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    10230177  日野歯科医院 〒986-0877 0225-22-4230日野　次男 日野　次男 昭55. 1. 1歯   診療所
     石巻市錦町　４ー２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20230201  山本歯科医院 〒986-0822 0225-96-0118山本　壽一 山本　壽一 昭54. 7. 2歯   小歯 診療所
     石巻市中央　１ー６ー１７ 常　勤:    2 移転 休止
     (歯       2) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30230250  遠谷歯科医院 〒986-0814 0225-96-6648遠谷　良雄 遠谷　良雄 昭56.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石巻市南中里　３ー６ー１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40230292  大街道鈴木歯科医院 〒986-0856 0225-96-4636鈴木　肇 鈴木　肇 昭51. 8. 1歯   診療所
     石巻市大街道南５－１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50230334  駅前スズキ歯科 〒986-0826 0225-95-9333鈴木　盈予 鈴木　盈予 昭53. 7. 1歯   診療所
     石巻市鋳銭場　６ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60230342  及川歯科クリニック 〒986-0822 0225-95-1243及川　芳明 及川　芳明 昭54. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石巻市中央　１ー１２ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70230359  第一歯科クリニック 〒986-0872 0225-93-6334三浦　克之 三浦　克之 昭54.12. 1歯   矯歯 診療所
     石巻市田道町　１ー６ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80230375  高砂本家歯科医院 〒986-2111 0225-24-2311高砂　知章 高砂　知章 昭55. 6. 1歯   矯歯 診療所
     石巻市三和町　７ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90230383  志摩歯科クリニック 〒986-0815 0225-96-8595志摩　修一 志摩　修一 平 3. 4. 1歯   診療所
     石巻市中里　２ー１０ー７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100230409  鈴木歯科クリニック 〒986-0854 0225-93-4182鈴木　徹 鈴木　徹 平24. 4. 6歯   小歯 歯外診療所
     石巻市大街道北３丁目３－４５ 常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 6
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   110230417  千葉歯科クリニック 〒986-0861 0225-94-1771千葉　明宏 千葉　明宏 昭61. 4. 1歯   診療所
     石巻市蛇田字新埣寺　２０６ー１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120230458  泉谷歯科医院 〒986-0814 0225-95-7715泉谷　信博 泉谷　信博 昭57. 4. 1歯   診療所
     石巻市南中里　２ー５ー３３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130230508  青葉歯科医院 〒986-0853 0225-96-6602鈴木　裕 鈴木　裕 昭58.10. 1歯   診療所
     石巻市門脇字青葉西　３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140230524  沼倉歯科医院 〒986-0826 0225-93-8622沼倉　勝美 沼倉　勝美 平 8. 6. 1歯   診療所
     石巻市鋳銭場　２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150230540  小野歯科医院 〒986-0826 0225-94-2897小野　伸彦 小野　伸彦 昭60. 5. 1歯   診療所
     石巻市鋳銭場　１ー４小野ビル１常　勤:    1 新規 休止
     Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160230599  塚本歯科医院 〒986-2121 0225-97-3338塚本　満志 塚本　満志 平22. 9.21歯   診療所
     石巻市渡波町一丁目７番２５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170230607  木村歯科医院 〒986-0822 0225-95-8000木村　祐二 木村　祐二 昭62.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     石巻市中央　２ー１０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180230649  石巻歯科医師会休日歯〒986-0815 0225-94-8223社団法人石巻歯科医師佐藤　隆保 平 3. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科診療所、障がい児・石巻市中里　３ー１０ー１２石巻常　勤:    2会　会長　佐藤　隆保 新規 歯外 現存
     者歯科診療所 口腔健康センター内 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190230664  植木歯科クリニック 〒986-0815 0225-22-0066植木　裕行 植木　裕行 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石巻市中里　６ー１０ー２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200230672  本郷歯科医院 〒986-0861 0225-22-0775本郷　聡一郎 本郷　聡一郎 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     石巻市蛇田字新丸井戸　２８－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210230680  よしだファミリー歯科〒986-2135 0225-24-1185吉田　守克 吉田　守克 平 5.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     石巻市渡波字栄田　２２ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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   220230698  門脇歯科クリニック 〒986-0871 0225-22-6480古藤野　寿広 古藤野　寿広 平23. 7. 1歯   診療所
     石巻市清水町１丁目１０－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230230706  佐々木小児歯科医院 〒986-0861 0225-94-0110医療法人社団佐々木小佐々木　仁弘 平19. 2. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     石巻市蛇田字新西境谷地９９－７常　勤:    1児歯科医院　理事長　 移転 現存
     (歯       1)佐々木仁弘 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240230722  かとうデンタルクリニ〒986-0863 0225-23-8077加藤　正次 加藤　正次 平 8. 4. 1歯   歯外 診療所
     ック 石巻市向陽町　４－５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250230730  デンタルクリニック齋〒986-0825 0225-23-5566齋藤　嘉宏 齋藤　嘉宏 平 8. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     藤 石巻市穀町　５－２１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260230748  桑島歯科クリニツク 〒986-0863 0225-23-2688医療法人社団桑島歯科桑島　修悦 平 9. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石巻市向陽町　２ー３ー３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)桑島修悦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270230755  さくらんぼ歯科クリニ〒986-0861 0225-93-9339木村　文洋 木村　文洋 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 石巻市蛇田字新西前沼　１４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280230771  かいほく歯科クリニッ〒986-0806 0225-21-6487鈴木　章則 鈴木　章則 平10. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 石巻市開北　１ー２ー４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290230813  阿部歯科医院 〒986-0875 0225-96-6546阿部　清一郎 阿部　清一郎 平11.12. 1歯   診療所
     石巻市末広町　２ー４８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300230839  小林歯科クリニック 〒986-0861 0225-92-9889小林　俊一郎 小林　俊一郎 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     石巻市蛇田字北経塚　７２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310230847  横山歯科医院 〒986-0838 0225-21-1711横山　大助 横山　大助 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     石巻市大手町　８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
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   320230854  きらら歯科クリニック〒986-0861 0225-92-9300吉田　雅行 吉田　雅行 平13. 5. 1歯   診療所
     石巻市蛇田埣寺１ー３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330230862  デンタルクリニックこ〒986-0806 0225-21-8270古藤野　亨 古藤野　亨 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     とうの 石巻市開北　２－１６－１７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340230870  かづま歯科クリニック〒986-0042 0225-93-6480医療法人社団かづま内川口　威史 平23.11. 7歯   診療所
     石巻市鹿妻南１丁目１３－１６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移転 現存
     (歯       1)　江波戸　郁子 平29.11. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350230888  いちご歯科クリニック〒986-0805 0225-92-8215廣田　和好 廣田　和好 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     石巻市大橋　３－２－４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360230896  佐藤歯科医院 〒986-0812 0225-96-8778医療法人社団佐藤歯科佐藤　隆保 平16. 7. 1歯   診療所
     石巻市東中里　２－３－３ 常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 組織変更 現存
     (歯       1)隆保 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370230920  こんの歯科クリニック〒986-0101 0225-62-3010今野　正道 今野　正道 平13. 8. 1歯   歯外 診療所
     石巻市相野谷旧屋敷　１６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380230946  岩渕歯科医院 〒986-1111 0225-75-2136岩渕　淳二 岩渕　淳二 昭58. 1. 1歯   診療所
     石巻市鹿又字新田町浦　５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390230953  中野歯科医院 〒987-1222 0225-73-4118中野　善彦 中野　善彦 昭59. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     石巻市広渕字町　１５５ー１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400230961  前谷地歯科医院 〒987-1101 0225-72-3985浅野　一郎 浅野　一郎 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     石巻市前谷地字黒沢前　９４ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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   410230979  桃生歯科医院 〒986-0313 0225-76-1815佐藤　喜美男 佐藤　喜美男 昭62. 5. 1歯   診療所
     石巻市桃生町中津山字四軒前　１常　勤:    1 新規 現存
     ８ー１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420230987  桃豊インター歯科 〒986-0312 0225-76-3337西村　秀一 西村　秀一 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石巻市桃生町城内字東嶺２０６－常　勤:    2 移転 歯外 現存
     １ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430230995  北上歯科診療所 〒986-0202 0225-67-2560力丸　靖 力丸　靖 平13. 4. 1歯   診療所
     石巻市北上町橋浦字大須　２１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440231001  医療法人陽気会網小歯〒986-2525 0225-49-2450医療法人　陽気会　理近藤　良子 平13. 8. 1歯   診療所
     科診療所 石巻市長渡浜杉　１３－８２ 常　勤:    1事長　近藤　良子 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:   18
     (歯      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   450231043  お歯科 〒986-2103 0225-24-3591医療法人光萩会大内歯藤田　耕平 平17. 8. 1歯   診療所
     石巻市流留字七勺１－１ 常　勤:    5科診療所　理事長　大 新規 現存
     (歯       5)内光太郎 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460231068  駅前もりたデンタルク〒986-0825 0225-96-6755盛田　公明 盛田　公明 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 石巻市穀町１２－１８石巻駅前ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470231076  おき歯科クリニック 〒986-0121 0225-62-4045佐藤　孝弘 佐藤　孝弘 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     石巻市大森字的場４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480231084  二宮歯科医院 〒986-0856 0225-22-5623医療法人社団　清明会二宮　秀一 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     石巻市大街道南１－４－１ 常　勤:    1　理事長　二宮　秀一 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   490231092  医療法人社団ササキ歯〒986-0854 0225-92-1182医療法人社団ササキ歯佐々木　一久 平19. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     科クリニック 石巻市大街道北４－６－１８ 常　勤:    3科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       3)　佐々木　一久 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500231100  ちゃっと歯科クリニッ〒986-0866 医療法人　コスモス会赤石　真哉 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 石巻市茜平４－１０４ 常　勤:    3　理事長　石田政人 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510231126  坂井おとなこども歯科〒986-0815 0225-22-4618医療法人Ｔ＆Ｋ　理事坂井　清隆 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     石巻市中里三丁目１番１１号 常　勤:    2長　坂井　武昭 新規 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   520231134  松尾歯科医院 〒986-0871 0225-25-4830松尾　昌一 松尾　昌一 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     石巻市清水町２丁目１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   530231142  髙城歯科医院 〒986-0868 0225-96-7788髙城　靖尚 髙城　靖尚 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     石巻市恵み野６－５－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540231175  石巻デンタルクリニッ〒986-0868 0225-25-5088医療法人徳清会利府デ三浦　匠 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 石巻市恵み野５－１－５ 常　勤:    4ンタルクリニック　理 新規 矯歯 現存
     (歯       4)事長　鈴木　庸介 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   550231183  藤江歯科医院 〒986-0814 0225-95-2313藤江　整子 藤江　整子 平25. 5. 1歯   診療所
     石巻市南中里１－４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   560231191  鈴木歯科 〒986-0813 0225-93-7202鈴木　稔 鈴木　稔 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     石巻市駅前北通り１－１４－２９常　勤:    1 新規 現存
     ダルセーニョ壱番館２Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570231217  内海歯科 〒986-0801 0225-93-3156内海　伸宏 内海　伸宏 平25.12. 1歯   診療所
     石巻市水明北１－１－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
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   580231225  医療法人宏生会　三宅〒986-0827 0225-22-1448医療法人宏生会　理事三宅　宏之 平26. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 石巻市千石町４－３９ 常　勤:    2長　三宅　宏之 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590231233  河北歯科診療所 〒986-0101 0225-62-3208及川　充 及川　充 平26. 4. 1歯   診療所
     石巻市相野谷字旧会所前１０ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600231241  ことぶき歯科 〒986-0867 0225-98-7750山本　寿則 山本　寿則 平26. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     石巻市わかば３－１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610231258  たかはし矯正歯科 〒986-0861 0225-22-1355高橋　長洋 高橋　長洋 平28.10. 1矯歯 診療所
     石巻市蛇田字閘門１６－４　たま常　勤:    1 新規 現存
     ほてる１Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620231266  石巻市雄勝歯科診療所〒986-1332 0225-58-3811石巻市長　亀山　紘 河瀬　聡一朗 平29. 1.16歯   診療所
     石巻市雄勝町小島字和田１２３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630231274  沼崎歯科医院 〒986-0821 0225-85-0808佐藤　定市 佐藤　定市 平29. 6. 1歯   診療所
     石巻市住吉町１丁目１－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   640231282  たんの歯科クリニック〒986-0858 0225-96-6480丹野　真奈美 丹野　真奈美 平29.10. 1歯   診療所
     石巻市三ツ股２－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650231290  いしのまきグリーン歯〒986-0814 0225-23-2266遠藤　勇 遠藤　勇 平29.11. 1歯   診療所
     科 石巻市南中里３丁目１６－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660330118  郷家第三歯科医院 〒985-0053 022-362-4571郷家　照夫 郷家　照夫 昭52. 8.20歯   診療所
     塩竈市南町　５－１０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   670330225  大平デンタルクリニッ〒985-0051 022-366-7425大平　眞悦 大平　眞悦 昭54.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 塩竈市宮町　３ー１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   680330274  渋井歯科医院 〒985-0051 022-362-0637渋井　発 渋井　発 昭61. 1. 1歯   診療所
     塩竈市宮町　４ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690330282  泉沢歯科医院 〒985-0062 022-363-2306鎌田　直司 鎌田　直司 平元.12. 1歯   診療所
     塩竈市泉沢町　１７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   700330316  杉の入歯科医院 〒985-0005 022-362-0182佐々木　芳昭 佐々木　芳昭 平 4. 4. 1歯   診療所
     塩竈市杉の入　３ー２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710330332  あおうだ矯正歯科クリ〒985-0052 022-367-9501粟生田　俊彦 粟生田　俊彦 平 6. 6. 1矯歯 歯   診療所
     ニック 塩竈市本町　２ー９ＤＯ　ＰＬＡ常　勤:    2 新規 現存
     ＺＡＣＯＭビル２Ｆ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720330357  はるみ歯科 〒985-0023 022-362-5537医療法人社団　愛優会跡部　春美 昭38. 8. 5歯   矯歯 診療所
     塩竈市花立町　１３ー１２ 常　勤:    1　理事長　跡部　春美 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   730330373  医療法人慈啓会千葉歯〒985-0036 022-362-5253医療法人慈啓会千葉歯千葉　純 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 塩竈市東玉川町　２－３１ 常　勤:    1科医院　理事長　千葉 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)純 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   740330399  みや歯科クリニック 〒985-0002 022-361-5810宮　豊 宮　豊 平11. 2. 1歯   診療所
     塩竈市海岸通　１０－１三晴ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750330407  熊谷歯科口腔外科クリ〒985-0025 022-366-4712熊谷　茂宏 熊谷　茂宏 平11. 4. 1歯   歯外 診療所
     ニック 塩竈市佐浦町　１３－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760330423  永沼歯科クリニック 〒985-0077 022-361-1251末瀬　裕子 末瀬　裕子 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     塩竈市梅の宮　１４－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770330431  引地歯科医院 〒985-0004 022-367-1774医療法人社団　引地歯引地　京子 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     塩竈市藤倉　２ー３ー１１ 常　勤:    2科医院　理事長　引地 組織変更 現存
     (歯       2)　京子 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   780330449  皆川歯科医院 〒985-0052 022-366-2385皆川　亨 皆川　亨 平14. 8. 1歯   診療所
     塩竈市本町　８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   790330464  医療法人いつきの会　〒985-0024 022-365-7721医療法人　いつきの会佐々木　元樹 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ササキ歯科クリニック塩竈市錦町７－６ 常　勤:    1　ササキ歯科クリニッ 組織変更 現存
     (歯       1)ク　理事長佐々木　元 平25. 1. 1
     樹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800330480  郷家歯科医院 〒985-0052 022-362-2238郷家　博 郷家　博 平19.12.15歯   診療所
     塩竈市本町１０－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810330498  こぐえ歯科クリニック〒985-0026 022-365-3728小久江　知洋 小久江　知洋 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     塩竈市旭町１８－１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   820330506  大宮歯科クリニック 〒985-0021 022-361-7727医療法人雅仁会　理事髙砂　吉祐 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     塩竈市尾島町６番８号 常　勤:    2長　大宮　えり子 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830330514  きくちデンタルクリニ〒985-0085 022-361-3368医療法人如水会　理事菊地　伸行 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 塩竈市庚塚３０番地８２ 常　勤:    1長　菊地　伸行 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840330522  川村歯科医院 〒985-0016 022-362-1516川村　裕香 川村　裕香 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     塩釜市港町２丁目５－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850330530  目黒歯科医院 〒985-0051 022-362-0633目黒　浩幸 目黒　浩幸 平25. 3.22歯   矯歯 小歯診療所
     塩竈市宮町１－９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860330555  玉川歯科医院 〒985-0042 022-366-5155宮井　靖 宮井　靖 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     塩竈市玉川２－６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870530113  熊谷歯科医院 〒988-0084 0226-23-2211熊谷　利勝 熊谷　利勝 昭56.12. 1歯   診療所
     気仙沼市八日町　２ー３ー１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   880530154  猪苗代歯科医院 〒988-0853 0226-22-7184猪苗代　盛昭 猪苗代　盛昭 平26. 3. 5歯   歯外 小歯診療所
     気仙沼市松川前２３－１－Ａ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890530170  小松歯科医院 〒988-0811 0226-23-5571小松　秀男 小松　秀男 昭54. 7. 1歯   診療所
     気仙沼市東八幡前　１１２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900530188  条南歯科医院 〒988-0053 0226-23-5570葛　正博 葛　正博 昭54.10. 1歯   診療所
     気仙沼市田中前　１ー４ー１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910530212  金澤歯科医院 〒988-0071 0226-24-1155金澤　洋 金澤　洋 昭57. 8. 1歯   小歯 診療所
     気仙沼市新町　４ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920530238  みうら歯科クリニック〒988-0222 0226-27-4145三浦　克麿 三浦　克麿 昭59. 1. 1歯   診療所
     気仙沼市長磯船原　１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930530246  ファミリー歯科医院 〒988-0053 0226-24-2822小松　玲子 小松　玲子 昭59. 3. 1歯   診療所
     気仙沼市田中前　２－６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940530279  菅原歯科医院 〒988-0043 0226-24-1818菅原　初夫 菅原　初夫 昭63. 7. 1歯   診療所
     気仙沼市南郷　５ー３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950530295  皆川歯科医院 〒988-0104 0226-22-9611皆川　一郎 皆川　一郎 平元. 6. 1歯   診療所
     気仙沼市赤岩五駄鱈　３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960530329  米倉歯科クリニック 〒988-0043 0226-22-9955医療法人社団康仁会　米倉　康城 平 7. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     気仙沼市南郷　１－３ 常　勤:    1理事長　米倉康城 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970530337  田中前　加藤歯科医院〒988-0053 0226-22-1167加藤　誠 加藤　誠 平10. 5. 1歯   診療所
     気仙沼市田中前　１ー４ー７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   980530352  千葉歯科医院 〒988-0066 0226-22-1360千葉　信一 千葉　信一 平23.12.12歯   診療所
     気仙沼市東新城３丁目１０－２０常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990530386  気仙沼矯正歯科医院 〒988-0042 0226-24-8699医療法人優心会　理事千葉　充 平11. 4. 1矯歯 診療所
     気仙沼市本郷　９－７ 常　勤:    1長　千葉充 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1000530402  さいとう矯正歯科クリ〒988-0053 0226-25-4187齊藤　修司 齊藤　修司 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 気仙沼市田中前　３ー１ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010530428  大島歯科クリニック 〒988-0604 0226-28-3434和賀井　亮樹 和賀井　亮樹 平18. 3.31歯   診療所
     気仙沼市廻舘１０９－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020530444  佐藤歯科医院 〒988-0535 0226-32-2309佐藤　和則 佐藤　晶 昭63.11. 1歯   診療所
     気仙沼市唐桑町馬場　２０９ー１常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030530477  医療法人社団万仁堂　〒988-0382 0226-42-2418医療法人社団万仁堂　三浦　満利子 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三浦齒科醫院 気仙沼市本吉町津谷明戸２４－２常　勤:    2理事長　三浦允裕 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040530501  医療法人憲仁会　山谷〒988-0381 0226-42-3577医療法人憲仁会　理事山谷　立憲 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 気仙沼市本吉町津谷新明戸２１０常　勤:    1長　山谷　立憲 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1050530527  鈴木歯科医院 〒988-0104 0226-22-0827鈴木　一雄 鈴木　一雄 平28. 8. 1歯   診療所
     気仙沼市赤岩五駄鱈８０－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1060530535  菅野歯科医院 〒988-0181 0226-22-2235医療法人社団ことじ会菅野　健 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     気仙沼市赤岩杉ノ沢４７番３７ 常　勤:    2　理事長　菅野　健 移転 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1070530550  大谷歯科診療所 〒988-0273 0226-44-3131芳沢　隆 芳沢　隆 平30. 4. 1歯   診療所
     気仙沼市本吉町三島２３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1080630061  高橋歯科医院 〒989-0242 0224-26-3543高橋　卓一 高橋　卓一 昭43. 5. 1矯歯 歯   診療所
     白石市柳町　４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090630129  富岡歯科医院 〒989-0275 0224-24-4362富岡　和弘 富岡　和弘 昭55. 7. 1歯   診療所
     白石市本町　７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100630145  谷津歯科医院 〒989-0267 0224-26-3254谷津　善昭 谷津　善昭 昭62. 3. 1歯   診療所
     白石市延命寺北　１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1110630152  小野歯科医院 〒989-0225 0224-25-8007小野　貴志夫 小野　貴志夫 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     白石市東町　１ー１ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120630160  亘理歯科医院 〒989-0257 0224-26-2563亘理　滋 亘理　滋 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     白石市字亘理町４５ 常　勤:    4 交代 現存
     (歯       4) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130630210  吉村歯科医院 〒989-0247 0224-26-2118吉村　昌樹 吉村　昌樹 平13.11. 1歯   診療所
     白石市八幡町１２－２１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140630228  ごとう歯科医院 〒989-0207 0224-24-2020後藤　正敏 後藤　正敏 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     白石市堂場前　１２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1150630236  広瀬歯科医院 〒989-0252 0224-26-1871広瀬　清憲 広瀬　清憲 平 5.11. 1歯   診療所
     白石市西益岡町　１０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1160630244  千木良デンタルクリニ〒989-0277 0224-26-1131千木良　尚志 千木良　尚志 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 白石市沢端町　１－２８ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170630251  清原歯科医院 〒989-0229 0224-25-1030清原　敏明 清原　敏明 平 8. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     白石市銚子ケ森　１０－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  1180630269  かおる歯科医院 〒989-0218 0224-24-3777亘理　薫 亘理　薫 平11. 4. 1歯   診療所
     白石市鷹巣東１－５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190630277  けんじ歯科クリニック〒989-0252 0224-25-9933清原　憲治 清原　憲治 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     白石市西益岡町１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200630285  白石市歯科休日診療所〒989-0292 0224-25-4744白石市長　風間　康静小野　貴志夫 平14. 3.31歯   診療所
     白石市大手町　１－１白石市健康常　勤:    1 新規 現存
     センター内２階 (歯       1) 平26. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1210630293  ひかり歯科医院 〒989-0205 0224-22-2112後藤　拡樹 後藤　拡樹 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     白石市東大畑１３４－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1220730101  星歯科医院 〒981-1235 022-384-7008星　広 星　広 昭55. 7. 1歯   診療所
     名取市名取が丘　３－５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230730119  清水歯科医院 〒981-1224 022-384-6338清水　宣彦 清水　宣彦 昭56. 9. 1歯   診療所
     名取市増田　２ー６ー２４ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240730168  鈴木歯科医院 〒981-1224 022-383-5711鈴木　祐平 鈴木　祐平 昭61.10. 1歯   小歯 診療所
     名取市増田　３－１０－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250730176  たかとく歯科医院 〒981-1232 022-384-8841高橋　仁志 高橋　仁志 昭63. 8. 1歯   小歯 診療所
     名取市大手町　５ー１７ー１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1260730184  島田歯科医院 〒981-1226 022-383-0763島田　実 島田　実 平 2. 9. 1歯   診療所
     名取市植松　４－１８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1270730192  ライフタウン歯科クリ〒981-1246 022-386-1825熊谷　俊也 熊谷　俊也 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     ニック 名取市相互台　１ー１１ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1280730200  福澤歯科医院 〒981-1245 022-386-3611福澤　諭 福澤　諭 平 5. 4. 1歯   診療所
     名取市ゆりが丘　２－１１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290730218  那智が丘歯科医院 〒981-1244 022-386-5989折居　宏 折居　宏 平 7. 3. 1歯   小歯 診療所
