯夫 内舘　伯夫 平20.11.11歯   小歯 診療所
     下歯43 下閉伊郡山田町境田町１４番地７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56930,3044,3 木澤歯科医院 〒028-1351 0193-81-1188木澤　貴洋 木澤　貴洋 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     下歯44 下閉伊郡山田町長崎四丁目１４番常　勤:    2 移動 現存
     ６号 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57030,3045,0 前原歯科クリニック 〒028-8407 0194-33-2011前原　京二 前原　京二 平23.10. 1歯   診療所
     下歯45 下閉伊郡田野畑村字和野１５番地常　勤:    1 移動 現存
     ２９ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57130,3046,8 留理歯科医院 〒028-1302 0193-86-3718田村　潔 田村　潔 平24.10. 1歯   歯外 診療所
     下歯46 下閉伊郡山田町豊間根第２地割１常　勤:    1 移動 現存
     ０５番１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57230,3047,6 大川歯科クリニック 〒027-0501 0194-22-3636大川　義人 大川　義人 平30. 4. 1歯   診療所
     下歯47 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家９番地常　勤:    2 交代 現存
     ７ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57331,3017,7 洋野町国民健康保険大〒028-8802 0194-77-3834洋野町長　水上　信宏川村　貴史 昭60. 7. 1歯   診療所
     九歯17 野歯科診療所 九戸郡洋野町大野第８地割８３番常　勤:    1 移動 現存
     地４ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57431,3020,1 青木歯科医院 〒028-7914 0194-65-5353青木　一 青木　一 平 3. 6.26歯   診療所
     九歯20 九戸郡洋野町種市第２３地割２９常　勤:    2 新規 現存
     番地９ (歯       2) 平30. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57531,3021,9 中野歯科 〒028-7901 0194-67-5030田口　淳 田口　淳 平 6. 9. 6歯   診療所
     九歯21 九戸郡洋野町中野第１２地割１９常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平24. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57631,3022,7 村田歯科医院 〒028-8201 0194-78-3220村田　昌明 村田　昌明 平 8. 9.12歯   矯歯 小歯診療所
     九歯22 九戸郡野田村大字野田２８地割５常　勤:    1 交代 現存
     １番地２ (歯       1) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57731,3023,5 ムカイダ歯科クリニッ〒028-6302 0195-46-4636向井田　崇史 向井田　崇史 平10.11.11歯   診療所
     九歯23 ク 九戸郡軽米町大字軽米第８地割字常　勤:    1 新規 現存
     大軽米３番地１ (歯       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57831,3024,3 伊保内歯科医院 〒028-6502 0195-42-2105伊保内　利一 伊保内　利一 平16. 1. 1歯   診療所
     九歯24 九戸郡九戸村伊保内第１２地割１常　勤:    1 交代 現存
     ８番地 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57931,3025,0 梨木歯科医院 〒028-7914 0194-65-6480梨木　和徳 梨木　和徳 平16. 4. 5歯   小歯 診療所
     九歯25 九戸郡洋野町種市第２３地割６０常　勤:    1 新規 現存
     番２ (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58031,3026,8 せきね歯科医院 〒028-7914 0194-65-4181関根　元 関根　元 平19. 2.14歯   矯歯 小歯診療所
     九歯26 九戸郡洋野町種市２３地割９４番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     地１６ (歯       1) 平25. 2.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58131,3027,6 宮沢歯科医院 〒028-6302 0195-46-2953宮澤　裕一郎 宮澤　裕一郎 平20. 6.17歯   歯外 診療所
     九歯27 九戸郡軽米町大字軽米第８地割１常　勤:    2 交代 現存
     ０５番地 (歯       2) 平26. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58231,3028,4 堀米歯科医院 〒028-6302 0195-46-2927遠藤　美保子 遠藤　美保子 平29. 7.20歯   診療所
     九歯28 九戸郡軽米町軽米第７地割３４番常　勤:    1 交代 現存
     地２ (歯       1) 平29. 7.20
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  58332,3013,4 小野寺歯科医院 〒028-5311 0195-33-3050小野寺　満 小野寺　満 昭61.11.17歯   歯外 矯歯診療所
     二戸歯13 二戸郡一戸町高善寺字野田５６番常　勤:    1 新規 小歯 現存
     地１３ (歯       1) 平28.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58432,3016,7 岩渕歯科医院 〒028-5312 0195-32-2238岩渕　壯之助 岩渕　壯之助 平 5. 4. 6歯   診療所
     二戸歯16 二戸郡一戸町一戸字向町５８番地常　勤:    2 新規 現存
     ４ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58532,3022,5 ぽっぽ歯科クリニック〒028-5312 0195-31-1182東山　敬貴 東山　敬貴 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     二戸歯22 二戸郡一戸町一戸字砂森１２３番常　勤:    1 移動 現存
     地１ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58632,3023,3 こしみず歯科クリニッ〒028-5312 0195-33-4618越水　正樹 越水　正樹 平17.12.20歯   小歯 診療所
     二戸歯23 ク 二戸郡一戸町一戸字蒔前５２番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58732,3028,2 奥中山高原歯科クリニ〒028-5134 0195-35-2951城　茂治 城　茂治 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     二戸歯28 ック 二戸郡一戸町奥中山西田子１３１常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     １ (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