     名取市那智が丘　４ー１９ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300730234  ささき歯科 〒981-1235 022-383-8849佐々木　隆二 佐々木　隆二 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     名取市名取が丘　２ー３ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310730242  黒田歯科クリニック 〒981-1231 022-383-3888黒田　洋史 黒田　洋史 平 9.12. 1歯   小歯 診療所
     名取市手倉田字八幡　５３２ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320730259  荘司歯科医院 〒981-1232 022-384-0101医療法人社団荘司歯科荘司　隆之 平10. 1. 1歯   診療所
     名取市大手町　２ー７ー１０ 常　勤:    1医院　理事長　荘司隆 組織変更 現存
     (歯       1)之 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1330730267  歯科クリニック守 〒981-1224 022-382-8677守　篤彦 守　篤彦 平11.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     名取市増田　３ー８ー６７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1340730275  いちろう歯科クリニッ〒981-1225 022-382-8601仲島　一郎 仲島　一郎 平13.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 名取市飯野坂７－３－９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1350730291  医療法人徳真会名取デ〒981-1221 022-381-0921医療法人徳真会　理事水野　二寿 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ンタルクリニック 名取市田高字神明２７３ 常　勤:    4長　畠山修一 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平30. 5. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360730309  なとり駅前歯科クリニ〒981-1224 022-382-3343安齋　正男 安齋　正男 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 名取市増田２－３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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  1370730333  いけだ歯科クリニック〒981-1227 022-383-6480池田　輝樹 池田　輝樹 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     名取市杜せきのした１丁目２番地常　勤:    1 新規 現存
     の２２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1380730341  美田園歯科 〒981-1217 022-343-8721松永　圭 松永　圭 平20. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     名取市美田園８－１８－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1390730358  めでしま歯科医院 〒981-1230 022-384-1840伊藤　雅之 伊藤　雅之 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     名取市愛の杜１－３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1400730374  フォレスト歯科 〒981-1217 022-797-8594医療法人欅会　理事長川田　真純 平25. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     名取市美田園２丁目１番地の５ 常　勤:    4　川田　哲男 移転 現存
     (歯       4) 平25. 3. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1410730382  櫻場デンタルクリニッ〒981-1231 022-383-8816櫻場　一郎 櫻場　一郎 平22. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 名取市手倉田字八幡６０８番地プ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     レミスト名取駅前１０１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1420730408  おおぬき歯科 〒981-1224 022-383-9310大貫　英次 大貫　英次 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     名取市増田７－１４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1430730432  おおみや歯科 〒981-1232 022-382-2537大宮　雅人 大宮　雅人 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     名取市大手町３丁目５７５－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1440730457  齋藤歯科医院 〒981-1217 022-383-3068齋藤　恭夫 齋藤　恭夫 平24. 6. 1歯   診療所
     名取市美田園五丁目１７－５ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1450730465  たけのこ歯科クリニッ〒981-1222 022-784-4182久保田　光 久保田　光 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 名取市上余田字千刈田２８５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1460730499  おぎはら歯科医院 〒989-2412 0223-22-0712荻原　裕志 荻原　裕志 平25. 5. 1歯   診療所
     名取市堀内字南１７８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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  1470730507  あいおい歯科　イオン〒981-1294 022-797-9119医療法人社団相生会　狩野　隆広 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     モール名取医院 名取市杜せきのした５－３－１イ常　勤:    2理事長　浜島　均 組織変更 歯外 現存
     オンモール名取１Ｆ (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1480730515  たきた歯科 〒981-1227 022-383-8239医療法人社団たきた歯瀧田　房敏 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     名取市杜せきのした５－４－１ 常　勤:    1科　理事長　瀧田　房 組織変更 現存
     (歯       1)敏 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1490730523  みどり台ファミリー歯〒981-1247 022-399-8148村山　聡 村山　聡 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 名取市みどり台２－３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1500730531  みちのく政宗デンタル〒981-1225 022-397-7185医療法人鳳珠会　理事設樂　奈月 平29. 4. 3歯   小歯 歯外診療所
     クリニック名取診療所名取市飯野坂３－５－１０　イオ常　勤:    1長　正井　佑典 新規 矯歯 現存
     ンタウン名取２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 3
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1510730549  優歯科医院 〒981-1224 022-383-7377泉　哲 金　鉉哲（泉哲） 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     名取市増田２－３－３９アンソレ常　勤:    1 組織変更 矯歯 現存
     イユ名取　１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1520730556  Ｄデンタルクリニック〒981-1224 022-383-4182石田　大知 石田　大知 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     名取市増田６丁目２－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1530830026  吉田歯科医院 〒981-1505 0224-62-2130吉田　忠 吉田　忠 昭53. 9. 1歯   診療所
     角田市角田字町　２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1540830067  黒須歯科医院 〒981-1505 0224-63-1163黒須　睦郎 黒須　睦郎 昭51. 9. 1歯   診療所
     角田市角田字田町　１３７ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1550830125  みかみ歯科医院 〒981-1505 0224-63-3531三上　雅宏 三上　雅宏 昭60. 4. 1歯   診療所
     角田市角田字大町　１ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  1560830133  氏家歯科医院 〒981-1505 0224-65-3525氏家　和子 氏家　和子 昭62. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     角田市角田字南　１１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1570830141  竹内歯科医院 〒981-1505 0224-62-0880竹内　信治 竹内　信治 平14. 4. 1歯   診療所
     角田市角田字田町　７３－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1580830158  大久保歯科医院 〒981-1505 0224-62-4084大久保　禎宏 大久保　禎宏 平 2. 5. 1歯   診療所
     角田市角田字南　７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1590830174  伊藤歯科クリニック 〒981-1512 0224-63-2497伊藤　良彦 伊藤　良彦 平 2. 6. 1歯   診療所
     角田市横倉字今谷　２９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1600830182  宍戸歯科医院 〒981-1523 0224-63-1670宍戸　良一 宍戸　良一 平 4.11. 1歯   診療所
     角田市梶賀字西　３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1610830208  かまた歯科医院 〒981-1505 0224-63-4181鎌田　満 鎌田　満 平 5. 7. 1歯   診療所
     角田市角田字幸町　７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1620830216  仙南歯科医院 〒981-1505 0224-62-2563濱上　辰夫 濱上　辰夫 平 6. 7. 1歯   診療所
     角田市角田字町　２１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1630830224  さいとう歯科医院 〒981-1505 0224-62-0112斎藤　哲夫 斎藤　哲夫 平 8. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     角田市角田字中島下　４１９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1640830240  太田歯科医院 〒981-1523 0224-62-2453菅野　真人 菅野　真人 平23. 1. 1歯   診療所
     角田市梶賀字西１２８－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1650930115  岩井歯科医院 〒985-0863 022-368-5904岩井　寛二 岩井　寛二 昭54. 8. 1歯   診療所
     多賀城市東田中　２ー３０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1660930123  鈴木歯科クリニック 〒985-0835 022-366-7415鈴木　健一 鈴木　健一 昭54.10. 1歯   矯歯 診療所
     多賀城市下馬　１ー５ー２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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  1670930156  藤原歯科 〒985-0872 022-366-4481藤原　勤 藤原　勤 昭57. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     多賀城市伝上山　２ー３１ー４５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1680930222  梅津歯科クリニック 〒985-0841 022-362-4344梅津　雅永 梅津　雅永 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     多賀城市鶴ケ谷　２ー２９ー１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1690930230  浮島歯科クリニック 〒985-0861 022-368-2201笠原　森 笠原　森 昭61. 7. 1歯   診療所
     多賀城市浮島　１－１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1700930248  多賀城中央歯科医院 〒985-0874 022-366-5503今野　福男 今野　福男 昭62. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     多賀城市八幡　３－６－１２都ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1710930313  サンフィッシュ・ミウ〒985-0835 022-366-6060三浦　誠 三浦　誠 平 4. 7. 1歯   診療所
     ラ歯科 多賀城市下馬　３－２１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1720930339  ホワイト歯科クリニッ〒985-0872 022-367-6151藤　秀敏 藤　秀敏 平 5.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 多賀城市伝上山　４ー８ー２０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1730930347  杉山歯科医院 〒985-0832 022-364-6478杉山　幸次 杉山　幸次 平 3. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     多賀城市大代　５ー２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1740930362  こう歯科クリニック 〒985-0835 022-362-5213高橋　功 高橋　功 平 7. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     多賀城市下馬　２－８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1750930370  じん歯科医院 〒985-0843 022-366-8461鈴木　仁 鈴木　仁 平 8. 4. 1歯   診療所
     多賀城市明月　１－４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1760930388  成沢歯科医院 〒985-0854 022-389-1015成沢　義勝 成澤　義勝 平 9. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     多賀城市新田字後　１２ー１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 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

［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    19 頁

  1770930396  せいの歯科医院 〒985-0863 022-365-0099清野　文雄 清野　文雄 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     多賀城市東田中　２－４０－３２常　勤:    1 移転 現存
     －１０２ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1780930404  萩原歯科医院 〒985-0845 022-366-6400萩原　浩 萩原　浩 平12. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     多賀城市町前　３ー１ー１７ 常　勤:    4 移転 現存
     (歯       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1790930412  ありま歯科医院 〒985-0853 022-389-1182有馬　吉伸 有馬　吉伸 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     多賀城市高橋　４－２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1800930420  歯科・アイザワデンタ〒985-0835 022-361-8180相澤　俊彦 相澤　俊彦 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     ル 多賀城市下馬５－５－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1810930438  誠寿歯科医院 〒985-0853 022-368-5588医療法人秀和会誠寿歯橋本　寿郎 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     多賀城市高橋　２－１９－２０ 常　勤:    2科医院　理事長　橋本 組織変更 現存
     (歯       2)　寿郎 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1820930453  城南歯科クリニック 〒985-0865 022-389-2008医療法人えがおの会　山崎　慎司 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     多賀城市城南１－１９－２２ 常　勤:    3理事長　山崎　慎司 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1830930461  森の風歯科クリニック〒985-0862 022-309-1855戸塚　宜子 戸塚　宜子 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     多賀城市高崎３－１１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1840930479  ささき歯科クリニック〒985-0873 022-389-1777佐々木　快輔 佐々木　快輔 平20. 5. 1歯   診療所
     多賀城市中央１－１６－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1850930487  なかよしデンタルクリ〒985-0874 022-366-8241中野渡　晴子 中野渡　晴子 平22. 8. 1歯   小歯 診療所
     ニック 多賀城市八幡１丁目２番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1860930495  はやしデンタルクリニ〒985-0862 022-794-7644林　栄成 林　栄成 平26.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 多賀城市高崎２－１５－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1870930503  多賀城駅北口歯科 〒985-0873 022-253-7468松本　重樹 松本　重樹 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     多賀城市中央２－８－１　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1880930511  おおのファミリー歯科〒985-0832 022-363-4182大野　宗賢 大野　宗賢 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     多賀城市大代１－１－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1890930529  ラニ　デンタルオフィ〒985-0873 022-369-3866鈴木　洋明 鈴木　洋明 平29. 2. 1歯   診療所
     ス 多賀城市中央２－１３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1900930537  多賀城ひまわり歯科医〒985-0871 022-355-8361杉山　順子 杉山　順子 平29. 9. 1歯   診療所
     院 多賀城市留ケ谷１丁目１８－３４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1911130046  木内歯科医院 〒989-2433 0223-22-2627木内　一彦 木内　一彦 昭51. 3. 2歯   診療所
     岩沼市桜　３ー６ー８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1921130087  清水歯科医院 〒989-2432 0223-22-2331清水　達朗 清水　達朗 昭56. 5. 1歯   小歯 診療所
     岩沼市中央　１－３－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1931130095  大友歯科医院 〒989-2432 0223-24-3151大友　廣雄 大友　廣雄 昭56.10. 1歯   診療所
     岩沼市中央　３ー５ー２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1941130103  南舘歯科医院 〒989-2445 0223-24-4880南舘　公雄 南舘　公雄 昭57. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩沼市桑原　１ー６ー８ 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1951130160  髙藤歯科医院 〒989-2432 0223-22-2666高藤　道夫 高藤　道夫 昭62. 4. 1歯   診療所
     岩沼市中央　２－４－１１ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1961130210  遠藤歯科医院 〒989-2448 0223-24-2598遠藤　裕三 遠藤　裕三 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     岩沼市二木　１－１４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1971130236  竹の里歯科・矯正科ク〒989-2458 0223-23-4120福地　英夫 福地　英夫 平 7. 4. 1歯   矯歯 診療所
     リニック 岩沼市竹の里　１ー１２ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1981130244  やのめ歯科医院 〒989-2421 0223-23-4048栗原　三枝子 栗原　三枝子 平 7. 5. 1歯   診療所
     岩沼市下野郷舘外　２ー１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1991130251  塚辺歯科医院 〒989-2434 0223-24-2211林　弘美 林　弘美 平 7.10. 1歯   診療所
     岩沼市藤浪　１－３－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001130277  大手町歯科クリニック〒989-2442 0223-23-4618斎藤　嘉彦 斎藤　嘉彦 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     岩沼市大手町　３ー１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2011130285  山田歯科医院 〒989-2441 0223-22-3229山田　寛 山田　寛 平 9. 5. 1歯   診療所
     岩沼市館下　３ー２ー２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2021130293  鳥羽歯科医院 〒989-2432 0223-23-5005鳥羽　透 鳥羽　透 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     岩沼市中央　４－８－７２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2031130301  あいタウン歯科クリニ〒989-2459 0223-23-6480野呂　三徳 野呂　三徳 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     ック 岩沼市たけくま２－３－６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2041130319  小島歯科医院 〒989-2423 0223-22-6480小島　一夫 小島　一夫 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     岩沼市押分字志引４１２－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  2051130327  心友歯科医院 〒989-2441 0223-25-6444大内　宏文 大内　宏文 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     岩沼市館下１－３－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2061130335  上中デンタルクリニッ〒989-2451 0223-35-7557上中　恒憲 上中　恒憲 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 岩沼市土ケ崎２丁目８－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2071130350  いわぬま駅前歯科医院〒989-2441 0223-36-8020磯田　惣三 磯田　惣三 平26.10. 1歯   診療所
     岩沼市館下１－５－２０　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2081130368  いわぬま矯正歯科クリ〒989-2459 0223-24-3211医療法人ＫＯＭ　理事小森　亮 平28. 7. 1矯歯 歯   診療所
     ニック 岩沼市たけくま１－１１－１ 常　勤:    1長　小森　亮 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2091130376  たまうらデンタルクリ〒989-2429 0223-29-4430東田　大輔 東田　大輔 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     ニック 岩沼市恵み野１－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101230002  布施歯科医院 〒987-0511 0220-22-2048布施　孝之 布施　孝之 平 2. 8. 1歯   診療所
     登米市迫町佐沼字西佐沼　２０２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2111230028  髙橋歯科クリニック 〒987-0511 0220-22-7411髙橋　俊治 髙橋　俊治 昭58.10. 1歯   診療所
     登米市迫町佐沼字中江　４－８－常　勤:    3 移転 現存
     ３ (歯       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2121230051  ごとう歯科医院 〒987-0511 0220-22-7111後藤　孝博 後藤　孝博 昭63. 3. 1歯   診療所
     登米市迫町佐沼字南佐沼　１ー６常　勤:    1 新規 現存
     ー７ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2131230085  フジ歯科クリニック 〒987-0511 0220-22-7751医療法人社団頌和会　千葉　大輔 平 2. 9. 1歯   診療所
     登米市迫町佐沼字光ケ丘　５３－常　勤:    1理事長　佐藤　尚 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2141230093  まつお歯科医院 〒989-4601 0220-28-2311松尾　雅敦 松尾　雅敦 平 4.12. 1歯   診療所
     登米市迫町新田字山田　１７－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
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  2151230101  安藤歯科医院 〒987-0511 0220-22-0811安藤　良彦 安藤　良彦 平 5. 1. 1歯   診療所
     登米市迫町佐沼字小金丁　２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2161230119  さくら歯科医院 〒987-0511 0220-22-2210芳賀　信彦 芳賀　信彦 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     登米市迫町佐沼字錦４３－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2171230135  菅原歯科医院 〒987-0511 0220-22-2236菅原　はる子 菅原　はる子 平 7. 9. 1歯   診療所
     登米市迫町佐沼小金丁　１１－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2181230143  中江歯科クリニック 〒987-0511 0220-22-7767医療法人　理仁会　理前川　理人 平14. 1. 1一般         3診療所
     登米市迫町佐沼字中江　４ー６ー常　勤:    2事長　前川　理人 組織変更 歯   小歯 歯外現存
     ２ (歯       2) 平26. 1. 1矯歯 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2191230168  高橋歯科医院 〒987-0702 0220-52-3210高橋　利光 高橋　利光 昭62. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     登米市登米町寺池目子待井　２５常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2201230176  登米中田佐藤歯科クリ〒987-0601 0220-34-4888佐藤　利朗 佐藤　利朗 昭61. 9. 1歯   診療所
     ニック 登米市中田町石森字新蓬田　１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2211230184  中田歯科診療所 〒987-0602 0220-34-4148江川　元徳 江川　元徳 平11. 4. 1歯   診療所
     登米市中田町上沼字新田　６４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2221230192  かがの歯科医院 〒987-0601 0220-35-2552佐藤　敬 佐藤　敬 平12.10. 1歯   診療所
     登米市中田町石森字加賀野　１－常　勤:    1 新規 現存
     ５－８ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2231230200  おおさか歯科医院 〒987-0621 0220-34-3154医療法人おおさか歯科大坂　博伸 平20. 3. 4歯   矯歯 小歯診療所
     登米市中田町宝江黒沼字浦７０－常　勤:    2医院　理事長　大坂　 移転 歯外 現存
     １ (歯       2)博伸 平26. 3. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2241230218  佐藤歯科医院 〒987-0361 0225-76-0220佐藤　志津彦 佐藤　志津彦 昭56.11. 1歯   診療所
     登米市豊里町新田町　１５８ー３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2251230259  なかつやま歯科医院 〒987-0331 0220-55-2755佐藤　昭博 佐藤　昭博 昭63. 9. 1歯   診療所
     登米市米山町中津山字筒場埣　３常　勤:    1 新規 現存
     ９５ー３ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2261230267  かさま第２歯科医院 〒989-4703 0228-34-3887笠間　八十公 笠間　八十公 平14. 6. 1歯   診療所
     登米市石越町南郷字矢作　１４１常　勤:    1 移転 現存
     －２ (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2271230275  王歯科医院 〒987-0401 0220-58-2722王　瑞銘 王　瑞銘 平 2. 1. 1歯   診療所
     登米市南方町山成前　８７２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2281230283  浅野歯科医院 〒987-0413 0220-29-6036浅野　正巳 浅野　正巳 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     登米市南方町中原　８３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2291230291  みなみかた歯科医院 〒987-0401 0220-29-7020太田　富之 太田　富之 平14.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     登米市南方町山成　２０７－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2301230309  津山歯科診療所 〒986-0401 0225-68-3244千葉　晃 千葉　晃 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     登米市津山町柳津字形沼１５０－常　勤:    1 新規 現存
     ５５ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2311230382  東和歯科医院 〒987-0903 0220-53-3811宮本　弘平 宮本　弘平 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     登米市東和町錦織字内ノ目　５７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2321230416  プレミア歯科 〒987-0404 0220-23-2038医療法人言志会　理事高村　徹 平22. 7. 1歯   診療所
     登米市南方町新島前４６番１イオ常　勤:    2長　高橋　重寿 組織変更 現存
     ンタウン佐沼ショッピングセンタ(歯       2) 平28. 7. 1
     ー内 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2331230424  登米歯科診療所 〒987-0702 0220-52-3420赤沼　整 赤沼　整 平23. 4. 1歯   診療所
     登米市登米町寺池桜小路１３２番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2341230432  水の里歯科 〒987-0902 0220-42-3715櫻田　素雪 櫻田　素雪 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     登米市東和町米谷字元町２００ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2351230440  はら歯科医院 〒987-0311 0220-55-3313原　敬 原　敬 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     登米市米山町桜岡大又３番地１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2361230457  グリーンヒルズ・デン〒987-0601 0220-44-4611佐藤　長幸 佐藤　長幸 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     タルクリニック 登米市中田町石森字加賀野２丁目常　勤:    1 移転 現存
     ２８－５ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2371230465  ちば歯科クリニック 〒987-0511 0220-22-6007医療法人明倫会　理事千葉　明宏 平26. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     登米市迫町佐沼字中江１－５－１常　勤:    1長　千葉　明宏 組織変更 小歯 現存
     １ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2381230473  さとう歯科医院 〒987-0511 0220-22-8133医療法人あおば会　理佐藤　敬喜 平27. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     登米市迫町佐沼字中江３－９－１常　勤:    2事長　佐藤　敬喜 組織変更 歯外 現存
     ０ (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2391230481  スマイル歯科 〒987-0432 0220-23-7756佐藤　孝史 佐藤　孝史 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     登米市南方町畑岡下６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401330000  宮野歯科医院 〒987-2203 0228-23-6958山田　良和 山田　良和 昭59. 8. 1歯   診療所
     栗原市築館下宮野町浦　１１１－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2411330018  あつみ歯科 〒987-2252 0228-23-6055熱海　啓一 熱海　啓一 昭59. 9. 1歯   診療所
     栗原市築館薬師　４－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2421330026  近藤歯科医院 〒987-2216 0228-22-4182近藤　公一郎 近藤　公一郎 平 3. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     栗原市築館伊豆　１ー３ー２０ 常　勤:    9 新規 歯外 現存
     (歯       9) 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
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  2431330042  おおつ歯科クリニック〒987-2211 0228-21-1480大津　昌弘 大津　昌弘 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     栗原市築館源光　１１ー１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2441330059  くが歯科医院 〒987-2203 0228-23-3748久我　孝徳 久我　孝徳 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     栗原市築館下宮野八幡下　２１４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2451330075  医療法人社団　秀美会〒987-2252 0228-23-6080医療法人社団　秀美会加藤　秀一 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　かとう歯科医院 栗原市築館薬師　１丁目１１７ 常　勤:    1　理事長　加藤　秀一 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2461330083  くりはら歯科医院 〒987-2205 0228-21-2552吉原　庄子 吉原　庄子 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     栗原市築館宮野中央２－３－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2471330091  加藤第二歯科医院 〒989-5501 0228-32-6273加藤　五十六 加藤　五十六 昭59.11. 1歯   小歯 診療所
     栗原市若柳字川北新中谷地　１９常　勤:    3 移転 現存
     ８ー１ (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2481330109  三浦歯科医院 〒989-5501 0228-32-6310三浦　満雄 三浦　満雄 昭60. 3. 1歯   診療所
     栗原市若柳字川北片町　７５ー３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2491330125  中嶋歯科医院 〒989-5501 0228-32-3758中嶋　あつ子 中嶋　あつ子 平 2.12. 1歯   診療所
     栗原市若柳字川北新町　５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501330133  若柳歯科医院 〒989-5501 0228-32-3148小野寺　滋也 小野寺　滋也 平 5. 9. 1歯   矯歯 診療所
     栗原市若柳字川北塚ノ越　１ー４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2511330141  しらいし歯科クリニッ〒989-5502 0228-35-1182吉田　実 吉田　実 平10. 9. 1歯   診療所
     ク 栗原市若柳川南堤通　１１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2521330166  庵原歯科医院 〒989-5501 0228-32-2588庵原　誠一 庵原　誠一 平12.12.28歯   矯歯 小歯診療所
     栗原市若柳字川北新町　１０１ー常　勤:    2 交代 現存
     ５ (歯       2) 平24.12.28
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  2531330174  医療法人有朋会かさま〒989-5502 0228-32-6331医療法人有朋会　理事笠間　隆三 平13. 7. 1歯   矯歯 診療所
     歯科医院 栗原市若柳川南南大通　８－１７常　勤:    1長　笠間　隆三 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2541330190  阿部歯科医院 〒989-5351 0228-45-2161阿部　照彦 阿部　照彦 昭58. 5. 1歯   診療所
     栗原市栗駒中野沼尻前　４４ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2551330208  すがわら歯科医院 〒989-5351 0228-45-1930菅原　智弘 菅原　智弘 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     栗原市栗駒中野田町西　１４１－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2561330216  岩渕歯科医院 〒989-5301 0228-45-2451岩渕　真理子 岩渕　真理子 平 5.12. 9歯   診療所
     栗原市栗駒岩ケ崎八日町　５３ー常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2571330224  太宰歯科医院 〒989-5301 0228-45-1265太宰　三男 太宰　三男 平14. 4. 1歯   診療所
     栗原市栗駒岩ケ崎六日町　４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2581330240  熊谷歯科クリニック 〒987-2176 0228-58-2633熊谷　康宏 熊谷　康宏 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     栗原市高清水西善光寺　５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2591330257  鹿野歯科医院 〒987-2308 0228-52-3332鹿野　泰志 鹿野　泰志 昭50. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     栗原市一迫真坂字荒町　６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601330265  菊池歯科医院 〒987-2309 0228-52-2029三澤　公夫 三澤　公夫 平 8.10.25歯   診療所
     栗原市一迫柳目上田　１７４ー１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2611330273  まさと歯科医院 〒989-4521 0228-38-2266加藤　正人 加藤　正人 昭62.10. 1歯   診療所
     栗原市瀬峰下田　１９８ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2621330281  川井歯科医院 〒989-4516 0228-38-4110医療法人川井歯科医院川井　一行 平 8.11. 1歯   診療所
     栗原市瀬峰長者原　４０ー３ 常　勤:    2　理事長　川井一行 移転 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2631330299  ＫＤクリニック 〒989-5144 0228-42-1025千葉　健 千葉　健 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     栗原市金成中町　１０７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2641330307  沢辺歯科クリニック 〒989-5171 0228-42-1110医療法人沢辺歯科クリ加藤　宗伸 平11. 1. 1歯   診療所
     栗原市金成沢辺木戸口　５－５ 常　勤:    1ニック　理事長　加藤 組織変更 現存
     (歯       1)宗伸 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2651330315  医療法人社団飛翔会小〒989-5614 0228-23-8148医療法人社団　飛翔会小田島　正博 平10. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     田島歯科医院 栗原市志波姫新原　２９０ 常　勤:    1　理事長　小田島正博 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2661330323  すずき歯科 〒989-5613 0228-23-5205鈴木　夏江 鈴木　夏江 平12. 3. 1歯   診療所
     栗原市志波姫新沼崎　６３ー１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2671330331  愛歯科矯正歯科 〒989-5625 0228-22-8571熱海　順 熱海　順 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     栗原市志波姫堀口見渡　２９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2681330364  くりこまデンタルクリ〒989-5301 0228-49-3447下西　充 下西　充 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 栗原市栗駒岩ケ崎下町裏１１９－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2691430008  赤間歯科医院 〒981-0503 0225-82-8255赤間　力 赤間　力 昭60.11. 1歯   診療所
     東松島市矢本字上河戸　７０ー１常　勤:    2 新規 現存
     ０ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701430016  ヤモト歯科医院 〒981-0503 0225-82-3140医療法人郁風会ヤモト佐藤　優 平20. 5. 1歯   歯外 診療所
     東松島市矢本字新沼２０３－２ 常　勤:    3歯科医院　理事長　佐 移転 現存
     (歯       3)藤　優 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2711430024  村松歯科医院 〒981-0503 0225-83-2226村松　正利 村松　正利 平21.12. 6歯   小歯 診療所
     東松島市矢本字新沼１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2721430032  森歯科医院 〒981-0501 0225-83-8241森　茂樹 森　茂樹 平 5.11. 1歯   診療所
     東松島市赤井字新川前　２３ー１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2731430057  藤野歯科クリニック 〒981-0503 0225-82-8148医療法人社団博秀会藤藤野　博 昭63. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東松島市矢本字大溜　２４ー１ 常　勤:    1野歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　藤野　博 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2741430065  ちば鷹歯科医院 〒981-0504 0225-84-1184千葉　隆広 千葉　隆広 平 9.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東松島市小松字上砂利田　３４ー常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １ (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2751430073  やなぎさわ歯科医院 〒981-0501 0225-83-1488柳澤　賢 柳澤　賢 平20. 8. 1歯   診療所
     東松島市赤井字川前三番１５９－常　勤:    1 移転 現存
     １３ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2761430081  かわしま歯科医院 〒981-0502 0225-84-1252川島　弘 川島　弘 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     東松島市大曲字寺前３６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2771430107  イオンタウン矢本歯科〒981-0504 0225-82-6211医療法人水仙会　理事粟谷　一也 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     診療室ミューズ 東松島市小松字上浮足　４３ 常　勤:    2長　臼井　昭雄 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2781430149  東松島市鳴瀬歯科診療〒981-0301 0225-87-2249五十嵐　公英 五十嵐　公英 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     所 東松島市牛綱字駅前　１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2791430164  奧松島歯科クリニック〒981-0301 0225-87-3937沼田　陽明 沼田　陽明 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     東松島市牛網字新下西９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801430172  さんかくデンタルクリ〒981-0503 0225-25-5814赤石　孝司 赤石　孝司 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 東松島市矢本字関の内１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
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  2811430180  野蒜ヶ丘歯科医院 〒981-0416 0225-98-6611医療法人社団白毫会　三浦　真悟 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東松島市野蒜ケ丘二丁目２４番地常　勤:    2理事長　藤野　裕 新規 歯外 現存
     １ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2821430198  東松島かどわき歯科ク〒981-0503 0225-83-6480門脇　研司 門脇　研司 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 東松島市矢本字穴尻６８－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2831530070  野村歯科医院 〒989-6152 0229-24-1155野村　俊彦 野村　俊彦 昭55.12. 1歯   診療所
     大崎市古川二ノ構　６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2841530088  豊島歯科医院 〒989-6167 0229-23-2522豊島　精一 豊島　精一 昭57. 4. 1歯   矯歯 診療所
     大崎市古川川端　６ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2851530096  徳永歯科医院 〒989-6161 0229-23-0188徳永　二郎 徳永　二郎 昭57. 5. 1歯   矯歯 診療所
     大崎市古川駅南　１ー８９ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2861530120  中里歯科医院 〒989-6143 0229-23-6400中島　千鶴 中島　千鶴 昭58. 4. 1歯   矯歯 診療所
     大崎市古川中里　３ー３ー３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2871530138  三沢歯科医院 〒989-6175 0229-24-3255三澤　知裕 三澤　知裕 昭61.10. 1歯   矯歯 診療所
     大崎市古川諏訪　３－１－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2881530153  青田歯科医院 〒989-6171 0229-24-3636青田　弘 青田　弘 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     大崎市古川北町　３－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2891530161  鹿郷歯科医院 〒989-6163 0229-23-3616鹿郷　峰敏 鹿郷　峰敏 昭62. 6. 1歯   診療所
     大崎市古川台町　９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2901530179  守安歯科医院 〒989-6153 0229-22-5242守安　克明 守安　克明 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     大崎市古川七日町　６ー１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2911530187  すぎはら歯科医院 〒989-6171 0229-23-3055杉原　誠一 杉原　誠一 平 5. 2. 1歯   診療所
     大崎市古川北町　５－３－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 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

［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    31 頁

  2921530195  かんの歯科クリニック〒989-6172 0229-22-8110管野　格 管野　格 平 2. 4. 1歯   診療所
     大崎市古川前田町　４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2931530203  のだ歯科医院 〒989-6255 0229-28-1288野田　武正 野田　武正 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     大崎市古川休塚字中谷地　６９－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2941530229  仁歯科クリニック 〒989-6162 0229-24-3384医療法人豊田会　理事菊地　博生 平 3. 6. 1歯   診療所
     大崎市古川駅前大通　２ー３ー２常　勤:    2長　菊地　博生 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2951530237  日野歯科医院 〒989-6174 0229-22-4480日野　晃 日野　晃 平 5. 4. 1歯   診療所
     大崎市古川千手寺町　１－７－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2961530245  三塚歯科クリニック 〒989-6143 0229-22-8211三塚　弘樹 三塚　弘樹 平 5. 4. 1歯   診療所
     大崎市古川中里　５－１４－２４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2971530252  ササキ歯科クリニック〒989-6155 0229-23-6622佐々木　代保 佐々木　代保 平 6. 1. 1歯   診療所
     大崎市古川南町　４ー１ー２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2981530260  医療法人泰永会宮崎歯〒989-6117 0229-23-4744医療法人泰永会宮崎歯宮崎　泰 平10. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     科 大崎市古川旭　４－３－１０ 常　勤:    2科　理事長　宮崎泰 移転 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2991530278  栗生歯科クリニック 〒989-6101 0229-24-7227栗生　守好 栗生　守好 平 7. 7. 1歯   診療所
     大崎市古川福浦　１－１１－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3001530294  かれい歯科 〒989-6141 0229-21-8677小成　典久 小成　典久 平16. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大崎市古川南新町　７－６０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3011530310  松山歯科クリニック 〒987-1303 0229-55-2255熊谷　教世 熊谷　教世 昭61. 4. 1歯   診療所
     大崎市松山金谷字金田　４９ー３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3021530328  松山歯科診療所 〒987-1304 0229-55-3319角田　仁也 角田　仁也 平18. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大崎市松山千石字亀田４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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  3031530336  本宮歯科医院 〒989-6306 0229-52-6000本宮　政俊 本宮　政俊 昭59. 4. 1歯   診療所
     大崎市三本木新町　１－１１－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3041530344  つのだ歯科クリニック〒989-6321 0229-52-5510津野田　潤一 津野田　潤一 平 8. 3. 1歯   診療所
     大崎市三本木字北町７８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3051530351  ひまわり歯科医院 〒989-6321 0229-53-2155風呂　朱美 風呂　朱美 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大崎市三本木字南町　５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3061530369  田中歯科医院 〒989-4103 0229-56-3555田中　正孝 田中　正孝 昭56. 7. 1歯   診療所
     大崎市鹿島台平渡字新屋敷下　１常　勤:    2 新規 現存
     １０ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3071530385  千葉歯科医院 〒989-4103 0229-56-2238千葉　昌一 千葉　昌一 平元.10. 5歯   診療所
     大崎市鹿島台平渡字東銭神　１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3081530393  大原歯科医院 〒989-4103 0229-56-5058大原　尚明 大原　尚明 平 3. 4. 1歯   矯歯 診療所
     大崎市鹿島台平渡字新屋敷下　５常　勤:    2 新規 現存
     ８ー２ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3091530401  菊地歯科診療所 〒989-4103 0229-56-5650菊地　聡光 菊地　聡光 平14. 7. 1歯   診療所
     大崎市鹿島台平渡上戸下　２７－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3101530427  伊藤歯科医院 〒989-6433 0229-72-1009伊藤　公昌 伊藤　公昌 昭54. 4. 5歯   診療所
     大崎市岩出山上川原町　１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3111530435  池月歯科医院 〒989-6405 0229-78-2301高橋　元 高橋　元 平23. 1. 4歯   小歯 診療所
     大崎市岩出山池月下宮道下１３－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3121530443  角田歯科医院 〒989-6413 0229-72-4000角田　章司 角田　章司 平元. 5. 1歯   診療所
     大崎市岩出山東川原町　１９ー４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3131530450  前原歯科クリニック 〒989-6436 0229-72-4180前原　雄二 前原　雄二 平元. 5. 1歯   診療所
     大崎市岩出山二ノ構　１２ー１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3141530468  おおしま歯科 〒989-6413 0229-72-3118医療法人おおしま歯科関根　直輝 平 2. 1. 1歯   診療所
     大崎市岩出山東川原町　６－８ 非常勤:    5　理事長　大島　睦子 組織変更 現存
     (歯       5) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3151530476  千葉歯科医院 〒989-6436 0229-72-4321千葉　昭久 千葉　昭久 平 4. 4. 1歯   診療所
     大崎市岩出山二ノ構　１６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3161530484  若林歯科医院 〒989-6823 0229-83-2138若林　常功 若林　常功 昭57. 7. 1歯   診療所
     大崎市鳴子温泉湯元　９３ー２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3171530518  高橋歯科クリニック 〒989-6822 0229-83-4181高橋　邦明 高橋　邦明 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     大崎市鳴子温泉新屋敷　１８－３常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3181530526  中沢歯科医院 〒989-4308 0229-39-1188中澤　新后 中澤　新后 昭61. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大崎市田尻沼部字塩加良　４６ー常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3191530534  加藤歯科クリニック 〒989-4308 0229-39-0008加藤　清 加藤　清 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     大崎市田尻沼部字新堀　１３６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3201530542  柳沢歯科医院 〒989-4415 0229-39-0114医療法人星陸会　理事柳澤　一郎 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大崎市田尻字町　１８７ 常　勤:    1長　柳澤　一郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3211530559  森歯科医院 〒989-6115 0229-22-8049森　拓也 森　拓也 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     大崎市古川駅東２－８－７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3221530567  阿部歯科医院 〒989-6711 0229-83-3748医療法人　社団トラス阿部　正明 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大崎市鳴子温泉字馬場７３－２ 常　勤:    1トメディカル　理事長 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　阿部　正明 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3231530583  大崎口腔保健センター〒989-6155 0229-91-0305一般社団法人大崎歯科戸田　慎治 平20. 9. 1歯   診療所
     大崎市古川南町１丁目６番２号 常　勤:    1医師会　会長　戸田愼 新規 現存
     (歯       1)治 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3241530591  歯科なおきクリニック〒989-6136 0229-24-8241佐藤　直毅 佐藤　直毅 平22.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大崎市古川穂波六丁目１番５号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3251530609  ア歯科有馬診療所 〒989-6135 0229-23-8816有馬　良季 有馬　良季 平22. 9.27歯   矯歯 小歯診療所
     大崎市古川稲葉３丁目３－１２ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 9.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3261530658  穂波の郷　弓歯科医院〒989-6136 0229-25-8148医療法人社団勝和会　虻江　佐知子 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大崎市古川穂波７－１４－１８ 常　勤:    2理事長　虻江　勝 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3271530666  歯科おのでら 〒989-6117 0229-25-6401小野寺　敬 小野寺　敬 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     大崎市古川旭１－１４－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3281530674  みちのく政宗デンタル〒989-6232 0229-25-4748医療法人鳳珠会　理事椋棒　昌彦 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック　古川診療大崎市古川沢田字筒場浦８２イオ常　勤:    7長　正井　佑典 新規 矯歯 現存
     所 ンタウン古川ショッピングセンタ(歯       7) 平27. 4. 1
     ー内 非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3291530682  まつむら歯科クリニッ〒989-6223 0229-25-8217松村　賢 松村　賢 平27. 7.27歯   歯外 小歯診療所
     ク 大崎市古川字竹ノ内２４３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3301530690  駅東すみ子歯科 〒989-4103 0229-56-5188三枝　寿美子 三枝　寿美子 平27.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大崎市鹿島台平渡字銭神４－１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     サント・ヴィラージュ１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3311530708  遠藤歯科クリニック 〒989-6142 0229-25-4228遠藤　聡 遠藤　聡 平29. 8. 1歯   診療所
     大崎市古川中島町１－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3321530716  たかはし歯科診療所 〒989-6252 0229-28-3711髙橋　健太 髙橋　健太 平30. 1.11歯   小歯 矯歯診療所
     大崎市古川荒谷新小道２６－１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 1.11
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3331630011  泉ケ丘歯科医院 〒981-3352 022-358-4151髙野　徳子 髙野　徳子 昭56. 6. 1歯   診療所
     富谷市富ケ丘２－４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3341630029  舘歯科医院 〒981-3311 022-358-7101舘　雅之 舘　雅之 昭58. 5. 1歯   診療所
     富谷市富谷西沢１０８ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3351630037  ひより台歯科医院 〒981-3304 022-358-7781金沢　治樹 金沢　治樹 平元. 2. 1歯   診療所
     富谷市ひより台２－３５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3361630045  橘高第三歯科 〒981-3361 022-358-5949橘高　修 橘高　修 平元. 6. 1歯   診療所
     富谷市あけの平２－４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3371630052  うちがさき歯科医院 〒981-3311 022-358-0222内ケ崎　賢二 内ケ崎　賢二 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     富谷市富谷新町７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3381630060  えんどう歯科医院 〒981-3362 022-358-9112遠藤　玲 遠藤　玲 平 7. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     富谷市日吉台２－３９－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3391630078  医療法人明徳会　青葉〒981-3328 022-348-1085医療法人明徳会　理事仲西　慶浩 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     第二歯科 富谷市上桜木１－４６－３ 常　勤:    2長　衣斐　明 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
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  3401630086  たかはし歯科・矯正歯〒981-3341 022-348-3071髙橋　啓太郎 髙橋　啓太郎 平16.11. 1歯   矯歯 診療所
     科クリニック 富谷市成田４－１－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3411630102  りりぶ歯科クリニック〒981-3329 022-348-8143医療法人コスモス会　石田　政人 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     富谷市大清水１丁目３３番地１ 常　勤:    3理事長　石田政人 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:   14
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3421630110  おおえ歯科クリニック〒981-3332 022-776-8133大江　恭成 金　恭成 平20.10. 1歯   診療所
     富谷市明石台６－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3431630128  さくらの杜歯科＆ワハ〒981-3332 022-351-3550医療法人社団桜・秋桜相澤　ゆりか 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ハキッズデンタルラン富谷市明石台５丁目１番１７号 常　勤:    1会　理事長　相澤　ゆ 組織変更 歯外 現存
     ド (歯       1)りか 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3441630136  医療法人　正仁会　富〒981-3329 022-343-6874医療法人正仁会　理事山村　宗正 平24. 9. 1歯   小歯 診療所
     谷ガーデン歯科 富谷市大清水２丁目１３番３号 常　勤:    2長　浅川　竹仁 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3451630169  榊原デンタルクリニッ〒981-3341 022-725-6525榊原　英史 榊原　英史 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 富谷市成田７－２６－１１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3461630177  内田歯科 〒981-3303 022-358-2523内田　聡 内田　聡 平28. 6.25歯   診療所
     富谷市太子堂１－９－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3471630201  三浦齒科醫院 〒981-3352 022-725-7872医療法人社団万仁堂　三浦　允裕 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     富谷市富ケ丘１－２７－２０ 常　勤:    2理事長　三浦　允裕 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3481630219  医療法人ＳＡＩ皓世会〒981-3341 022-351-6331医療法人ＳＡＩ皓世会細川　百合子 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     　さくらデンタルクリ富谷市成田４－１１－５ 常　勤:    1　さくらデンタルクリ 組織変更 現存
     ニック (歯       1)ニック　理事長　細川 平29. 8. 1
     非常勤:    2　百合子
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3491630227  小松こども歯科 〒981-3332 022-220-1660医療法人小松こども歯小松　偉二 平30. 2. 1小歯 歯   矯歯診療所
     富谷市明石台二丁目２２番地１ 常　勤:    1科　理事長　小松　偉 組織変更 現存
     (歯       1)二 平30. 2. 1
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  3502130045  村上歯科医院 〒989-0821 0224-33-4125村上　恵美子 村上　恵美子 昭60. 8. 1歯   小歯 診療所
     刈田郡蔵王町円田字西浦上　２ー常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3512130052  真壁歯科医院 〒989-0701 0224-32-3122医療法人社団真壁歯科真壁　秀幸 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     刈田郡蔵王町宮字井戸井前　４２常　勤:    1医院　理事長　真壁秀 組織変更 現存
     (歯       1)幸 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3522130086  チェルトの森歯科診療〒989-0821 0224-22-7122笹島　ちさと 笹島　ちさと 平14. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     所 刈田郡蔵王町円田字中田　７４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3532230159  高橋歯科医院 〒989-1241 0224-53-1106高橋　純孝 高橋　純孝 昭50. 4.21歯   診療所
     柴田郡大河原町町　２５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3542230217  歯科ヒライ 〒989-1604 0224-55-4025平井　すみ江 平井　すみ江 平23. 6.10歯   診療所
     柴田郡柴田町船岡東２丁目８－２常　勤:    2 移転 現存
     ２ (歯       2) 平29. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3552230233  川口歯科医院 〒989-1622 0224-55-5493川口　啓一 川口　啓一 昭64. 1. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町西船迫　１ー８ー６常　勤:    1 移転 現存
     ４ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3562230241  村上歯科医院 〒989-1243 0224-53-3563村上　健 村上　健 昭56. 9. 1歯   診療所
     柴田郡大河原町南　７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3572230274  乾歯科医院 〒989-1752 0224-56-2766乾　洋 乾　洋 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     柴田郡柴田町槻木下町　３ー１ー常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3582230308  内田歯科医院 〒989-1606 0224-57-1818内田　崇 内田　崇 昭59. 4. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町船岡字若葉町　１２常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3592230316  吉田歯科医院 〒989-1305 0224-83-2061吉田　和男 吉田　和男 昭60. 1. 1歯   診療所
     柴田郡村田町村田字末広町　１３常　勤:    1 交代 現存
     ８ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3602230324  後藤歯科医院 〒989-1216 0224-52-2533後藤　繁 後藤　繁 昭60. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     柴田郡大河原町幸町　８ー２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3612230332  山家歯科クリニック 〒989-1501 0224-84-2266山家　仁 山家　仁 昭61. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     柴田郡川崎町前川字中町　７６ー常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3622230340  和野歯科医院 〒989-1622 0224-55-5126和野　義彦 和野　義彦 昭62. 4. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町西船迫　２－２－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3632230357  大河原歯科医院 〒989-1245 0224-52-2250熊谷　仁治 熊谷　仁治 昭63. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     柴田郡大河原町新南　５８ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3642230365  大沼歯科医院 〒989-1305 0224-83-4395大沼　弘子 大沼　弘子 昭63. 5. 1歯   診療所
     柴田郡村田町村田字西　４８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3652230373  えんどう歯科医院 〒989-1245 0224-53-2555遠藤　実 遠藤　実 昭63. 6. 1歯   診療所
     柴田郡大河原町新南　３７ー５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3662230415  玉野井歯科医院 〒989-1606 0224-57-1711玉野井　修 玉野井　修 平 3. 5. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町船岡上大原　２０－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3672230431  船岡中央歯科医院 〒989-1601 0224-55-0970佐藤　秀一 佐藤　秀一 平 3. 8. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町船岡中央　２ー３ー常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3682230449  飯淵歯科医院 〒989-1752 0224-56-1026医療法人社団飯淵歯科飯淵　雅高 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     柴田郡柴田町槻木下町　１ー１ー常　勤:    8医院　理事長　飯淵　 組織変更 歯外 現存
     ６０ (歯       8)雅高 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3692230456  大友歯科医院 〒989-1604 0224-57-2120大友　陽一 大友　陽一 平 4. 7. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町船岡東　２－４－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3702230464  菊池歯科医院 〒989-1606 0224-57-2950菊池　利夫 菊池　利夫 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     柴田郡柴田町船岡字七作　１１－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3712230480  よしだ歯科医院 〒989-1605 0224-57-1918吉田　鐘一 吉田　鐘一 平 6. 6. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町船岡南　１ー９ー１常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3722230498  さくら歯科 〒989-1223 0224-52-3900山崎　猛男 山崎　猛男 平 6. 9. 1歯   診療所
     柴田郡大河原町東新町　６ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3732230506  はせ歯科医院 〒989-1215 0224-52-1080医療法人社団昌慶会　長谷　武 平 3. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     柴田郡大河原町中島町　７ー６ 常　勤:    1理事長　長谷武 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3742230514  小田部歯科医院 〒989-1201 0224-53-2134小田部　晃二郎 小田部　晃二郎 昭32. 9.12歯   診療所
     柴田郡大河原町大谷字町向　１０常　勤:    1 新規 現存
     １ー５ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3752230522  さとう歯科医院 〒989-1753 0224-56-5112佐藤　郁夫 佐藤　郁夫 平 7. 9. 1歯   診療所
     柴田郡柴田町槻木上町　３－１３常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3762230530  あいはら歯科医院 〒989-1273 0224-53-8138相原　幸雄 相原　幸雄 平10. 1. 1歯   矯歯 診療所
     柴田郡大河原町西桜町　２１ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3772230548  安藤歯科医院 〒989-1267 0224-53-2348安藤　開 安藤　開 平10. 1. 1歯   診療所
     柴田郡大河原町字小島　１２ー２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3782230589  いのうえ歯科医院 〒989-1246 0224-53-8020井上　大一 井上　大一 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     柴田郡大河原町新東　３２－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3792230597  もり歯科クリニック 〒989-1241 0224-52-1563森　伸介 森　伸介 平15. 8. 1歯   診療所
     柴田郡大河原町町　６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3802230605  おたべ歯科クリニック〒989-1754 0224-56-1853小田部　岳雄 小田部　岳雄 平16.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     柴田郡柴田町槻木白幡　２－３－常　勤:    2 新規 現存
     ３２ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3812230613  榊原歯科医院 〒989-1305 0224-83-2419榊原　伊織 榊原　伊織 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     柴田郡村田町村田字大槻下　７３常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －１ (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3822230639  スエヒロデンタルクリ〒989-1201 0224-53-4390武者　昌洋 武者　昌洋 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     ニック 柴田郡大河原町大谷字末広４５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3832230647  こや歯科医院 〒989-1607 0224-54-5005小屋　博 小屋　博 平18.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     柴田郡柴田町船岡新栄３－４３－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １５ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3842230654  前田歯科医院 〒989-1302 0224-83-6480前田　真史 前田　真史 平22. 3. 1歯   小歯 診療所
     柴田郡村田町小泉字西浦９７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3852230662  としみ歯科クリニック〒989-1225 0224-52-8143伊藤　利実 伊藤　利実 平24. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     柴田郡大河原町字広表２８－３１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3862230670  西村歯科医院 〒989-1501 0224-84-4851西村　英紀 西村　英紀 平24. 9. 1歯   診療所
     柴田郡川崎町大字前川字町尻１２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3872230688  みやぎ訪問歯科・救急〒989-1253 0224-53-9188一般社団法人宮城県歯奥田　まゆみ 平25.10. 1歯   診療所
     ステーション 柴田郡大河原町西３８－１みやぎ常　勤:    1科医師会　会長　細谷 新規 現存
     県南中核病院診療棟１階 (歯       1)　仁憲 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3882230696  フォルテ　ファミリー〒989-1267 0224-87-8101佐藤　秀則 佐藤　秀則 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     　歯科 柴田郡大河原町小島２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    41 頁

  3892330041  谷津歯科医院 〒981-2152 0224-72-1234谷津　徳男 谷津　徳男 昭43.12. 1歯   小歯 診療所
     伊具郡丸森町鳥屋　３４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3902330124  目黒歯科クリニック 〒981-2501 0224-79-2818目黒　一美 目黒　一美 平 6. 3. 1歯   診療所
     伊具郡丸森町大内字山屋敷　９８常　勤:    1 新規 現存
     ー１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3912330165  舘山歯科クリニック 〒981-2104 0224-73-4050菊池　陽一 菊池　陽一 平13. 7. 1歯   診療所
     伊具郡丸森町大舘　１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3922330199  丸森歯科医院 〒981-2152 0224-72-4072村上　志征 村上　志征 平15. 3. 1歯   診療所
     伊具郡丸森町鳥屋　１５０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3932330223  ひまわり歯科クリニッ〒981-2402 0224-78-1661菅田　忠昭 菅田　忠昭 平18. 8. 1歯   診療所
     ク 伊具郡丸森町金山字下片山１６０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3942430122  山形歯科クリニック 〒989-2351 0223-34-2133山形　光孝 山形　光孝 昭62. 9. 1歯   診療所
     亘理郡亘理町上茨田　１５ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3952430148  津川歯科医院 〒989-2351 0223-34-4733津川　偉章 津川　偉章 昭63. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     亘理郡亘理町字中町東　２３０ー常　勤:    3 交代 現存
     ２ (歯       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3962430155  医療法人マコト歯科医〒989-2351 0223-34-5135医療法人マコト歯科医佐藤　信 平17.10.11歯   小歯 矯歯診療所
     院 亘理郡亘理町上茨田１－１ 常　勤:    2院　理事長　佐藤信 移転 現存
     (歯       2) 平29.10.11
     非常勤:   19
     (歯      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3972430189  にいの歯科 〒989-2111 0223-38-1887新野　三男 新野　三男 平 6. 7. 1歯   診療所
     亘理郡山元町坂元字道合　３９ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3982430205  斉藤歯科医院 〒989-2383 0223-34-8241医療法人社団斉藤歯科齋藤　雅之 平 9. 1. 1歯   診療所
     亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原　２常　勤:    1医院　理事長　齋藤雅 組織変更 現存
     ５－６ (歯       1)之 平30. 1. 1
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  3992430213  きくち歯科 〒989-2351 0223-34-0644菊池　保之 菊池　保之 平10. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     亘理郡亘理町字東郷　１９３ー３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4002430221  紺野歯科クリニック 〒989-2301 0223-32-0677紺野　憲一 紺野　憲一 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     亘理郡亘理町逢隈中泉字中　１２常　勤:    1 新規 現存
     ３－４ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4012430247  佐藤歯科矯正歯科医院〒989-2351 0223-33-0355佐藤　孝明 佐藤　孝明 平11.11. 1歯   矯歯 診療所
     亘理郡亘理町字中町東　１９２ー常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4022430254  うさぎ歯科 〒989-2324 0223-32-1822浅沼　慎 浅沼　慎 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北　１常　勤:    1 新規 現存
     ００ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4032430262  菊地歯科医院 〒989-2203 0223-33-8960菊地　摂 菊地　摂 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     亘理郡山元町浅生原字作田山　２常　勤:    1 新規 現存
     －７５ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4042430270  済生堂歯科クリニック〒989-2383 0223-32-0405医療法人済生堂医院　齋　裕之 平19. 1. 1歯   診療所
     亘理郡亘理町逢隈田沢字鈴木堀７常　勤:    1理事長　齋　裕之 新規 現存
     ９－５ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4052430296  鳥の海歯科医院 〒989-2311 0223-35-3222上原　忍 上原　忍 平28. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     亘理郡亘理町荒浜字御狩屋１０３常　勤:    1 移転 歯外 現存
     －４ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4062630192  広沢歯科 〒981-0134 022-356-5127廣澤　泰治 廣澤　泰治 平 2. 7. 1歯   診療所
     宮城郡利府町しらかし台　２ー１常　勤:    1 新規 現存
     ２ー２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4072630218  かわぐち歯科医院 〒985-0821 022-357-6099川口　剛 川口　剛 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宮城郡七ケ浜町汐見台　６ー２ー常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4082630242  汐見台歯科医院 〒985-0811 022-357-5603医療法人社団梅津サー梅津　謹也 平21.12.17歯   矯歯 小歯診療所
     宮城郡七ケ浜町菖蒲田浜字林合５常　勤:    2ジェリー汐見台歯科　 移転 現存
     ５－１ (歯       2)理事長　梅津　謹也 平27.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4092630259  医療法人社団巽会松島〒981-0213 022-353-2161医療法人社団巽会　理大塚　敏 平 5. 1. 1歯   診療所
     中央歯科医院 宮城郡松島町松島字陰ノ浜　７－常　勤:    1事長　大塚敏 組織変更 現存
     ７ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4102630267  医療法人かぜの会　あ〒981-0111 022-356-1033医療法人かぜの会　理阿部　依弘 平 6. 3. 1歯   診療所
     べ歯科医院・丘の上の宮城郡利府町加瀬字野中沢　１２常　勤:    2事長　阿部依弘 新規 現存
     歯科医院 ５ー１ (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4112630283  そうま歯科医院 〒981-0131 022-356-1484相馬　重信 相馬　重信 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     宮城郡利府町青山　３ー４０ー３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4122630309  刀根歯科医院 〒981-0133 022-356-7555医療法人社団刀根歯科刀根　功 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     宮城郡利府町青葉台　３ー１ー８常　勤:    3医院　理事長　刀根功 組織変更 現存
     ５ (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4132630333  すがや台歯科医院 〒981-0135 022-767-6480篠原　誠 篠原　誠 平10. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宮城郡利府町菅谷台　３－７－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4142630341  山本歯科医院 〒985-0824 022-361-6330山本　和行 山本　和行 平12. 4. 1歯   診療所
     宮城郡七ケ浜町境山　２ー１３ー常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4152630366  吉田歯科医院 〒981-0104 022-356-2548吉田　正行 吉田　正行 平15. 8. 2歯   小歯 診療所
     宮城郡利府町中央　３－２－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4162630374  医療法人徳清会利府デ〒981-0112 022-766-4130医療法人徳清会利府デ鈴木　庸介 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ンタルクリニック 宮城郡利府町利府字八幡崎前　８常　勤:    2ンタルクリニック　理 組織変更 歯外 現存
     ３ (歯       2)事長　鈴木　庸介 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4172630408  わかば歯科クリニック〒981-0111 022-767-5679藤原　幸也 藤原　幸也 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宮城郡利府町加瀬字石切場１－１常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4182630424  医療法人社団　西村歯〒981-0212 022-353-4092医療法人社団　西村歯西村　真 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 宮城郡松島町磯崎字磯崎１０５番常　勤:    1科医院　理事長　西村 組織変更 現存
     地の３ (歯       1)　真 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4192630432  医療法人社団桜・秋桜〒981-0112 022-767-5650医療法人社団桜・秋桜高松　孝之 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     会　あいざわ歯科クリ宮城郡利府町利府字新屋田前２２常　勤:    1会　理事長　相澤　ゆ 組織変更 歯外 現存
     ニック 番地イオン利府ショッピングセン(歯       1)りか 平27. 7. 1
     ター２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4202630440  おひさまにこにこ歯科〒981-0112 022-356-0871医療法人　優和会　理佐々木　優 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 宮城郡利府町利府字新館２－７ 常　勤:    1事長　佐々木　優 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4212630457  医療法人　ファミリア〒981-0215 022-355-6860医療法人ファミリア歯岡山　啓昌 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 宮城郡松島町高城字町１４７－６常　勤:    1科　理事長　岡山　啓 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)昌 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4222630465  医療法人かぜの会　Ａ〒981-0215 022-353-9980医療法人かぜの会あべ阿部　知史 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＢＥデンタルオフィス宮城郡松島町高城字町１５１－４常　勤:    1歯科医院　理事長　阿 新規 現存
     (歯       1)部　依弘 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4232630473  うじいえ歯科医院 〒985-0813 022-357-1727医療法人海隆会　理事氏家　隆 平27. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宮城郡七ケ浜町湊浜字入生田９０常　勤:    3長　氏家　隆 組織変更 歯外 現存
     －４ (歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4242630481  歯科ノーブルデンタル〒981-0121 022-255-2028三浦　浩輝 三浦　浩輝 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     オフィス 宮城郡利府町神谷沢字南沢１－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4252630499  鈴木歯科医院 〒981-0111 022-356-5420鈴木　理宇 鈴木　理宇 平28. 5.27歯   診療所
     宮城郡利府町加瀬字十三塚１０７常　勤:    1 交代 現存
     －１ (歯       1) 平28. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4262730067  おのでら歯科医院 〒981-3602 022-345-1595小野寺　智子 小野寺　智子 昭56.12. 1歯   診療所
     黒川郡大衡村大衡字鍛治屋沢　３常　勤:    3 移転 現存
     ー１ (歯       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4272730091  橘高第二歯科 〒981-3621 022-345-3555橘高　一郎 橘高　一郎 昭58. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒川郡大和町吉岡上町　８９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4282730125  若生歯科医院 〒981-3621 022-345-1011若生　秀明 若生　秀明 昭60. 5. 1歯   診療所
     黒川郡大和町吉岡字館下　６３ー常　勤:    1 移転 現存
     ４ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4292730208  みやび歯科医院 〒981-3621 022-345-3918小野寺　雅浩 小野寺　雅浩 平 2. 5. 1歯   診療所
     黒川郡大和町吉岡字上柴崎　９３常　勤:    1 新規 現存
     ー１ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4302730216  郷家歯科クリニック 〒981-3502 022-359-2045郷家　茂樹 郷家　茂樹 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒川郡大郷町粕川字東長崎　４２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4312730232  にのみや歯科医院 〒981-3626 022-344-2601二宮　孝朗 二宮　孝朗 平 5. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     黒川郡大和町吉岡南　２－１５－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4322730265  吉岡天皇寺歯科クリニ〒981-3621 022-344-4341庄司　昌昭 庄司　昌昭 平 7. 5. 1歯   診療所
     ック 黒川郡大和町吉岡字天皇寺　１８常　勤:    1 新規 現存
     ３ー９ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4332730315  医療法人社団青葉会大〒981-3521 022-359-2821医療法人社団青葉会　橋本　嘉貴 平14.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     郷町歯科医院 黒川郡大郷町中村字谷地際山　５常　勤:    1理事長　笠原　一規 組織変更 小歯 現存
     －１２ (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4342730430  杜のまち　かわかみ歯〒981-3628 022-355-5464川上　隆 川上　隆 平20.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 黒川郡大和町杜の丘一丁目１４－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4352730455  佐藤歯科医院 〒981-3621 022-345-2237佐藤　真奈美 佐藤　真奈美 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒川郡大和町吉岡字舘下３０ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4362730471  まほろば歯科クリニッ〒981-3626 022-739-8762島田　俊 島田　俊 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 黒川郡大和町吉岡南三丁目４６番常　勤:    1 新規 現存
     地の５ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4372730562  吉岡ホワイト歯科 〒981-3621 022-342-0837藤　真弥 藤　真弥 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     黒川郡大和町吉岡まほろば１丁目常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ６番地の２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4382730570  医療法人社団全人会　〒981-3625 022-344-2739医療法人社団全人会ト浜田　茂 平29.11. 1歯   診療所
     トータル・デンタル・黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目常　勤:    1ータル・デンタル・ク 新規 現存
     クリニック ２－７ (歯       1)リニック　理事長　浜 平29.11. 1
     田　茂
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4392730588  杜の丘デンタルクリニ〒981-3628 022-341-8214医療法人社団　一州会濵﨑　寛之 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 黒川郡大和町杜の丘１丁目１６ 常　勤:    1　理事長　濵﨑　洋一 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4402830073  佐澤歯科医院 〒981-4241 0229-63-3135佐澤　史朗 佐澤　史朗 昭53. 1. 1歯   診療所
     加美郡加美町南町　５７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4412830156  おがわ歯科 〒981-4302 0229-67-6970小川　美宏 小川　美宏 平 3. 7. 1歯   診療所
     加美郡加美町下野目下久保南　３常　勤:    1 新規 現存
     ー１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4422830164  みちのく歯科診療所 〒981-4401 0229-69-5630川村　洋 川村　洋 平 5. 4. 1歯   診療所
     加美郡加美町宮崎字屋敷　５－２常　勤:    2 新規 現存
     １－３ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4432830172  つばさ歯科医院 〒981-4262 0229-63-7553塚辺　勲 塚辺　勲 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     加美郡加美町一本杉　３３２－３常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4442830198  さとう歯科医院 〒981-4255 0229-63-7731佐藤　昭人 佐藤　昭人 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     加美郡加美町岡町　１０ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4452830206  フジワラデンタルオフ〒981-4252 0229-63-7306医療法人社団藤　理事藤原　俊明 平10. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ィス 加美郡加美町西田ニ番　７ー１ 常　勤:    1長　藤原俊明 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  4462830214  内田歯科クリニック 〒981-4261 0229-63-3055有福　愛美 有福　愛美 平17. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     加美郡加美町町裏　９－１２－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4472830222  マミエ歯科 〒981-4264 0229-64-4880高橋　千佳 高橋　千佳 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     加美郡加美町赤塚１７８イオンス常　勤:    1 新規 現存
     ーパーセンター加美店内 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4482830230  秋元歯科医院 〒981-4334 0229-67-2027秋元　直文 秋元　直文 平18. 1.11歯   診療所
     加美郡加美町町屋敷２－２７－２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4492830248  医療法人社団竹村歯科〒981-4122 0229-65-3422医療法人社団竹村歯科安倍　敏 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     医院 加美郡色麻町四竃字町西３０－７常　勤:    1医院　理事長　竹村　 組織変更 現存
     (歯       1)衿子 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4502830271  かんとう歯科クリニッ〒981-4241 0229-63-3322神藤　佑亮 神藤　佑亮 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 加美郡加美町南町１１１－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4513130028  木村歯科医院 〒987-0115 0229-43-3313木村　敏春 木村　敏春 昭56. 9. 1歯   診療所
     遠田郡涌谷町新町　３３ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4523130119  高橋歯科診療所 〒987-0005 0229-34-2241高橋　文一 高橋　文一 昭56. 3. 1歯   診療所
     遠田郡美里町北浦字道祖神前　４常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4533130135  庄司歯科医院 〒987-0002 0229-33-1900庄司　達雄 庄司　達雄 昭63. 1. 1歯   診療所
     遠田郡美里町藤ケ崎町　９５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4543130168  戸田歯科医院 〒987-0111 0229-42-3388戸田　愼治 戸田　愼治 昭60.12. 1歯   診療所
     遠田郡涌谷町柳町　３１ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4553130184  山崎歯科医院 〒987-0011 0229-33-1115山崎　達見 山崎　達見 昭61.12. 1歯   診療所
     遠田郡美里町桜木町　６２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4563130200  野田歯科医院 〒989-4204 0229-58-1881野田　清一 野田　清一 昭63.10. 1歯   診療所
     遠田郡美里町大柳字明神　１ー８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4573130259  木村歯科医院 〒987-0002 0229-32-2141木村　俊春 木村　俊春 平 5. 1. 1歯   診療所
     遠田郡美里町藤ケ崎町　２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4583130267  おおみ歯科医院 〒987-0005 0229-34-1848近江　浩昭 近江　浩昭 平 6.11. 1歯   診療所
     遠田郡美里町北浦字米谷　５０ー常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4593130275  南郷歯科診療所 〒989-4205 0229-58-2121武田　悦弘 武田　悦弘 昭56. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     遠田郡美里町木間塚字高田　３３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4603130283  しろやま歯科医院 〒987-0121 0229-43-5151印南　洋伸 印南　洋伸 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     遠田郡涌谷町涌谷字下町　１９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4613130309  ふしみ歯科 〒987-0005 0229-32-2494医療法人ふしみ歯科医伏見　行則 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     遠田郡美里町北浦字船入　２３ 常　勤:    2院　理事長　伏見行則 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4623130333  曽根歯科医院 〒987-0001 0229-32-1182曽根　憲一 曽根　憲一 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     遠田郡美里町藤ケ崎　１－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4633130341  わくやお歯科 〒987-0121 0229-43-6616医療法人光萩会大内歯遠藤　洋輔 平18. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     遠田郡涌谷町涌谷字洞ヶ崎５イオ常　勤:    5科診療所　理事長　大 新規 現存
     ンスーパーセンター涌谷店 (歯       5)内光太郎 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4643130366  よこうち歯科クリニッ〒987-0113 0229-43-6480横内　裕之 横内　裕之 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 遠田郡涌谷町渋江２４８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  4653130374  みさと歯科 〒987-0012 0229-33-3666医療法人社団　勝和会久保　圭 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     遠田郡美里町素山町１３８番地 常　勤:    6　理事長　虻江　勝 組織変更 現存
     (歯       6) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4663130382  菊池歯科医院 〒987-0162 0229-43-3939菊池　智映 菊池　智映 平24. 9.15歯   小歯 歯外診療所
     遠田郡涌谷町本町８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4673130408  武田歯科医院 〒987-0163 0229-25-5250武田　理 武田　理 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     遠田郡涌谷町立町２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4683130416  あっぷる歯科ユアクリ〒987-0004 0229-25-8419須藤　紀博 須藤　紀博 平29.12. 1歯   診療所
     ニック 遠田郡美里町牛飼字八反８６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4693530151  女川歯科医院　寺間診〒986-2211 080-60444618是永　孝雄 是永　孝雄 平20. 1. 1歯   診療所
     療所 牡鹿郡女川町出島字寺間１３７ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平20. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4703530177  木村歯科医院 〒986-2243 0225-53-3510木村　裕 木村　裕 平30. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     牡鹿郡女川町鷲神浜堀切山５１－常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4713630043  茶園歯科医院 〒986-0741 0226-46-3629茶園　邦佳 茶園　邦佳 昭34. 5.20歯   診療所
     本吉郡南三陸町志津川字十日町　常　勤:    1 新規 休止
     ３４ー１ (歯       1) 平28. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4723630357  志津川歯科クリニック〒986-0742 0226-46-5678阿部　公喜 阿部　公喜 平29.10. 1歯   診療所
     本吉郡南三陸町志津川本浜町９７常　勤:    2 移転 現存
     Ｔ２４街区７画地 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4733630365  小野寺歯科医院 〒988-0423 0226-36-3717小野寺　勉 小野寺　勉 平30. 4. 1歯   診療所
     本吉郡南三陸町歌津枡沢８８－５常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4745130224  千葉歯科医院 〒981-0913 022-272-9756千葉　茂 千葉　茂 昭41.10. 1歯   診療所
     仙台市青葉区昭和町　２ー１９ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4755130257  駒形歯科医院 〒981-0964 022-275-3355駒形　周三 駒形　周三 昭42. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区荒巻中央　１ー１０常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4765130315  すがの歯科医院 〒980-0013 022-222-5958菅野　博康 菅野　博康 昭43.12. 1歯   診療所
     仙台市青葉区花京院　２－２－７常　勤:    4 新規 現存
     ２ (歯       4) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4775130430  東京歯科 〒980-0021 022-266-1510千葉　正胤 千葉　正胤 昭46.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市青葉区中央　４－１－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4785130562  今野歯科医院 〒980-0021 022-263-3840今野　弘道 今野　弘道 昭47.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     仙台市青葉区中央　１ー７ー１８常　勤:    2 新規 小歯 現存
     日吉第一ビル３Ｆ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4795130638  塚田歯科医院 〒980-0804 022-222-1619塚田　昇 塚田　昇 昭49. 7. 8歯   診療所
     仙台市青葉区大町　２－８－２７常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4805130703  懸田歯科医院 〒980-0014 022-262-6121医療法人懸田積仁会懸懸田　明弘 昭47. 9. 1歯   診療所
     仙台市青葉区本町　１－２－１６常　勤:    2田歯科医院　理事長　 移転 現存
     (歯       2)懸田　明弘 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4815130729  佐藤歯科 〒980-0811 022-262-6930佐藤　幸一 佐藤　幸一 平21. 4.13歯   診療所
     仙台市青葉区一番町４丁目１番１常　勤:    2 移転 現存
     号仙台セントラルビル２Ｆ (歯       2) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4825130760  中嶋歯科医院 〒980-0811 022-225-0395中嶋　幸彦 中嶋　幸彦 昭50.10. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町　１ー１１ー常　勤:    2 移転 現存
     ２１ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4835130794  渡辺デンタルクリニッ〒980-0813 022-227-9161渡辺　勇一 渡辺　勇一 昭51. 4. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区米ケ袋　１ー１ー１常　勤:    1 新規 現存
     ４片平レジデンス３０４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4845130836  関歯科クリニック 〒980-0011 022-223-0365関　孝雄 関　孝雄 昭52. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区上杉　１ー２ー１６常　勤:    1 移転 現存
     宮城県農協ビル１２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4855130919  一般社団法人　仙台歯〒980-0022 022-261-7345社団法人仙台歯科医師伊藤　勢津子 平 6. 9. 1歯   診療所
     科医師会　在宅訪問・仙台市青葉区五橋　２ー１２ー２常　勤:    3会　会長　駒形　守俊 移転 現存
     障害者・休日夜間歯科 (歯       3) 平24. 9. 1
     診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4865130927  東邦歯科診療所 〒980-0804 022-265-4141吉田　直人 吉田　直人 昭53. 2. 1歯   診療所
     仙台市青葉区大町　１－１－１８常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4875130943  大手町歯科医院 〒980-0804 022-265-5000小山　博 小山　博 平14. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区大町　２ー３ー１１常　勤:    1 移転 現存
     レイトンビル３Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4885130950  あおば歯科クリニック〒980-0013 022-262-3521伊藤　れい 伊藤　れい 昭53. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区花京院　１－１－３常　勤:    2 新規 現存
     ０－２０２ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4895130976  ちば歯科医院 〒981-0902 022-272-9169千葉　良人 千葉　良人 昭53. 4. 5歯   診療所
     仙台市青葉区北根　３－１２－２常　勤:    1 新規 現存
     ６－２０１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4905130984  阿部歯科診療所 〒980-0021 022-222-8376阿部　一郎 阿部　一郎 平17.11. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央２－１１－１９常　勤:    1 移転 現存
     仙南ビル８Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4915130992  早坂歯科医院 〒980-0021 022-265-5788早坂　慶晴 早坂　慶晴 昭53. 5. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央　１－６－２５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4925131008  北山歯科クリニック 〒981-0931 022-272-8148鈴木　祐一 鈴木　祐一 平 9. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区北山　１ー１ー１８常　勤:    1 移転 現存
     北山１０１ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4935131016  はちまん歯科医院 〒980-0873 022-723-1430細谷　仁憲 細谷　仁憲 平15. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区広瀬町　４－８－２常　勤:    2 移転 現存
     １５ (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4945131040  高橋歯科小児クリニッ〒980-0021 022-267-6060高橋　章 高橋　章 昭50. 2. 1小歯 歯   矯歯診療所
     ク 仙台市青葉区中央　３ー１ー１３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4955131107  西村歯科医院 〒981-0915 022-234-4786西村　謙治 西村　謙治 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区通町　２－６－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4965131115  鈴木歯科 〒980-0011 022-263-5688鈴木　勝利 鈴木　勝利 昭54. 3. 2歯   診療所
     仙台市青葉区上杉　５ー８ー８６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4975131206  土川歯科医院 〒980-0801 022-225-4820土川　清人 土川　清人 昭55. 3. 1歯   診療所
     仙台市青葉区木町通　１ー８ー１常　勤:    2 新規 現存
     ８田村ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4985131214  こばやし歯科医院 〒980-0803 022-261-7261小林　健 小林　健 昭55. 3. 1歯   診療所
     仙台市青葉区国分町　３ー９ー１常　勤:    2 新規 現存
     庄子ビル４Ｆ (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4995131230  旭ケ丘佐藤歯科 〒981-0904 022-275-8007佐藤　公男 佐藤　公男 昭55. 5. 1歯   診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　１ー１ー１常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5005131263  枝松歯科クリニック 〒980-0023 022-267-0817枝松　淳二 枝松　淳二 昭55.12. 1歯   診療所
     仙台市青葉区北目町　３－５一楽常　勤:    2 新規 現存
     グランドハイツ２Ｆ (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5015131271  東田歯科クリニック 〒980-0011 022-261-8735東田　佑児 東田　佑児 昭55.12. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区上杉　１－１１－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5025131289  北川歯科クリニック 〒981-0917 022-275-2648北川　峰雪 北川　峰雪 平 8. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区葉山町　１５－１１常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5035131297  中山歯科 〒981-0952 022-279-1024大久保　直政 大久保　直政 平 9. 2. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中山　６ー６ー４５常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5045131305  丸森歯科医院 〒980-0873 022-223-1221丸森　雅由 丸森　雅由 平 8. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区広瀬町　２－５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5055131321  川村歯科医院 〒980-0801 022-272-8810川村　眞 川村　眞 昭56. 5. 1歯   診療所
     仙台市青葉区木町通　２－１－６常　勤:    2 新規 現存
     ０三光ビル６Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5065131354  サトウ歯科医院 〒980-0011 022-261-5665佐藤　敏明 佐藤　敏明 昭56. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区上杉　１－６－１１常　勤:    2 新規 現存
     日本生命仙台勾当台ビル１Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5075131362  小林歯科医院 〒981-0921 022-275-6429小林　徳行 小林　徳行 昭56. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区藤松　９ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5085131412  黒澤歯科医院 〒980-0822 022-225-7705黒澤　祐一 黒澤　祐一 昭56.12. 1歯   診療所
     仙台市青葉区立町　１６ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5095131438  エルム歯科医院 〒980-0003 022-261-9047佐藤　清 佐藤　清 昭57. 3. 1歯   診療所
     仙台市青葉区小田原　５ー３ー４常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5105131453  牛渡歯科医院 〒980-0021 022-227-7383牛渡　諭 牛渡　諭 昭57. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央　４ー７ー２５常　勤:    1 新規 現存
     ライオンズマンション中央Ｎ－２(歯       1) 平30. 4. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5115131529  医療法人仙愛会高橋歯〒980-0021 022-222-8539医療法人仙愛会　理事高橋　渉 昭58. 8. 1歯   診療所
     科医院 仙台市青葉区中央　３ー１ー１３常　勤:    2長　高橋　渉 移転 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5125131602  千曲歯科医院 〒981-0911 022-275-1203宮坂　義彦 宮坂　義彦 昭59. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区台原　５－１７－３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  5135131628  国見歯科クリニック 〒981-0943 022-272-7777原田　順男 原田　順男 昭59. 5. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市青葉区国見　２－９－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5145131651  子平町歯科医院 〒980-0871 022-234-4041田中　善実 田中　善実 昭59. 8. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市青葉区八幡　２ー１６ー１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5155131669  ファミリー小児歯科 〒981-0954 022-279-1278太宰　徳夫 太宰　徳夫 昭59. 8. 1小歯 診療所
     仙台市青葉区川平　３－４１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5165131677  長谷川矯正歯科クリニ〒980-0021 022-263-3672長谷川　正文 長谷川　正文 昭59. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 仙台市青葉区中央　１－６－２３常　勤:    2 新規 現存
     鹿島ビル３Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5175131685  ごうけ歯科医院 〒980-0004 022-261-3837郷家　哲也 郷家　哲也 昭59.10. 1歯   診療所
     仙台市青葉区宮町　３ー９ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5185131701  桃李園歯科医院 〒980-0822 022-265-1832木村　純子 木村　純子 昭60. 2. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区立町　２５ー１桃李常　勤:    1 新規 現存
     園ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5195131727  本町歯科医院 〒980-0014 022-261-0367佐藤　光弘 佐藤　光弘 平15.10. 1歯   診療所
     仙台市青葉区本町　１－１１－１常　勤:    2 移転 現存
     仙台グリーンプレイス１Ｆ (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5205131768  鈴木章歯科医院 〒989-3127 022-392-1318鈴木　章 鈴木　章 平16.11. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市青葉区愛子東　３－１４－常　勤:    1 移転 現存
     ４ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5215131792  櫻田歯科医院 〒980-0014 022-222-0812櫻田　裕行 櫻田　裕行 昭61. 7.12歯   診療所
     仙台市青葉区本町　２－６－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5225131859  梅津歯科医院 〒981-0952 022-279-1717梅津　富美江 梅津　富美江 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区中山　４ー２０ー１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5235131867  くろさわ歯科医院 〒989-3205 022-279-0005黒澤　洋久 黒澤　洋久 昭62.11. 1歯   診療所
     仙台市青葉区吉成　３ー２ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5245131875  つげ歯科医院 〒981-0952 022-279-7171柘植　信夫 柘植　信夫 昭62.11. 1歯   歯外 診療所
     仙台市青葉区中山　３ー１４ー２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5255131933  曽矢矯正歯科クリニッ〒980-0021 022-268-1417曽矢　猛美 曽矢　猛美 平12.10. 1矯歯 診療所
     ク 仙台市青葉区中央　３－２－１６常　勤:    2 移転 現存
     第２ＭＫビル　５Ｆ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5265131958  コンバイ歯科医院 〒980-0803 022-268-9129西本　根培 西本　根培 昭63. 5. 1歯   診療所
     仙台市青葉区国分町　３ー８ー３常　勤:    2 新規 現存
     ー１０１ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5275132006  宮内歯科医院 〒989-3126 022-392-5515宮内　昭穂 宮内　昭穂 平14. 2. 1歯   診療所
     仙台市青葉区落合　１－１７－４常　勤:    1 移転 現存
     ５ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5285132030  よねかわ歯科医院 〒989-3127 022-392-5688米川　保 米川　保 昭61.12. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区愛子東　２－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5295132048  アート歯科クリニック〒980-0874 022-227-2888相澤　一夫 相澤　一夫 平元. 3. 1歯   診療所
     仙台市青葉区角五郎　２ー１７ー常　勤:    1 移転 現存
     １２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5305132089  大内歯科診療所 〒980-0021 022-267-8855医療法人光萩会　理事大内　光太郎 平元. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央　４－６－１ 常　勤:    3長　大内光太郎 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5315132121  川平たくま歯科 〒981-0961 022-279-5571医療法人社団たくま歯田熊　和夫 平元. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘　１－５－５常　勤:    1科　理事長　田熊和夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5325132147  医療法人社団セントラ〒980-0021 022-266-4550医療法人社団セントラ伊藤　慎一 平19.10. 1歯   診療所
     ル第一歯科クリニック仙台市青葉区中央　３－４－７南常　勤:    1ル第一歯科クリニック 移転 現存
     町通センタービル１階 (歯       1)　理事長　伊藤慎一 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5335132154  アーバン歯科クリニッ〒980-0011 022-211-8848長田　純一 長田　純一 平 2. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市青葉区上杉　３－３－１７常　勤:    2 新規 現存
     長田ビル２階 (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5345132188  中央歯科 〒981-0914 022-276-2011佐藤　友清 佐藤　友清 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区堤通雨宮町　３ー１常　勤:    1 新規 現存
     ６ライオンズマンション第２－２(歯       1) 平29. 9. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5355132238  やながわ歯科医院 〒980-0811 022-267-0528梁川　誠郎 梁川　誠郎 平 3. 3. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町　１ー１６ー常　勤:    2 移転 現存
     ２１ (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5365132246  国見ヶ丘歯科医院 〒989-3201 022-279-9001齋　基之 斎　基之 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区国見ケ丘　５－５－常　勤:    1 移転 現存
     ２７ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5375132253  歯科アイランド 〒980-0811 022-771-8020島　和雄 島　和雄 昭52. 2. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町　２ー５ー２常　勤:    1 移転 現存
     ２穴吹第１９仙台ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5385132261  伊藤矯正歯科クリニッ〒980-0011 022-213-8541伊藤　智恵 伊藤　智恵 平20.10. 1矯歯 診療所
     ク 仙台市青葉区上杉１－７－２５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5395132287  木下デンタルクリニッ〒980-0011 022-265-2290木下　英次 木下　英次 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 仙台市青葉区上杉　５ー８ー４７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     はりまビル２０２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5405132311  南吉成歯科医院 〒989-3204 022-277-3277遠藤　康子 遠藤　康子 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区南吉成　４ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5415132329  山崎歯科医院 〒980-0011 022-223-3616山崎　正隆 山崎　正隆 平 3. 3.17歯   診療所
     仙台市青葉区上杉　２ー２ー３４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5425132345  星陵歯科クリニック 〒980-0824 022-215-1881半澤　和雄 半澤　和雄 平 3. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区支倉町　４ー３１田常　勤:    1 新規 現存
     沼ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5435132352  神田矯正歯科クリニッ〒981-0904 022-276-6480神田　典生 神田　典生 平 3. 8. 1歯   矯歯 診療所
     ク 仙台市青葉区旭ケ丘　３ー１７ー常　勤:    2 新規 現存
     １８　２Ｆ (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5445132394  みやぎ台歯科診療所 〒989-3214 022-394-5940医療法人光萩会大内歯野崎　直子 平 3.12. 1歯   診療所
     仙台市青葉区みやぎ台　３ー２５常　勤:    4科診療所　理事長　大 新規 現存
     ー６ (歯       4)内光太郎 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5455132402  くにみ野さいとう歯科〒981-0943 022-276-2525斎藤　善広 斎藤　善広 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 仙台市青葉区国見　４ー２ー１ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5465132410  佐藤デンタルオフィス〒980-0021 022-264-3133佐藤　善徳 佐藤　善徳 平12. 9. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市青葉区中央　２－２－５　常　勤:    1 移転 現存
     ７Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5475132428  じゅん歯科クリニック〒989-3204 022-277-4188千葉　淳 千葉　淳 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区南吉成　２ー９ー２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5485132436  おのでら歯科クリニッ〒981-0941 022-277-6480小野寺　秀樹 小野寺　秀樹 平 4. 5. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区菊田町　１ー２５北常　勤:    2 新規 現存
     山片桐ビル２Ｆ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5495132451  田村歯科医院 〒980-0012 022-223-6588磯　清純 磯　清純 平 4. 9. 1歯   診療所
     仙台市青葉区錦町　１－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5505132477  西仙台歯科医院 〒989-3126 022-392-6838鈴木　直子 鈴木　直子 平12.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区落合　１－１８－５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5515132501  サンモール歯科 〒980-0811 022-222-8544鈴木　博保 鈴木　博保 平14. 9. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町　２－７－３常　勤:    1 移転 現存
     サンモールＣＩＴＹビル３階 (歯       1) 平26. 9. 1
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  5525132535  歯科漆山医院 〒980-0801 022-215-8264漆山　尚志 漆山　尚志 平 5. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区木町通　１－４－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5535132543  郡山歯科医院 〒981-0911 022-234-4141郡山　博久 郡山　博久 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区台原　１－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5545132576  岡村歯科医院 〒980-0011 022-263-4141医療法人社団　弘玄会岡村　平八郎 平12.12. 1歯   診療所
     仙台市青葉区上杉　４－６－２０常　勤:    2　理事長　岡村　平八 移転 現存
     (歯       2)郎 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5555132584  大内歯科医院 〒980-0871 022-224-0440医療法人宏仁会大内歯大内　梨枝子 昭57.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区八幡　３ー４ー５ 常　勤:    1科医院　理事長　大内 組織変更 現存
     (歯       1)　宏文 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5565132618  電力ビル歯科クリニッ〒980-0811 022-225-8353若生　洋子 若生　洋子 平 6. 1. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区一番町　３ー７ー１常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5575132642  旭ケ丘ジュン歯科 〒981-0904 022-301-1707柏﨑　潤 柏﨑　潤 平 6. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　３ー２ー３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5585132659  小山矯正歯科クリニッ〒980-0021 022-214-4187小山　晃 小山　晃 平 6. 4. 1矯歯 歯   診療所
     ク 仙台市青葉区中央　２ー１１ー１常　勤:    2 新規 現存
     ピーサンビル２Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5595132667  クリスロード高橋歯科〒980-0021 022-268-2570高橋　徹 高橋　徹 平 6. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央　２ー５ー１０常　勤:    1 新規 現存
     桜井ビル３Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5605132675  山下歯科クリニック 〒981-0923 022-275-8452医療法人社団山下歯科山下　忍 平 6. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区東勝山　２ー２３ー常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １４ (歯       2)山下　忍 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5615132683  山村歯科医院 〒980-0811 022-222-8113山村　直明 山村　直明 平20.11. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町３－８－３　常　勤:    1 移転 現存
     静芳ビル２階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5625132691  あらまき歯科医院 〒981-0964 022-278-3040西本　真由美 西本　真由美 平 8. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区荒巻中央　１５－２常　勤:    1 移転 現存
     ７－１０８ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5635132709  たかはし歯科医院 〒980-0021 022-227-1296高橋　健一 高橋　健一 平 6. 8.23歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区中央　４ー９ー１５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5645132725  あやし小野歯科 〒989-3128 022-392-0648小野　恭裕 小野　恭裕 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区愛子中央　２－９－常　勤:    1 移転 現存
     １９ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5655132758  医療法人社団シンセテ〒980-0811 022-227-8110医療法人社団シンセテ向山　雄彦 平 7. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ィックデンタルグルー仙台市青葉区一番町　１ー３ー１常　勤:    4ィックデンタルグルー 組織変更 小歯 現存
     プ　歯科ニュージャパ (歯       4)プ　理事長　向山　雄 平28. 1. 1
     ン 非常勤:    1彦
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5665132774  さなだ歯科クリニック〒980-0014 022-225-5928眞田　佳樹 眞田　佳樹 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区本町一丁目１２－２常　勤:    1 移転 歯外 現存
     －２Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5675132790  錦ケ丘歯科クリニック〒989-3123 022-392-0654佐々木　祐子 佐々木　祐子 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区錦ケ丘　１ー３ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5685132824  かめおか歯科 〒980-0867 022-268-1091大内　康弘 大内　康弘 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区川内亀岡北裏丁　６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5695132832  ナオキ歯科医院 〒980-0014 022-711-3871遠藤　直樹 遠藤　直樹 平 7. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区本町　１ー１ー１ア常　勤:    1 新規 現存
     ジュール仙台５階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5705132840  いずみ歯科医院 〒981-0923 022-717-6567泉　芳郎 泉　芳郎 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区東勝山　３－８－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5715132873  ひらつか歯科医院 〒989-3127 022-392-5551平塚　裕 平塚　裕 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区愛子東６－８－１０常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5725132881  濵田歯科医院 〒989-3201 022-277-2655濵田　宏隆 濱田　宏隆 平 8. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区国見ケ丘　１－３３常　勤:    2 交代 現存
     －３ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5735132899  中條幸一デンタルオフ〒981-0913 022-271-5322医療法人中條　理事長中條　幸一 平 8. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ィス 仙台市青葉区昭和町　５－３６渡常　勤:    1　中條幸一 組織変更 歯外 現存
     辺ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5745132949  カジカワ歯科クリニッ〒980-0021 022-711-0658梶川　直裕 梶川　直裕 平15.12. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区中央　１ー１ー１Ｊ常　勤:    1 移転 現存
     Ｒ仙台駅１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5755132956  きまち歯科クリニック〒981-0932 022-219-8858小菅　玲 小菅　玲 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区木町　９ー２２小菅常　勤:    2 新規 歯外 現存
     木町ビル１Ｆ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5765132972  イノマタデンタルクリ〒980-0022 022-266-0022医療法人社団裕歯会　猪股　裕士 平12. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 仙台市青葉区五橋　１ー６ー２ 常　勤:    3理事長　猪股裕士 移転 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5775132980  はやし歯科医院 〒981-0944 022-219-5153林　香 林　香 平 9. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区子平町　１５ー３９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5785133038  柏木歯科医院 〒981-0933 022-275-8241加藤　竜馬 加藤　竜馬 平 9. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区柏木　１ー５ー１９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  5795133046  千葉歯科クリニック 〒981-0961 022-279-4983千葉　文彦 千葉　文彦 平 9.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘　３ー８ー７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5805133079  すみれ歯科医院 〒980-0014 022-266-0848小関　崇史 小関　崇史 平10. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区本町　１ー９ー２浜常　勤:    1 新規 現存
     屋ビル２号館２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5815133087  上杉歯科クリニック 〒980-0011 022-217-0015松井　明彦 松井　明彦 平10. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区上杉　５ー１ー１上常　勤:    1 新規 現存
     杉五番館２Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5825133103  荒巻及川歯科医院 〒981-0965 022-234-2631医療法人社団慈成会　江澤　眞恵 平10. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区荒巻神明町　２－１常　勤:    4理事長　江澤眞惠 組織変更 現存
     １ (歯       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5835133111  Ｉ・Ｔ・Ｓデンタルク〒981-0902 022-275-0989秋保　盛樹 秋保　盛樹 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 仙台市青葉区北根　３－２３－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ９ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5845133194  台原駅前歯科 〒981-0911 022-276-7757佐藤　昌子 佐藤　昌子 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区台原　３－２９－３常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5855133202  すがや歯科医院 〒980-0021 022-721-4155菅谷　行宣 菅谷　行宣 平11. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央　３－１－１９常　勤:    1 新規 現存
     タカラヤＢＬＤＧ　３Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5865133210  阿部晴彦歯科診療所 〒980-0811 022-227-9701阿部　晴彦 阿部　晴彦 平11. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町　１－６－２常　勤:    2 新規 現存
     ２シャンボール一番町　６０５ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5875133236  岡歯科医院 〒980-0802 022-222-1246須藤　圭一 須藤　圭一 平11.11. 1歯   診療所
     仙台市青葉区二日町　１３ー２２常　勤:    1 新規 現存
     ー４０２ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5885133244  歯科あんどう 〒981-0932 022-271-1188安藤　早苗 安藤　早苗 平11.12. 1歯   診療所
     仙台市青葉区木町　９ー２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
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  5895133251  たいら歯科医院 〒980-0001 022-722-8020平　剛 平　剛 平12. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市青葉区中江　２ー１ー２関常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ビル　２Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5905133293  あだち歯科医院 〒980-0022 022-712-8268安達　聡 安達　聡 平12.11. 1歯   診療所
     仙台市青葉区五橋　１－１－４５常　勤:    1 新規 現存
     五橋パークホームズ仙台中央アー(歯       1) 平24.11. 1
     バンコート１１０号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5915133327  歯科ニュージャパン上〒980-0011 022-264-2616向山　貴美子 向山　貴美子 平13. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     杉 仙台市青葉区上杉　２ー３ー４０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5925133335  カタヒラ歯科クリニッ〒980-0812 022-266-0139宋　時澤 宋　時澤 平13. 5. 1歯   歯外 診療所
     ク 仙台市青葉区片平１ー１ー１１カ常　勤:    1 新規 現存
     タヒラビル４Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5935133343  旭ケ丘歯科クリニック〒981-0904 022-275-2911渡辺　正宣 渡辺　正宣 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　３－３４－常　勤:    2 新規 現存
     ６Ｋ＆Ｋビル２Ｆ (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5945133350  山田歯科医院 〒982-0261 022-226-2777山田　真 梅津　文子 平13. 9. 1歯   診療所
     仙台市青葉区折立　３－３－１２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5955133376  上杉サダデンタルオフ〒980-0011 022-726-1202平河内　禎彦 平河内　禎彦 平14. 4. 1歯   診療所
     ィス 仙台市青葉区上杉１－５－２１ユ常　勤:    1 新規 現存
     ーテクノロジービル２Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5965133384  郷家歯科医院 〒989-3128 022-391-7822郷家　則昭 郷家　則昭 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区愛子中央　６－３－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３０－１０２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5975133392  ｐｍｊ木町通デンタル〒980-0801 022-234-5550楠本　雅子 楠本　雅子 平14. 5. 1歯   診療所
     クリニック 仙台市青葉区木町通　２－３－２常　勤:    2 新規 現存
     ８ (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5985133400  ねもと歯科クリニック〒989-3202 022-303-4311根本　充康 根本　充康 平14. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中山台　１－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5995133426  まさみ歯科 〒989-3204 022-277-3688医療法人社団　愛優会小野　正美 平14. 8. 1歯   診療所
     仙台市青葉区南吉成　３－１－２常　勤:    2　理事長　梁川　春美 新規 現存
     ３ (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6005133459  歯科ハーフムーン 〒980-0014 022-264-4826医療法人聖英会　理事朝妻　健太郎 平17.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市青葉区本町３－２－３ 常　勤:    1長　朝妻健太郎 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6015133467  貝ヶ森歯科医院 〒981-0942 022-279-3646堀内　博 堀内　博 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区貝ケ森　３－１０－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １８ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6025133475  スギメ歯科医院 〒981-0962 022-279-7763杉目　博厚 杉目　博厚 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区水の森　３－４１－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6035133483  三浦歯科医院 〒980-0873 022-222-7868三浦　啓伸 三浦　啓伸 平15. 4.26歯   診療所
     仙台市青葉区広瀬町　５－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6045133517  ウェルビーイングプラ〒980-0803 022-222-5960一般社団法人宮城県歯細谷　仁憲 平15. 9. 1歯   診療所
     ザ巡回歯科診療所 仙台市青葉区国分町　１－５－１常　勤:    2科医師会　会長　細谷 新規 現存
     (歯       2)仁憲 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6055133574  宮町歯科医院 〒980-0004 022-711-8817医療法人安心会　理事的場　昌平 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区宮町　１－４－１５常　勤:    2長　佐藤　博 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6065133582  佐々木歯科クリニック〒980-0813 022-264-2862佐々木　寛成 佐々木　寛成 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区米ケ袋　１－２－６常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6075133608  バセロンデンタルオフ〒980-0803 022-264-1068医療法人征輪会　理事鈴木　道治 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ィス 仙台市青葉区国分町３－１－１１常　勤:    1長　鈴木　道治 移転 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6085133640  齋藤歯科医院 〒981-0904 022-233-5051齋藤　俊樹 齋藤　俊樹 平16.11. 1歯   診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　３－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6095133665  歯科クリニック一番町〒980-0811 022-212-6333片倉　一博 片倉　一博 平17. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市青葉区一番町４－５－２５常　勤:    1 新規 現存
     日の出ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6105133681  英士デンタルクリニッ〒981-0904 022-301-6448佐藤　英士 佐藤　英士 平17. 8. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区旭ケ丘１－４２－４常　勤:    1 新規 現存
     ５台原グリーンコーポ１０１号室(歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6115133699  おちあい歯科医院 〒989-3126 022-392-8078飯山　正夫 飯山　正夫 平17. 8. 1歯   診療所
     仙台市青葉区落合１－１７－１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6125133707  おおうち歯科クリニッ〒989-3122 022-302-8036大内　学 大内　学 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市青葉区栗生７－１１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6135133715  岡部歯科医院 〒980-0021 022-262-5655岡部　太一 岡部　太一 平17. 8.22歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区中央３ー４ー２０ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6145133756  高の原歯科医院 〒989-3216 022-394-6887鈴藤　勝巳 鈴藤　勝巳 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区高野原４ー１０ー３常　勤:    1 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6155133764  花岡歯科医院 〒989-3432 022-393-2468花岡　弘二 花岡　弘二 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区熊ケ根字町一番５－常　勤:    2 新規 現存
     ４－１ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6165133772  恵愛会台原歯科医院 〒981-0911 022-273-8148医療法人恵愛会台原歯福原　浩 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区台原４ー１２ー３ 常　勤:    1科医院　理事長　福原 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)浩 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6175133780  アクア歯科クリニック〒980-0014 022-264-4750医療法人双喜会　理事薄衣　忠 平18. 1. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市青葉区本町２－１５－１５常　勤:    1長　佐藤忠 組織変更 現存
     　吉祥乃ビル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6185133798  古内歯科クリニック 〒980-0021 022-268-2886古内　泰生 古内　泰生 平18. 2. 1歯   歯外 診療所
     仙台市青葉区中央２－２－１０仙常　勤:    1 移転 現存
     都会館３Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
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  6195133806  錦町公園歯科医院 〒980-0014 022-223-3002藤吉　健一郎 藤吉　健一郎 平18. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市青葉区本町２－１２－１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6205133822  歯科ソレイユ 〒981-0966 022-719-6620菖蒲　正宏 菖蒲　正宏 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区荒巻本沢２－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １１エステート杜２０１号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6215133830  松尾歯科医院 〒981-0907 022-234-5504松尾　浩英 松尾　浩英 平18. 5. 4歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市青葉区高松２－１１－７４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6225133848  Ｋ’Ｓデンタルクリニ〒981-0943 022-728-7667加藤　博昭 加藤　博昭 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     ック 仙台市青葉区国見１－１９－６国常　勤:    1 新規 現存
     見ハイツ３－１０２ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6235133855  中島丁、馬渕歯科・矯〒980-0871 022-222-6488馬渕　量平 馬渕　量平 平18.12. 1歯   矯歯 診療所
     正歯科 仙台市青葉区八幡１－１０－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6245133871  サルーテ歯科クリニッ〒980-0811 022-266-8241小澤　雄樹 小沢　雄樹 平19. 2. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区一番町４－５－４０常　勤:    2 新規 現存
     おの万一番町ビル４Ｆ (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6255133905  さくらい歯科医院 〒980-0814 022-393-6480桜井　康全 桜井　康全 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区霊屋下２－１０朝日常　勤:    1 新規 現存
     プラザ広瀬川１０５ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6265133913  鈴木歯科医院 〒980-0871 022-393-4134鈴木　健一 鈴木　健一 平19. 7. 1歯   診療所
     仙台市青葉区八幡１－４－２２裳常　勤:    1 新規 現存
     栄ハイツ１Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6275133939  いいづか歯科 〒980-0871 022-342-0314飯塚　俊輔 飯塚　俊輔 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区八幡３－１－５０レ常　勤:    4 新規 現存
     キシントンプラザ八幡２Ｆ (歯       4) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6285133954  はた歯科こども歯科 〒989-3126 022-391-8688畑　弘子 畑　弘子 平19.12. 1小歯 歯   矯歯診療所
     仙台市青葉区落合５－２５－５３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6295133988  勾当台デンタルクリニ〒980-0014 022-352-8881医療法人社団高緩会　伊藤　秀寿 平20. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ック 仙台市青葉区本町２－１６－１５常　勤:    1理事長　吉田伯美 新規 現存
     －２階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6305134010  イノマタデンタルクリ〒980-0021 022-343-8566医療法人社団裕歯会　斉藤　裕佳 平20. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ニック 仙台市青葉区中央３－１－１　ほ常　勤:    2理事長　猪股　裕士 新規 現存
     うげつビル５Ｆ (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6315134028  仙台ときわ歯科 〒980-0801 022-223-1022荘司　伸樹 荘司　伸樹 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区木町通１－３－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6325134051  三宅歯科 〒980-0013 022-215-7755医療法人社団けやきの三宅　重光 平20.10. 1歯   診療所
     仙台市青葉区花京院２－１－９ 常　勤:    1杜審美会　理事長　三 組織変更 現存
     (歯       1)宅　重光 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6335134069  小野寺歯科医院 〒980-0013 022-222-1245小野寺　勇司 小野寺　勇司 平20.10.28歯   診療所
     仙台市青葉区花京院１－４－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.10.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6345134077  ホワイトブライトデン〒980-0021 022-715-3748医療法人社団　誠歯会大津　一二 平23. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     タルオフィス 仙台市青葉区中央１丁目１０番１常　勤:    1　理事長　大津　一二 移転 現存
     号　４階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6355134119  大手町かわた歯科 〒980-0805 022-399-8295医療法人欅会　理事長川田　哲男 平22. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区大手町６－１９ 常　勤:    2　川田　哲男 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6365134127  飛田歯科医院 〒981-0931 022-273-0103飛田　豪 飛田　豪 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区北山三丁目１－１５常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6375134135  いき歯科クリニック 〒980-0811 022-213-6480医療法人いき歯科クリ壹岐　勝則 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区一番町１丁目１１－常　勤:    1ニック　理事長　壹岐 新規 現存
     ２９イキビル１Ｆ (歯       1)　勝則 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6385134143  地方職員共済組合宮城〒980-8570 022-211-2255地方職員共済組合宮城阿部　育子 平22. 4. 1歯   診療所
     県支部歯科診療所 仙台市青葉区本町三丁目８番１号常　勤:    1県支部長　宮城県知事 新規 現存
     (歯       1)　村井　嘉浩 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6395134150  ひろせ歯科 〒989-3127 022-398-4655佐藤　繁久 佐藤　繁久 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区愛子東１丁目８番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6405134176  プレミア歯科仙台 〒980-0811 022-714-2038高橋　重寿 高橋　重寿 平22. 8. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町１－９－１仙常　勤:    7 新規 現存
     台トラストタワー３Ｆ (歯       7) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6415134184  デンタルフラッグ・ス〒980-0802 022-721-0731前澤　訓 前澤　訓 平22.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     テージ二日町 仙台市青葉区二日町７－６第５ダ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     イキンビル２Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6425134192  マサキデンタルクリニ〒980-0811 022-398-9877元山　正樹 元山　正樹 平22.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック　Ｐｌａｔｉｎｕ仙台市青葉区一番町３丁目３番６常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ｍ　Ｏｆｆｉｃｅ 号星和仙台ビル２Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6435134218  北仙台タナカ歯科・タ〒981-0913 022-779-5263田中　康二朗 田中　康二朗 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ナカこども歯科クリニ仙台市青葉区昭和町４－３北仙台常　勤:    2 新規 現存
     ック ひまわりビル２Ｆ (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6445134226  太田歯科クリニック 〒981-0961 022-277-2217太田　有美 太田　有美 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘５－３９－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6455134234  百合デンタルクリニッ〒989-3122 022-391-7280花岡　百合江 花岡　百合江 平23. 5. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区栗生４丁目１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 5. 1
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  6465134259  定禅寺デンタルクリニ〒980-0822 022-263-6480後藤　良介 後藤　良介 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 仙台市青葉区立町２６－１３－２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6475134275  さとう歯科医院 〒989-3126 022-748-5767佐藤　大直 佐藤　大直 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区落合２丁目６－８ウ常　勤:    1 新規 現存
     ェルステージ丸浩弐番館１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6485134283  かみすぎハート歯科ク〒980-0011 022-265-6480横山　政宣 横山　政宣 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     リニック 仙台市青葉区上杉１－１２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6495134291  仙台歯科医院トモ・デ〒980-0811 022-738-9118増田　知弘 増田　知弘 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 仙台市青葉区一番町１丁目４－１常　勤:    1 新規 現存
     ワールドビル１Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6505134317  光歯科 〒981-0944 022-234-0033西村　一将 西村　一将 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区子平町１５－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6515134341  広瀬通り立町デンタル〒980-0822 022-395-8444栗山　龍一郎 栗山　龍一郎 平24. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     オフィス 仙台市青葉区立町１－３広瀬通Ｋ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｋビル１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6525134358  菱沼歯科 〒980-0801 022-261-6215福地　英子 福地　英子 平24. 9. 1歯   診療所
     仙台市青葉区木町通１－２－３０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6535134366  ささゆき歯科クリニッ〒980-0021 022-266-6884岡谷　雪恵 岡谷　雪恵 平24. 8. 1歯   診療所
     ク 仙台市青葉区中央１丁目６番２７常　勤:    1 交代 現存
     号仙信ビル１Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6545134374  仙台歯科クリニック 〒981-0905 022-346-9180原田　久清 原田　久清 平25. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区小松島４－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6555134382  杜の都中央歯科クリニ〒980-0801 022-211-1090豊原　大業 豊原　大業 平25. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 仙台市青葉区木町通１－６－３２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     晩翠ウイングビル２０１ (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6565134408  医療法人社団藤栄会　〒980-0802 022-797-4471医療法人社団藤栄会　大場　麻美 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台デンタルクリニッ仙台市青葉区二日町７番２８号エ常　勤:    2理事長　大西　晋介 移転 現存
     ク ーブルスペースビル２階 (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6575134424  仙台駅前ささき歯科ク〒980-0021 022-721-1192佐々木　具文 佐々木　具文 平25. 4. 1歯   診療所
     リニック 仙台市青葉区中央２－１－７アイ常　勤:    1 新規 現存
     リス青葉ビル４Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6585134432  今井デンタルクリニッ〒980-0871 022-797-4652今井　信一 今井　信一 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク　おとなとこどもの仙台市青葉区八幡３－３－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     歯科 (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6595134440  ササモリデンタルクリ〒980-0014 022-265-9181笹森　傑 笹森　傑 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 仙台市青葉区本町２－１３－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6605134457  歯科定禅寺ヒルズ 〒980-0803 022-796-0988医療法人社団ササキ歯佐々木　祐子 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区国分町３－３－１定常　勤:    2科クリニック　理事長 新規 矯歯 現存
     禅寺ヒルズ７階 (歯       2)　佐々木　一久 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6615134465  医療法人クリエイティ〒980-0022 022-346-7558医療法人クリエイティ佐藤　廉也 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ングスマイルズ　五橋仙台市青葉区五橋２－１１－１シ常　勤:    1ングスマイルズ　理事 組織変更 歯外 現存
     デンタルクリニック ョーケー本館ビル１Ｆ (歯       1)長　佐藤　廉也 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6625134473  ライフ・デンタル・オ〒980-0802 022-212-8461医療法人社団　羽藤会羽藤　伸一 平25. 7. 1歯   診療所
     フィス 仙台市青葉区二日町１７－２７同常　勤:    2　理事長　羽藤　伸一 組織変更 現存
     興ビル３Ｆ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6635134481  ルミエールデンタルク〒980-0011 022-796-3948甲田　恭子 甲田　恭子 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 仙台市青葉区上杉１－７－２０上常　勤:    1 新規 現存
     杉住研ビル３Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6645134507  ヤブキデンタルオフィ〒989-3122 022-796-6795矢吹　基 矢吹　基 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ス 仙台市青葉区栗生６－１１－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6655134515  やまもと歯科 〒981-0911 022-725-3101山本　未央 山本　未央 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区台原１－２－５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6665134531  二日町歯科クリニック〒980-0802 022-302-5971小林　博樹 小林　博樹 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区二日町８－１Ｓｅｎ常　勤:    1 新規 現存
     ｄａｉ　ＳＴＵＤＥＮＴ　ＣＯＵ(歯       1) 平26. 6. 1
     ＲＴ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6675134549  猪苗代歯科 〒981-0811 022-223-8327医療法人緑友会　理事猪苗代　雅俊 平26. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区一番町３－３－１　常　勤:    1長　猪苗代　雅俊 組織変更 現存
     ｋｕｒａｘビル６Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6685134556  ステディー・デンタル〒980-0013 022-211-6266一般財団法人麻田会　林　尚徳 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 仙台市青葉区花京院１－２－１５常　勤:    1理事長　麻田　孝俊 新規 現存
     ソララプラザ２０１号 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6695134564  ゆうデンタル北仙台ク〒981-0917 022-725-7561髙橋　佑 髙橋　佑 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 仙台市青葉区葉山町１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6705134580  みなみ歯科クリニック〒981-0952 022-719-8288南　文将 南　文将 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区中山７－２－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6715134598  北仙台山口デンタルク〒981-0913 022-725-8180山口　晃史 山口　晃史 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 仙台市青葉区昭和町５－５０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6725134614  千葉デンタルオフィス〒981-0935 022-727-6480千葉　貴治 千葉　貴治 平27. 8. 1歯   小歯 診療所
     仙台市青葉区三条町１６－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
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  6735134622  西原歯科医院 〒981-0952 022-303-6480医療法人結愛会　理事西原　大輔 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区中山２－１－１８ 常　勤:    2長　西原　大輔 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6745134630  医療法人ＧｏｏｄＳｍ〒981-0915 022-233-8077医療法人ＧｏｏｄＳｍ山田　喜広 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ｉｌｅｓ　鹿島デンタ仙台市青葉区通町２－１７－９ 常　勤:    4ｉｌｅｓ　理事長　山 組織変更 現存
     ルオフィス (歯       4)田　喜広 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6755134655  小松島歯科医院 〒981-0905 022-717-6255松尾　寛 松尾　寛 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市青葉区小松島４－１５－３常　勤:    1 新規 現存
     ０ロイヤルヒルズオガタ　１０１(歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6765134663  エスパル仙台　デンタ〒980-0021 022-355-8439医療法人社団　勝和会小堤　里紗 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ルＮｅｏ 仙台市青葉区中央１－１－１エス常　勤:    2　理事長　虻江　勝 新規 矯歯 現存
     パル仙台４階 (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6775134671  エイコデンタルケア 〒980-0801 022-797-5250吉田　英子 吉田　英子 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区木町通１－６－２８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ライオンズマンション晩翠通２Ｆ(歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6785134689  北四番丁神田歯科 〒980-0011 022-796-4331神田　佳明 神田　佳明 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市青葉区上杉１－１７－２０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     第６銅谷ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6795134697  舘歯科医院 〒981-0954 022-346-8143舘　洋平 舘　洋平 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区川平２－１９－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6805134713  医療法人本町たなか歯〒980-0014 022-268-5321医療法人本町たなか歯田中　大介 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     科医院 仙台市青葉区本町２－９－７　仙常　勤:    2科医院　理事長　田中 組織変更 現存
     台ＹＦビル２Ｆ (歯       2)　大介 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    72 頁

  6815134721  仙台矯正歯科クリニッ〒980-0021 022-714-4187医療法人オーソワーク三谷　英稔 平28. 7. 1矯歯 診療所
     ク 仙台市青葉区中央３－１－２２Ｅ常　勤:    2ス　理事長　三谷　英 組織変更 現存
     ＱＵＩＮＩＡ青葉通り９Ｆ (歯       2)稔 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6825134739  医療法人明徳会　青葉〒989-3123 022-302-7087医療法人明徳会　理事戸川　元一 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西デンタルクリニック仙台市青葉区錦ケ丘１－１－２ 常　勤:    2長　衣斐　明 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6835134747  勾当台公園歯科 〒980-0802 022-263-5128鈴木　欧介 鈴木　欧介 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区二日町２－６　丸山常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ビル２Ｆ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6845134754  かんざき歯科医院 〒980-0801 022-263-1386菅崎　紳 菅崎　紳 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区木町通１－１－１８常　勤:    3 交代 歯外 現存
     　リジオーバル３Ｆ (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6855134762  医療法人一期一会　西〒980-0803 022-797-5579医療法人一期一会　理西村　真 平29. 1. 1矯歯 歯   診療所
     村矯正歯科クリニック仙台市青葉区国分町２－２－５　常　勤:    2事長　西村　真 組織変更 現存
     柴崎ビル１Ｆ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6865134770  ヨシノデンタルクリニ〒981-0908 022-352-8008医療法人社団ヨシノデ吉野　英司 平29. 1. 1歯   小   歯外診療所
     ック 仙台市青葉区東照宮２－２－７ 常　勤:    2ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     (歯       2)事長　吉野　英司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6875134788  杉山歯科医院 〒980-0011 022-222-2898医療法人杉山歯科医院杉山　豊 平29. 1. 1歯   診療所
     仙台市青葉区上杉４－１－４７ 常　勤:    1　理事長　杉山　豊 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6885134796  細川ファミリー歯科ク〒980-0801 022-725-6477細川　亮一 細川　亮一 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 仙台市青葉区木町通２－３－２２常　勤:    1 新規 現存
     　内海ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6895134804  悠の杜歯科診療所 〒980-0011 022-395-6585今井　悠二 今井　悠二 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区上杉２－４－２１リ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     バーシティ上杉１０２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6905134820  なごみ歯科　仙台 〒980-0021 022-302-4188丸尾　貴之 丸尾　貴之 平29. 6. 1歯   診療所
     仙台市青葉区中央１丁目６－２５非常勤:    2 新規 現存
     東映堂仙台ビル６０４ (歯       2) 平29. 6. 1
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  6915134838  なかじょう矯正歯科ク〒989-3126 中條　哲 中條　哲 平29. 7. 1矯歯 診療所
     リニック 仙台市青葉区落合５丁目１５－４常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6925134846  萌芽の森クリニック・〒980-0871 022-268-5441医療法人五葉萌芽会　五十嵐　博恵 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 仙台市青葉区八幡三丁目１３番５常　勤:    4理事長　五十嵐　博恵 移転 矯歯 現存
     号 (歯       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6935134853  ごとう歯科 〒980-0022 022-266-4181後藤　裕一朗 後藤　裕一朗 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市青葉区五橋１丁目７－１５常　勤:    1 新規 現存
     ピースビル五橋１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6945134861  医療法人社団ブライト〒980-0811 022-226-8211医療法人社団ブライト金子　正明 平30. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     デンタルケア　仙台リ仙台市青葉区一番町三丁目６番１常　勤:    2デンタルケア　理事長 新規 歯外 現存
     ボン歯科・矯正歯科 一番町平和ビル３階　３０４号 (歯       2)　金子　正明 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6955134879  せんだい中央通り歯科〒980-0811 022-264-1221医療法人ＣＦＴ　理事高見澤　哲矢 平30. 4. 1歯   診療所
     仙台市青葉区一番町３丁目１番１常　勤:    1長　高見澤　哲矢 移転 現存
     ８号しまぬきビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6965134887  桜ヶ丘歯科医院 〒981-0961 022-278-8344加藤　浩 加藤　浩 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘６丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6975230115  佐々木歯科医院 〒983-0824 022-251-0713佐々木　善夫 佐々木　善夫 昭47. 9. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷　３－８－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6985230214  村上歯科医院 〒983-0011 022-258-7614村上　正博 村上　正博 昭53. 6. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区栄　２－２３－８常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6995230230  原町歯科医院 〒983-0841 022-295-7085鈴木　和之 鈴木　和之 昭54. 1. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区原町　２ー３ー５常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7005230263  川村歯科医院 〒983-0023 022-259-3022川村　秋夫 川村　秋夫 平10.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区福田町　１－２－常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  7015230271  長谷歯科クリニック 〒983-0837 022-291-6480長谷　剛史 長谷　剛史 昭55.11. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区枡江　１０－２３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7025230313  松田歯科医院 〒983-0821 022-255-7575松田　豊 松田　豊 昭56. 7. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区岩切字三所南　１常　勤:    4 新規 現存
     ０７－１ (歯       4) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7035230354  にがたけホワイト歯科〒983-0036 022-236-4444酒井　信 酒井　信 平17. 7. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区苦竹１－４－４５常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7045230388  鶴ケ谷歯科医院 〒983-0823 022-252-5141阿部　亮 阿部　亮 昭57. 4. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区燕沢　２ー１７ー常　勤:    1 新規 現存
     ３７ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7055230412  斎藤歯科医院 〒983-0821 022-255-6611斎藤　利夫 斎藤　利夫 昭58. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区岩切字今市　６７常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7065230438  星歯科医院 〒983-0867 022-299-2391星　哲 星　哲 昭58. 7. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区鉄砲町東４－１５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7075230446  はぎの歯科・矯正歯科〒983-0043 022-231-2859山影　俊一 山影　俊一 平 6.12. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市宮城野区萩野町　１ー１３常　勤:    2 移転 現存
     ー８ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7085230495  南歯科医院 〒983-0833 022-252-5535南　秀樹 南　秀樹 昭61. 5. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区東仙台　１ー１ー常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7095230529  サトウ歯科・クリニッ〒983-0037 022-238-4188佐藤　修久 佐藤　修久 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市宮城野区平成　１ー２３ー常　勤:    1 新規 現存
     ２３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7105230537  藤田歯科医院 〒983-0012 022-259-6575藤田　幸雄 藤田　幸雄 昭62. 7. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区出花　２－３－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7115230545  しらとり歯科医院 〒983-0006 022-258-8210西村　郁夫 西村　郁夫 昭62. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市宮城野区白鳥　１－２－２常　勤:    1 移転 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7125230560  さくらい歯科医院 〒983-0826 022-252-5550櫻井　聡 櫻井　聡 昭63.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷東　４ー７常　勤:    1 新規 現存
     ー２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7135230578  田子歯科医院 〒983-0021 022-259-8141小川　貢 小川　貢 昭64. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区田子　３ー３ー７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7145230628  石井歯科矯正歯科医院〒983-0005 022-259-7377石井　清和 石井　清和 平元. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区福室　３ー２ー４常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7155230644  郷家第一歯科医院 〒983-0005 022-258-0072郷家　智春 郷家　智春 平元. 4. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区福室　７－１－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7165230693  佐々木歯科医院 〒983-0014 022-259-9351佐々木　英夫 佐々木　英夫 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市宮城野区高砂　１－２０－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7175230735  コグレ歯科クリニック〒983-0045 022-299-2882古暮　好昭 古暮　好昭 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区宮城野　１ー７ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7185230768  クレア歯科クリニック〒983-0833 022-290-0045東條　達 東條　達 平21.11. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区東仙台４－１４－常　勤:    1 移転 現存
     ８ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7195230776  アップル歯科クリニッ〒983-0825 022-252-5612阿部　けい子 阿部　けい子 平 3.12. 1歯   診療所
     ク 仙台市宮城野区鶴ケ谷北　１ー１常　勤:    1 新規 現存
     ７ー１ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7205230784  くるみ歯科医院 〒983-0032 022-254-5326今野　喜美子 今野　喜美子 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区仙石　２６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7215230792  医療法人宮城野歯科医〒983-0047 022-293-6170医療法人宮城野歯科医三浦　荘一郎 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 仙台市宮城野区銀杏町　１８－１常　勤:    1院　理事長　三浦荘一 組織変更 現存
     ０ (歯       1)郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7225230826  もりや歯科 〒983-0824 022-252-5418守屋　光孝 守屋　光孝 平 5. 2. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷　２－８－常　勤:    2 新規 現存
     ７ (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7235230834  スガワラ歯科クリニッ〒983-0014 022-254-8998菅原　和弘 菅原　和弘 平25. 8.11歯   小歯 診療所
     ク 仙台市宮城野区高砂１－３０７－常　勤:    2 移転 現存
     ３ (歯       2) 平25. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7245230859  岡田歯科医院 〒983-0003 022-258-3000医療法人社団伸生会　沼田　伸一 平 5. 7. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市宮城野区岡田字南在家　９常　勤:    1理事長　沼田伸一 組織変更 現存
     １－３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7255230875  鶴巻田島歯科 〒983-0024 022-254-3341田島　守 田島　守 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市宮城野区鶴巻　２－３－２常　勤:    1 移転 現存
     ９ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7265231006  カワムラ歯科クリニッ〒983-0836 022-297-1130川村　貴 川村　貴 平 8. 4. 1歯   診療所
     ク 仙台市宮城野区幸町　２－２２－常　勤:    1 新規 現存
     ２７ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7275231014  おいかわ歯科医院 〒983-0833 022-297-0081及川　清春 及川　清春 平 8. 5. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区東仙台　４－３－常　勤:    1 新規 現存
     ６コーラルビル２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7285231022  阿部歯科医院 〒983-0841 022-256-0606阿部　幸造 阿部　幸造 平 9. 3. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区原町　２ー３ー４常　勤:    1 交代 現存
     ６ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7295231055  自由ケ丘歯科クリニッ〒983-0831 022-251-7005大村　ひろみ 大村　ひろみ 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市宮城野区自由ケ丘　８ー２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7305231063  田村隆歯科医院 〒983-0021 022-388-8508田村　隆 田村　隆 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区田子　２－４２－常　勤:    1 新規 現存
     １４伊藤ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7315231071  吉中歯科医院 〒983-0021 022-786-7866吉中　晋 吉中　晋 平16. 7. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区田子　１－２４－常　勤:    1 移転 現存
     ５３ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7325231105  ぬかつか矯正歯科クリ〒983-0852 022-295-4655医療法人社団ぬかつか糠塚　重徳 平11. 7. 1矯歯 診療所
     ニック 仙台市宮城野区榴岡　４－５－５常　勤:    2矯正歯科クリニック　 組織変更 現存
     ＫＴビル４Ｆ (歯       2)理事長　糠塚　重徳 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7335231121  ぽぷら歯科クリニック〒983-0822 022-252-6477郷家　美隆 郷家　美隆 平11.10. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区燕沢東　１ー６ー常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7345231147  岩切歯科医院 〒983-0821 022-255-9835佐藤　実 佐藤　実 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区岩切字洞ノ口１０常　勤:    1 移転 現存
     ８－７ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7355231154  たかはし歯科 〒983-0005 022-387-8241髙橋　潤也 髙橋　潤也 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区福室　５－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7365231196  つつじがおか歯科・矯〒983-0852 022-792-7521台丸谷　浩子 台丸谷　浩子 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     正歯科 仙台市宮城野区榴岡　３－１１－常　勤:    2 新規 現存
     １３ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7375231238  医療法人社団青葉会　〒983-0038 022-236-8241医療法人社団　青葉会鈴木　敬 平16. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かさはら歯科医院 仙台市宮城野区新田　１－１９－常　勤:    9　理事長　笠原　一規 移転 現存
     ５４ (歯       9) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7385231246  コスモス歯科クリニッ〒983-0833 022-252-1005末永　美代子 末永　美代子 平14. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市宮城野区東仙台　１－７－常　勤:    1 新規 現存
     ２８ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7395231279  医療法人社団飛翔会　〒983-0852 022-291-7707医療法人社団飛翔会　鈴木　裕子 平15. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ＡｖｅｎｕｅＤｅｎｔ仙台市宮城野区榴岡　１－２－１常　勤:    2理事長　小田島　正博 新規 現存
     ａｌＣｌｉｎｉｃ ０－６Ｆ (歯       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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  7405231287  太郎丸歯科医院 〒983-0864 022-293-5780医療法人浩仁会太郎丸太郎丸　浩 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区名掛丁２０３－２常　勤:    1歯科医院　理事長　太 移転 現存
     (歯       1)郎丸　浩 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7415231295  杉山歯科クリニック 〒983-0821 022-255-1881杉山　泰幸 杉山　泰幸 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区岩切字洞ノ口　２常　勤:    1 新規 現存
     ２９－１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7425231311  佐々木ファミリー歯科〒983-0824 022-388-3880佐々木　収 佐々木　収 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷　８－１－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２０ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7435231329  杜の歯科クリニック 〒983-0836 022-293-8755高橋　成志 高橋　成志 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区幸町　５－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １イオン仙台幸町ショッピングセ(歯       1) 平27.11. 1
     ンター２Ｆ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7445231345  山田歯科医院 〒983-0841 022-291-8457山田　洋一 山田　洋一 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区原町　１－２－３常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7455231360  小野寺歯科クリニック〒983-0005 022-786-1881小野寺　康充 小野寺　康充 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区福室　６－１２－常　勤:    1 新規 現存
     ３９ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7465231386  あやこ歯科クリニック〒983-0821 022-255-1184目黒　史子 目黒　史子 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区岩切字今市東　２常　勤:    1 新規 現存
     ９５－２ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7475231394  わかみや歯科 〒983-0821 022-396-2535井坂　詠子 井坂　詠子 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区岩切字若宮前　４常　勤:    1 新規 現存
     ６－１アートキャッスル１０７ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7485231402  岩谷歯科医院 〒983-0014 022-259-5688岩谷　眞一 岩谷　眞一 平16.10. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区高砂　１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５高砂関弐番館３０７号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7495231428  扇町歯科医院 〒983-0034 022-239-1337齊藤　博樹 齊藤　博樹 平17. 8. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区扇町３－２－２５常　勤:    1 新規 現存
     －３０５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7505231444  光倫歯科医院 〒983-0045 022-296-5771高橋　幹夫 高橋　幹夫 平18. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市宮城野区宮城野２－１０－常　勤:    1 移転 歯外 現存
     ３０ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7515231451  きぼう園重度心身障害〒983-0838 022-293-1054松尾　浩英 松尾　浩英 平18. 5. 4歯   診療所
     者歯科診療所 仙台市宮城野区二の森１４－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7525231469  医療法人社団青葉会パ〒983-0039 022-236-8211医療法人社団青葉会　相澤　一巳 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ーク歯科クリニック 仙台市宮城野区新田東５－１３－常　勤:    1理事長　笠原一規 新規 現存
     １グランウィング１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7535231477  安田歯科医院 〒983-0828 022-797-5110安田　隆行 安田　隆行 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市宮城野区岩切分台３－３－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ８ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7545231485  くぼた矯正歯科クリニ〒983-0039 022-395-5888久保田　衛 久保田　衛 平24.11.12矯歯 診療所
     ック 仙台市宮城野区新田東２－１４－常　勤:    1 移転 現存
     ６ (歯       1) 平24.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7555231493  まさこ歯科クリニック〒983-0039 022-788-3386医療法人社団雅会　理佐藤　雅子 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区新田東１－１０－常　勤:    1事長　佐藤　雅子 組織変更 現存
     １－１０１ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7565231501  くりばら歯科医院 〒983-0869 022-349-8176栗原　直之 栗原　直之 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区鉄砲町西１－１３常　勤:    1 新規 現存
     ル・ブランノワール　１Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7575231519  仙台中央歯科医院 〒983-0852 022-293-1153西山　昭成 西山　昭成 平21. 5. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区榴岡一丁目７－１常　勤:    3 交代 現存
     ５サニービル２０２ (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7585231527  東宮城野歯科医院 〒983-0042 022-284-0566医療法人安心会　理事島中　佑 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区東宮城野４番２号常　勤:    2長　佐藤　博 新規 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  7595231543  佐藤歯科医院 〒983-0838 022-256-3611佐藤　信義 佐藤　信義 平22. 1. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区二の森３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7605231550  千葉歯科医院 〒983-0841 022-256-4798千葉　宏 千葉　宏 平22. 2.20歯   診療所
     仙台市宮城野区原町３－７－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7615231576  新田東歯科クリニック〒983-0039 022-236-8101医療法人新田東歯科ク加納　陽子 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区新田東三丁目１番常　勤:    1リニック　理事長　加 組織変更 現存
     地５ (歯       1)納　陽子 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7625231584  Ｔ＆Ｔ　Ｄｅｎｔａｌ〒983-0045 022-256-8018渥美　知洋 渥美　知洋 平22. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     Ｏｆｆｉｃｅ 仙台市宮城野区宮城野１－２－４常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ５ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7635231618  五輪歯科医院 〒983-0842 022-297-3166佐藤　亜樹子 佐藤　亜樹子 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区五輪２－１０－７常　勤:    2 交代 現存
     ハイブリッジマンション１Ｆ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7645231634  ツルタ歯科クリニック〒983-0011 022-786-5775鶴田　聖人 鶴田　聖人 平23. 6. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区栄４丁目９－１１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7655231659  色川歯科医院 〒983-0023 022-259-4145色川　正俊 色川　正俊 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区福田町１－１０－常　勤:    2 交代 現存
     ３７ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7665231667  ながや歯科医院 〒983-0835 022-257-1876長屋　道人 長屋　道人 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区大梶７－１０ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7675231691  医療法人社団青葉会　〒983-0852 022-256-4182医療法人社団青葉会　脇川　大介 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台つつじがおか歯科仙台市宮城野区榴岡三丁目２番地常　勤:    1理事長　笠原　一規 新規 歯外 現存
     １－２Ｆ (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  7685231709  相沢歯科医院 〒983-0044 022-237-3003相澤　富子 相澤　富子 平24.11. 8歯   診療所
     仙台市宮城野区宮千代１丁目１９常　勤:    2 交代 現存
     －１０ (歯       2) 平24.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7695231758  高砂歯科クリニック 〒983-0005 022-259-7711沼倉　宏利 沼倉　宏利 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区福室２－６－２４常　勤:    1 新規 現存
     仙台医療館３Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7705231766  ひまわりデンタルクリ〒983-0841 022-353-7631小川　匡仁 小川　匡仁 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 仙台市宮城野区原町２丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ３－１ (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7715231824  医療法人　仙台東口矯〒983-0864 022-781-8556医療法人　仙台東口矯堀内　淳 平26. 7. 1矯歯 歯   歯外診療所
     正歯科 仙台市宮城野区名掛丁２０５－５常　勤:    1正歯科　理事長　堀内 組織変更 小歯 現存
     　１Ｆ (歯       1)　淳 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7725231832  玉木歯科クリニック 〒983-0039 022-231-8511玉木　光雄 玉木　光雄 平26.11. 1歯   診療所
     仙台市宮城野区新田東１－８－４常　勤:    1 交代 現存
     クリアフォレスト１Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7735231840  仙台第一歯科医院 〒983-0043 022-238-6070医療法人仙禮会　理事齋藤　修 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区萩野町２－５－４常　勤:    1長　齋藤　修 組織変更 現存
     　１０２号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7745231857  うねおか歯科クリニッ〒983-0833 022-355-8217宇根岡　實 宇根岡　實 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市宮城野区東仙台２－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ５６　２Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7755231865  仙台ファースト歯科 〒983-0862 022-794-8810村上　翔 村上　翔 平27. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区二十人町３０６－常　勤:    4 新規 歯外 現存
     １７－１Ｆ (歯       4) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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  7765231881  ノーブルデンタルクリ〒983-0852 022-253-6141吉中　光太朗 吉中　光太朗 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック仙台 仙台市宮城野区榴岡４－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7775231899  榴ヶ岡駅前歯科医院 〒983-0852 022-256-6001医療法人安心会　理事櫻井　良 平27.11. 2歯   診療所
     仙台市宮城野区榴岡５－１２－３常　勤:    1長　佐藤　博 新規 現存
     ６　１Ｆ (歯       1) 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7785231915  小野歯科医院 〒983-0852 022-299-8055小野　貴之 小野　貴之 平27.10.25歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市宮城野区榴岡４－１２－５常　勤:    1 交代 歯外 現存
     第１さくらビル３Ｆ (歯       1) 平27.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7795231923  ＢＩＧ　ＤＥＮＴＡＬ〒983-0005 022-254-2008医療法人えがおの会　小野　大輔 平28. 4. 1歯   歯外 診療所
     　ＯＦＦＩＣＥ 仙台市宮城野区福室２－６－３５常　勤:    1理事長　山崎　慎司 新規 現存
     ザビッグエクスプレス陸前高砂駅(歯       1) 平28. 4. 1
     前店
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7805231931  仙台きずな歯科クリニ〒983-0868 022-299-0081医療法人明倫会　理事菅原　康太 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 仙台市宮城野区鉄砲町中４－２　常　勤:    1長　千葉　明宏 新規 矯歯 現存
     ２０３号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7815231949  山内歯科医院 〒983-0038 022-236-1676山内　真知 山内　真知 平28. 5.16歯   小歯 診療所
     仙台市宮城野区新田２－１－２３常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7825231956  仙台　ＨＡＰＰＹ　Ｄ〒983-0862 022-794-8543小松　晋弥 小松　晋弥 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＥＮＴＡＬ 仙台市宮城野区二十人町３０７－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ８ブリスフルフォート仙台駅東１(歯       1) 平28.11. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7835231964  医療法人天馬会デンタ〒983-0036 022-236-8778医療法人天馬会　理事齋藤　ふく子 平29. 1. 1歯   診療所
     ルクス仙台 仙台市宮城野区苦竹１－９－１　常　勤:    1長　神津　直子 新規 現存
     １Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7845231980  スウェーデンデンタル〒983-0851 022-299-0412菅野　太郎 菅野　太郎 平29. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台 仙台市宮城野区榴ケ岡１－６－１常　勤:    3 交代 歯外 現存
     ヤマダイビル (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7855231998  東仙台歯科クリニック〒983-0824 022-252-8855齋藤　慶介 齋藤　慶介 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷２丁目１番常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     地の１８ヒルプラザ鶴ヶ谷 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7865330055  吉中歯科医院 〒984-0806 022-225-2635吉中　茂 吉中　茂 平13.12. 1歯   診療所
     仙台市若林区舟丁２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7875330105  安藤歯科クリニック 〒984-0805 022-225-1828安藤　弘道 安藤　弘道 昭42. 1. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区南材木町　４９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7885330188  堀歯科医院 〒984-0826 022-285-0771堀　広範 堀　広範 昭49. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区若林　３ー４ー５９常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7895330220  仙台歯科医院 〒984-0046 022-257-7778増田　剛 増田　剛 平 3.11. 1歯   診療所
     仙台市若林区二軒茶屋　２ー３ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7905330329  遠見塚歯科医院 〒984-0823 022-285-8270佐藤　仁一 佐藤　仁一 昭55. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区遠見塚　３ー３ー６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7915330360  菊地歯科医院 〒984-0831 022-285-7352菊地　正樹 菊地　正樹 昭56. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区沖野　３－１２－３常　勤:    1 移転 現存
     ０ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7925330402  六丁目歯科医院 〒984-0012 022-288-5927徳嵩　昇一 徳嵩　昇一 昭57. 6. 1歯   診療所
     仙台市若林区六丁の目中町　７ー常　勤:    1 新規 現存
     ７７ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7935330436  さいとう歯科医院 〒984-0827 022-286-5800斉藤　隆夫 斉藤　隆夫 昭58. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区南小泉　３ー１２ー常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平28. 4. 1
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  7945330451  阿部歯科クリニック 〒984-0821 022-283-1881阿部　信弥 阿部　信弥 平元.12. 1歯   診療所
     仙台市若林区中倉　１－１０－３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7955330519  やしま歯科医院 〒984-0042 022-239-0801八島　光俊 八島　光俊 昭61. 3. 1矯歯 歯   小歯診療所
     仙台市若林区大和町　２ー８ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7965330527  小野寺歯科医院 〒984-0032 022-287-2787小野寺　研二 小野寺　研二 昭61. 5. 1歯   診療所
     仙台市若林区荒井２丁目５－６ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7975330550  佐瀬歯科医院 〒984-0073 022-267-0141佐瀬　達男 佐瀬　達男 昭61. 8. 1歯   診療所
     仙台市若林区荒町　１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7985330576  こうやま歯科医院 〒984-0041 022-235-1087神山　義信 神山　義信 昭62. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区志波町　２－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7995330600  沖野歯科 〒984-0838 022-285-0466奥山　均 奥山　均 平15.11. 1歯   診療所
     仙台市若林区上飯田　１－６－２常　勤:    2 移転 現存
     ５ (歯       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8005330618  入野田歯科医院 〒984-0806 022-227-5367入野田　昌史 入野田　昌史 昭63. 3. 1歯   診療所
     仙台市若林区舟丁　６２ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8015330634  あいはら歯科医院 〒984-0011 022-288-6116相原　俊昭 相原　俊昭 昭63. 6. 1歯   診療所
     仙台市若林区六丁の目西町　３ー常　勤:    1 新規 現存
     ４１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8025330667  松井歯科医院 〒984-0838 022-289-5533松井　有紀 松井　有紀 平元.10. 1歯   診療所
     仙台市若林区上飯田　４－１３－常　勤:    1 移転 現存
     １７ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8035330691  カネカ歯科医院 〒984-0042 022-284-6804昆野　新次 昆野　新次 平17. 8. 6歯   小歯 診療所
     仙台市若林区大和町３－７－１０常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
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  8045330741  ハート歯科 〒984-0042 022-284-5122千葉　清 千葉　清 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区大和町　５ー６ー２常　勤:    1 移転 現存
     ６ＪＳビル２Ｆ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8055330758  井上歯科クリニック 〒984-0823 022-282-4618井上　邦彦 井上　邦彦 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区遠見塚　１ー６ー２常　勤:    1 新規 現存
     ３斉藤ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8065330774  卸町中央歯科 〒984-0015 022-232-8063吉田　勉 吉田　勉 平 5. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区卸町　４－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8075330782  村上歯科医院 〒984-0823 022-286-6335村上　龍也 村上　龍也 昭54.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区遠見塚　３ー１５ー常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8085330824  江刺歯科医院 〒984-0823 022-286-6551江刺　香苗 江刺　香苗 平 6. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区遠見塚　３ー５ー２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8095330840  東部団地金野歯科医院〒984-0001 022-231-4584金野　俊之 金野　俊之 平23. 7.30歯   診療所
     仙台市若林区鶴代町６－３－１Ｆ常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8105330857  しらはぎ歯科クリニッ〒984-0823 022-285-8183生野　美奈 生野　美奈 平 7. 9. 1歯   診療所
     ク 仙台市若林区遠見塚　２－４－１常　勤:    1 新規 現存
     　遠見塚２４１ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8115330899  ピア歯科医院 〒984-0016 022-285-4623阿部　雅仁 阿部　雅仁 平 8. 9. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市若林区蒲町東５番地の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8125330956  ひとみ歯科 〒984-0813 022-781-2525吉中　ひとみ 吉中　ひとみ 平12.10. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市若林区六十人町　９６－４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8135330964  ひまわり歯科医院 〒984-0048 022-231-8518及川　徳洋 及川　徳洋 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区白萩町　２８－２２常　勤:    2 新規 現存
     －１Ｆ (歯       2) 平28.10. 1
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  8145330972  河原町歯科医院 〒984-0816 022-262-8226杉浦　慶太郎 杉浦　慶太郎 平12. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区河原町　２ー１５ー常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8155331004  猪苗代歯科 〒984-0816 022-227-1132猪苗代　治 猪苗代　治 平13. 1. 1歯   診療所
     仙台市若林区河原町　１ー５ー１常　勤:    2 交代 現存
     ５ー２０６ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8165331012  佐藤歯科医院 〒984-0038 022-288-1646医療法人　安心会　理佐藤　博 平25. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区伊在１丁目３－５ 常　勤:    3事長　佐藤　博 移転 現存
     (歯       3) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8175331046  江場歯科医院 〒984-0053 022-256-2932江場　正伸 江場　正伸 平13. 3. 6歯   診療所
     仙台市若林区連坊小路　７９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8185331053  むろおか歯科医院 〒984-0032 022-390-6270室岡　典夫 室岡　典夫 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区荒井四丁目１４番地常　勤:    1 新規 現存
     の１４ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8195331061  八代歯科クリニック 〒984-0057 022-285-0777八代　浩次 八代　浩次 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区三百人町２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8205331087  医療法人マコトデンタ〒984-0831 022-282-6480医療法人マコトデンタ伊藤　誠 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ルオフィス 仙台市若林区沖野　３－１８－１常　勤:    1ルオフィス　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ０ (歯       1)伊藤　誠 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8215331111  かばの町歯科医院 〒984-0016 022-288-0648高橋　完 高橋　完 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区蒲町東１３番地の９常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8225331137  よしゆき歯科医院 〒984-0824 022-781-1565千葉　喜之 千葉　喜之 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区遠見塚東　１－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8235331145  みどりの杜歯科 〒984-0053 022-224-5078犬飼　健 犬飼　健 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区連坊小路１３５レイ常　勤:    1 新規 現存
     ンボーハウス (歯       1) 平29. 9. 1
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  8245331178  やまと歯科クリニック〒984-0042 022-231-3625安附　繁 安附　繁 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区大和町５－１５－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ディープランナー大和町マンシ(歯       1) 平24. 7. 1
     ョン１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8255331186  やおいた歯科 〒984-0073 022-796-3041矢尾板　由紀子 矢尾板　由紀子 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区荒町１２３－３Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8265331194  医療法人社団小松歯科〒984-0042 022-231-3229医療法人　社団　小松小松　拓夫 平19. 1. 1歯   診療所
     医院 仙台市若林区大和町５－９－１８常　勤:    1歯科医院　理事長　小 組織変更 現存
     (歯       1)松　拓夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8275331210  あーる歯科クリニック〒984-0032 022-395-6370島津　留美子 藤田　留美子 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区荒井一丁目１８番地常　勤:    1 新規 現存
     の１４ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8285331228  ひらた歯科クリニック〒984-0816 022-395-8211平田　政嗣 平田　政嗣 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区河原町１－１－５リ常　勤:    2 新規 現存
     ライアンス河原町３Ｆ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8295331236  医療法人社団青葉会お〒984-0015 022-237-8241医療法人社団青葉会　臼井　真言 平19. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ろしまち歯科医院 仙台市若林区卸町２－１５－２（常　勤:    1理事長　笠原　一規 新規 現存
     協）仙台卸商センター組合会館２(歯       1) 平25. 9. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8305331244  にった歯科口腔外科ク〒984-0831 022-285-7500新田　康隆 新田　康隆 平20. 6. 1歯   歯外 診療所
     リニック 仙台市若林区沖野３－２－５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8315331269  坪田歯科医院 〒984-0064 022-222-4826坪田　真 坪田　真 平20. 8. 1歯   診療所
     仙台市若林区石垣町１４－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8325331277  ほんま歯科 〒984-0051 022-256-5110本間　一弘 本間　一弘 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区新寺４－４－１０佐常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     藤ビル１Ｆ (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8335331301  仙技附属歯科診療室 〒984-0051 022-291-5142学校法人新英学園　理福澤　孝彦 平22. 6. 1歯   診療所
     仙台市若林区新寺３丁目１３番６常　勤:    2事長　福澤　孝彦 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8345331319  たけしま歯科医院 〒984-0032 022-290-6690竹島　秀俊 竹島　秀俊 平22. 9. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区荒井７丁目２－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8355331327  ドリームデンタルクリ〒984-0014 022-288-1181佐藤　英明 佐藤　英明 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     ニック 仙台市若林区六丁の目元町１６番常　勤:    1 新規 現存
     １－３号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8365331343  すぎやま歯科クリニッ〒984-0821 022-762-9556杉山　亮 杉山　亮 平24.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 仙台市若林区中倉２丁目１－１４常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8375331350  寺島歯科医院 〒984-0821 022-231-2248寺島　一郎 寺島　一郎 平25. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市若林区中倉２－１－２４ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8385331368  荒町さとう歯科医院 〒984-0073 022-796-4678佐藤　秀樹 佐藤　秀樹 平25. 9. 1歯   診療所
     仙台市若林区荒町１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8395331376  あきデンタルクリニッ〒984-0838 022-285-6444佐藤　亜紀 佐藤　亜紀 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市若林区上飯田２－５－３０常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8405331384  あおい杜在宅歯科クリ〒984-0061 022-265-1822医療法人社団あおい杜大方　広志 平25.12. 1歯   診療所
     ニック仙台中央 仙台市若林区南鍛冶町３３グレー常　勤:    2　理事長　大方　広志 新規 現存
     トハイツ南鍛冶町１階 (歯       2) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8415331392  太紀デンタルクリニッ〒984-0038 022-766-9265齋藤　太紀 齋藤　太紀 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市若林区伊在一丁目９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8425331418  あわの歯科 〒984-0042 022-782-8228粟野　健二郎 粟野　健二郎 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市若林区大和町３－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8435331442  六郷いわまつ歯科 〒984-0834 022-289-4273岩松　正明 岩松　正明 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区六郷１５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8445331459  あかつき歯科クリニッ〒984-0826 022-352-4178長場　暁 長場　暁 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市若林区若林４－１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8455331475  歯科クレール 〒984-0825 022-781-2390医療法人社団　歯科ク岩井　寛之 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区古城１－４－１７ 常　勤:    1レール　理事長　岩井 組織変更 現存
     (歯       1)　寛之 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8465331483  薬師堂歯科 〒984-0047 022-781-7133笠原　紳 笠原　紳 平26. 8. 1歯   診療所
     仙台市若林区木ノ下４－２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8475331509  宮城野通駅前歯科クリ〒984-0051 022-253-7611村中　達也 村中　達也 平27. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 仙台市若林区新寺２－１－１　２常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ０６号 (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8485331533  ふわふわキッズ歯科 〒984-0038 022-354-1528吉川　このみ 末永　このみ 平27.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区伊在三丁目１０番地常　勤:    1 新規 現存
     の５ディオホリ伍番館１０１号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8495331541  佐藤まごころ歯科 〒984-0032 022-781-6480佐藤　博昭 佐藤　博昭 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区荒井６－１２－２ヤ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     マカビル１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8505331558  あおぞら歯科クリニッ〒984-0063 022-227-2842岩間　雅之 岩間　雅之 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市若林区石名坂５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8515331574  郷家第二歯科医院 〒984-0052 022-223-3306郷家　道彦 郷家　道彦 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区連坊２－９－１６　常　勤:    1 移転 現存
     れいんぼうビル２Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
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  8525331582  うえき歯科クリニック〒984-0827 022-781-8825植木　信久 植木　信久 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区南小泉字梅木５６－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２（５８Ｂ１３Ｌ） (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8535331590  あらいファミリー歯科〒984-0030 022-778-3799田岡　杏子 田岡　杏子 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区荒井東一丁目８番地常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     の４アライデザインセンター２ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8545331624  田沼七郷歯科クリニッ〒984-0032 022-288-4618田沼　裕志 田沼　裕志 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市若林区荒井五丁目１９番地常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     の５ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8555331632  スリーエムケアデンタ〒984-0826 022-349-5547内堀　桂樹 内堀　桂樹 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     ルオフィス 仙台市若林区若林２－２－６　１常　勤:    1 交代 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8565331640  横田歯科医院 〒984-0047 022-257-1802横田　達也 横田　達也 平29. 4. 1歯   診療所
     仙台市若林区木ノ下４－１－１４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8575331657  大岸歯科クリニック 〒984-0065 022-266-6270鈴木　祐 鈴木　祐 平29. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市若林区土樋２４４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8585331665  なかくらデンタルクリ〒984-0821 022-352-1672黒木　悠平 黒木　悠平 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 仙台市若林区中倉３丁目１７－５常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8595331673  若林歯科クリニック 〒984-0826 022-282-4871佐藤　峰美 佐藤　峰美 平29. 5. 1歯   診療所
     仙台市若林区若林四丁目６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8605331681  トラストデンタルクリ〒984-0051 022-298-6766医療法人北成会　理事遠藤　宏人 平29. 4. 1歯   歯外 診療所
     ニック 仙台市若林区新寺１丁目８番１号常　勤:    1長　遠藤　宏人 組織変更 現存
     コープエステイト新寺ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8615331699  仙台十七歯科医院 〒984-0032 022-354-1719松井　有恒 松井　有恒 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区荒井字梅ノ木１２４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －２（６２Ｂ－８Ｌ） (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8625331715  きとう歯科クリニック〒984-0030 022-794-8221鬼頭　昌盟 鬼頭　昌盟 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市若林区荒井東１丁目４－９常　勤:    1 新規 現存
     リヴィエール１０５ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8635331723  ちば歯科医院 〒984-0816 022-227-8838千葉　淳 千葉　淳 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市若林区河原町１丁目３番３常　勤:    1 交代 現存
     ８号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8645331731  仙台第一若林歯科医院〒984-0038 022-287-0204医療法人　仙禮会　理佐藤　新一 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市若林区伊在二丁目２番地の常　勤:    1事長　齋藤　修 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8655430087  佐藤歯科医院 〒982-0802 022-245-0057佐藤　峻 佐藤　峻 昭48. 5. 1歯   診療所
     仙台市太白区八木山東　１ー１５常　勤:    1 移転 現存
     ー１５ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8665430129  町田歯科 〒982-0023 022-246-0371町田　興成 町田　興成 昭52. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市太白区鹿野　２ー１７ー１常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8675430152  太白歯科医院 〒982-0212 022-244-1553野村　興保 野村　興保 昭52. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市太白区太白　１－８－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8685430194  橋本歯科医院 〒982-0011 022-246-2777橋本　正一 橋本　正一 昭53.11. 1歯   診療所
     仙台市太白区長町　３ー７ー１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8695430210  吉中歯科医院 〒982-0003 022-247-6473吉中　光六 吉中　光六 昭54. 2. 1歯   診療所
     仙台市太白区郡山　５ー１７ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8705430228  斎藤歯科医院 〒982-0023 022-246-2502斎藤　義広 斎藤　義広 平 9. 4. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市太白区鹿野　２ー１２ー１常　勤:    2 移転 現存
     ０ (歯       2) 平30. 4. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    92 頁

  8715430236  高橋歯科医院 〒981-1104 022-241-0007高橋　正明 高橋　正明 昭54. 6. 1歯   診療所
     仙台市太白区中田　３ー１ー４６常　勤:    1 新規 現存
     サキュービル２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8725430244  今野歯科医院 〒982-0011 022-246-2556今野　義明 今野　義明 平 6. 4. 1歯   診療所
     仙台市太白区長町　３ー１ー７三常　勤:    3 移転 現存
     井生命長町ビル２Ｆ (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8735430251  佐藤歯科医院 〒982-0034 022-245-3365佐藤　雅俊 佐藤　雅俊 昭54.12. 1歯   診療所
     仙台市太白区西多賀　４ー１０ー常　勤:    2 新規 現存
     ２６ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8745430319  浅沼歯科医院 〒981-1104 022-242-2678浅沼　勝 浅沼　勝 昭56. 7. 1歯   診療所
     仙台市太白区中田　４ー１２ー７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8755430327  須和部歯科医院 〒982-0801 022-229-0066須和部　速雄 須和部　速雄 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区八木山本町１－５－常　勤:    3 移転 現存
     １ライオンズマンション八木山１(歯       3) 平25. 8. 1
     ０９－２号 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8765430376  スガワラ・デンタルオ〒982-0836 022-228-1562菅原　亮二 菅原　亮二 昭58. 4. 1歯   診療所
     フィス 仙台市太白区八木山松波町　２ー常　勤:    1 新規 現存
     ４３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8775430384  鈎取歯科医院 〒982-0805 022-245-7577高橋　晴人 高橋　晴人 昭58. 8. 1歯   診療所
     仙台市太白区鈎取本町　１－１０常　勤:    1 新規 現存
     －３８ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8785430392  一般社団法人五常会　〒982-0841 022-267-1714一般社団法人五常会　五十嵐　洸一 昭58.12. 1歯   診療所
     向陵歯科医院 仙台市太白区向山　４－２７－８常　勤:    1理事長　五十嵐洸一 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8795430400  わたなべ歯科医院 〒981-1102 022-241-8880渡辺　正己 渡辺　正己 昭58.12. 1歯   診療所
     仙台市太白区袋原　６－１１－５常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8805430418  浜田歯科医院 〒981-1105 022-242-2188濱田　淳一 濱田　淳一 昭59. 8. 1歯   診療所
     仙台市太白区西中田　６－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8815430483  つのだ歯科医院 〒982-0252 022-281-4182角田　哲 角田　哲 昭61.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区茂庭台　４－２３－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8825430517  一般社団法人五常会　〒982-0812 022-243-0246一般社団法人五常会　渡邉　奈美 昭62. 9. 1歯   小歯 診療所
     松陵歯科医院 仙台市太白区上野山　２ー１７ー常　勤:    1理事長　五十嵐洸一 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8835430541  玉沢歯科医院 〒982-0012 022-248-9889玉澤　茂 玉沢　茂 昭62.12. 1歯   診療所
     仙台市太白区長町南　３ー３ー３常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8845430558  八木山南歯科 〒982-0804 022-265-6480川村　皓雄 川村　皓雄 昭63. 3. 1歯   診療所
     仙台市太白区鈎取　３ー２５ー５常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8855430566  仙台市秋保診療所 〒982-0243 022-399-2267仙台市長　郡　和子 渡辺　康文 平 2. 4. 1歯   耳い 診療所
     (5411123  ) 仙台市太白区秋保町長袋字大原　常　勤:    1 移転 現存
     ４５－３ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       2)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8865430574  藤枝歯科医院 〒982-0831 022-229-2939藤枝　卓 藤枝　卓 昭63. 4. 1歯   診療所
     仙台市太白区八木山香澄町　４ー常　勤:    1 新規 現存
     １７ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8875430608  鹿野デンタルクリニッ〒982-0023 022-247-1015阿部　三郎 阿部　三郎 平20. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 仙台市太白区鹿野３－２０－１４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8885430632  丹野歯科医院 〒982-0245 022-398-2285丹野　一郎 丹野　一郎 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区秋保町湯向２７－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8895430640  古沢歯科医院 〒982-0001 022-249-5121古澤　利武 古澤　利武 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市太白区八本松　１ー７ー４常　勤:    1 新規 現存
     ２トパーズビル１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8905430673  遊佐歯科矯正歯科医院〒982-0811 022-244-1108遊佐　高章 遊佐　高章 平元. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     仙台市太白区ひより台　３２－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8915430715  えまた歯科医院 〒982-0252 022-281-3322江俣　和代 江俣　和代 平 2. 7. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市太白区茂庭台　１－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8925430723  新沼歯科医院 〒982-0011 022-246-0465新沼　康弘 新沼　康弘 平24. 6. 7歯   診療所
     仙台市太白区長町６丁目１２番２常　勤:    1 移転 現存
     ０号 (歯       1) 平30. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8935430764  畠山歯科医院 〒982-0034 022-245-5512畠山　寛彰 畠山　寛彰 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区西多賀　２ー６ー４常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8945430798  大山歯科医院 〒981-1106 022-242-3235大山　治 大山　治 平 4. 4. 1歯   診療所
     仙台市太白区柳生　４ー１６ー１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8955430814  鈴木歯科医院 〒982-0021 022-247-8195鈴木　淳 鈴木　淳 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区緑ケ丘　２ー２ー１常　勤:    2 新規 現存
     ０ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8965430871  西の平歯科クリニック〒982-0803 022-244-6273佐藤　直子 佐藤　直子 平12.11. 1歯   診療所
     仙台市太白区金剛沢　１－３－１常　勤:    1 移転 現存
     ３ (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8975430889  菅野歯科医院 〒981-1107 022-242-6480菅野　和彦 菅野　和彦 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区東中田　５－５－３常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8985430897  柴崎歯科医院 〒982-0823 022-229-8239柴崎　浩一 柴崎　浩一 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区恵和町　１ー３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8995430905  西多賀歯科クリニック〒982-0034 022-243-6871佐藤　勝 佐藤　勝 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区西多賀　１ー２２ー常　勤:    3 移転 現存
     １３ (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9005430913  福田歯科医院 〒981-1105 022-242-7040福田　敬紀 福田　敬紀 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市太白区西中田　４ー１２ー常　勤:    1 新規 現存
     ３４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9015430921  ナカノ歯科医院 〒982-0251 022-281-1311中野　誠紀 中野　誠紀 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区茂庭字西　６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9025430954  医療法人康志会富澤歯〒981-1105 022-242-5725医療法人康志会　理事富澤　康彦 平 8. 1. 1小歯 矯歯 歯外診療所
     科医院 仙台市太白区西中田　５－１１－常　勤:    4長　富澤康彦 組織変更 歯   現存
     ５ (歯       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9035430962  郡山歯科クリニック 〒982-0003 022-249-6480髙橋　範行 髙橋　範行 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区郡山　３－１８－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9045430970  星野歯科クリニック 〒981-1105 022-242-4366星野　秀明 星野　秀明 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区西中田　７－１２－常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     ５５ (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9055430988  かなふく歯科クリニッ〒981-1103 022-241-5561金福　慶創 金福　慶創 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市太白区中田町字清水　１５常　勤:    1 新規 現存
     ー６ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9065430996  おかざき歯科クリニッ〒982-0012 022-249-1418岡崎　浩二 岡崎　浩二 平 8. 9. 1歯   診療所
     ク 仙台市太白区長町南　４ー５ー３常　勤:    1 新規 現存
     　プラザＴＢ棟 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9075431002  宮田歯科クリニック 〒981-1102 022-306-6788宮田　英樹 宮田　英樹 平 8.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区袋原字台　２５ー６常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9085431036  いのうえ歯科クリニッ〒982-0816 022-743-7333井上　敏夫 井上　敏夫 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市太白区山田本町　１１ー１常　勤:    2 新規 現存
     ３ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9095431051  茂庭台歯科 〒982-0252 022-281-3741加藤　雅江 加藤　雅江 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区茂庭台　３ー２９ー常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9105431069  アイボリー歯科クリニ〒982-0014 022-797-0868尾形　聡 尾形　聡 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 仙台市太白区大野田５－５－１０常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9115431085  よしだ歯科医院 〒982-0011 022-247-8096吉田　和史 吉田　和史 平23. 8. 6歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区長町１丁目７－３８常　勤:    1 移転 現存
     パシフィック広瀬橋２０５ (歯       1) 平29. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9125431135  あべ長歯科医院 〒982-0011 022-304-3033阿部　浩佳 阿部　浩佳 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区長町　５ー２ー４０常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9135431143  なのはな歯科 〒982-0032 022-308-1182澤野　和則 澤野　和則 平12. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市太白区富沢　４ー６ー１ー常　勤:    1 新規 現存
     ２０５ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9145431176  長町歯科診療室　ブラ〒982-0011 022-308-8241医療法人　水仙会　理堀井　義晴 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ン 仙台市太白区長町　７ー２０ー３常　勤:    3事長　臼井　昭雄 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9155431192  むつみ歯科医院 〒981-1104 022-306-4441髙橋　弘毅 髙橋　弘毅 平13.10. 1歯   診療所
     仙台市太白区中田６－６－１５－常　勤:    2 新規 現存
     ６ (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9165431218  長町南歯科医院 〒982-0012 022-249-6939医療法人社団　八啓会髙橋　真由美 平14. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市太白区長町南　３ー１ー１常　勤:    1　理事長　髙橋　真由 組織変更 現存
     オバタビル２Ｆ (歯       1)美 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9175431226  日本平歯科医院 〒982-0221 022-743-9029鈴木　宏明 鈴木　宏明 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区日本平　２０－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9185431234  ＡＫＡＳＡＫＡ　Ｄｅ〒982-0814 022-243-8255堀之内　富美子 堀之内　富美子 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ｎｔａｌＯｆｆｉｃｅ仙台市太白区山田字田中前　１８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     　赤坂歯科 ４ヨークタウン山田鈎取店内 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9195431242  医療法人渡部会ららら〒982-0011 022-748-1884医療法人渡部会　理事荒木　健太朗 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 仙台市太白区長町　５－３－１た常　勤:    1長　渡部　好造 新規 矯歯 現存
     いはっくる２階 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9205431267  千葉歯科医院 〒982-0011 022-248-0552千葉　孝 千葉　孝 平15.11. 3歯   診療所
     仙台市太白区長町　１ー１２ー１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9215431283  ブリアンス歯科 〒982-0012 022-748-1788志賀　秀一 志賀　秀一 平16. 4. 1歯   診療所
     仙台市太白区長町南　４－１９－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9225431291  アンデンタルクリニッ〒982-0832 022-305-0220安藤　正明 安藤　正明 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市太白区八木山緑町　８－３常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9235431325  佐藤仁彦歯科医院 〒981-1105 022-741-4183佐藤　仁彦 佐藤　仁彦 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区西中田６－１７－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9245431333  吉中歯科医院 〒982-0011 022-248-0030吉中　久 吉中　久 平17. 7. 1歯   診療所
     仙台市太白区長町　８－８－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9255431341  加納ファミリー歯科 〒982-0036 022-307-5888医療法人拓伸会　理事加納　巌 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区富沢南　２－１２－常　勤:    1長　加納　巌 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9265431358  向山ファミリー歯科 〒982-0841 022-214-4618医療法人拓伸会　理事加納　能理子 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区向山　３－１０－１常　勤:    1長　加納　巌 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9275431382  いずみざき歯科医院 〒982-0031 022-243-3060山﨑　光利 山﨑　光利 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区泉崎１－１９－１　常　勤:    1 新規 現存
     １９１ビル１０２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9285431390  メイプル歯科 〒981-1104 022-741-3068島　譲 島　譲 平18. 3. 1歯   診療所
     仙台市太白区中田４－１５－１４常　勤:    1 移転 現存
     ユーナコピア１Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9295431408  やぎた歯科医院 〒982-0805 022-243-6480八木田　和稔 八木田　和稔 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区鈎取本町１－２１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9305431416  しほデンタルクリニッ〒982-0032 022-307-1077富澤　志帆 富澤　志帆 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市太白区富沢３－３－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9315431432  八木山歯科 〒982-0801 022-229-4429駒井　伸也 駒井　伸也 平19. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市太白区八木山本町１－３５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9325431440  仙台こども矯正歯科 〒982-0012 022-399-6656水戸　智憲 水戸　智憲 平21. 2. 1矯歯 診療所
     仙台市太白区長町南１－９－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9335431457  新井川歯科クリニック〒982-0031 022-743-6480新井川　功也 新井川　功也 平21. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区泉崎一丁目２９－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9345431465  武山歯科クリニック 〒981-1101 022-241-0418武山　努 武山　努 平21. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区四郎丸字大宮３８番常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9355431473  みどり歯科医院 〒981-1107 022-306-8241米良　健太郎 米良　健太郎 平21. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区東中田４丁目１６－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9365431481  ララガーデン長町歯科〒982-0011 022-399-7790医療法人水仙会　理事臼井　昭雄 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     診療室 仙台市太白区長町７－２０－５ 常　勤:    2長　臼井　昭雄 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9375431507  スマイルハートささき〒982-0804 022-738-9723佐々木　俊明 佐々木　俊明 平22. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 仙台市太白区鈎取４丁目４－５１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３１０エスベランサ１０３号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9385431515  歯科アリア太子堂駅前〒982-0007 022-248-8020荒　光毅 荒　光毅 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市太白区あすと長町３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０番２０号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9395431531  ながまち・えがお歯科〒982-0011 022-246-1182橋本　剛 橋本　剛 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     矯正歯科 仙台市太白区長町八丁目２１－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9405431549  のりファミリー歯科 〒981-1106 022-398-7244田岡　法一 田岡　法一 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区柳生４丁目４－３７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9415431556  こころ歯科クリニック〒982-0014 022-397-8841山口　雄大 山口　雄大 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区大野田４－１－７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9425431572  長町病院附属歯科クリ〒982-0011 022-308-2383公益財団法人　宮城厚山岸　定雄 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 仙台市太白区長町１丁目６－９ 常　勤:    1生協会　理事長　小熊 新規 現存
     (歯       1)　信 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9435431580  川俣歯科医院 〒982-0025 022-246-8484川俣　富貴子 川俣　富貴子 平24. 2.22歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区砂押町２２－２３ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9445431614  アンドデンタルクリニ〒981-1107 022-395-7877安藤　浩二 安藤　浩二 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     ック 仙台市太白区東中田６丁目１０－常　勤:    2 新規 現存
     ７ (歯       2) 平24. 7. 1
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  9455431648  あすと長町歯科 〒982-0007 022-746-8241医療法人　準星会　理飯島　進吾 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区あすと長町２丁目２常　勤:    2事長　飯島　進吾 組織変更 矯歯 現存
     番１０号 (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9465431663  パル歯科クリニック 〒982-0014 022-249-2765菅原　桓彦 金　慶桓（菅原桓彦）平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市太白区大野田３－１－２５常　勤:    1 組織変更 歯外 休止
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9475431671  エンゼル歯科 〒982-0011 022-249-1775菊池　研太 菊池　研太 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市太白区長町１－５－１ブラ常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ージュ長町２Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9485431689  医療法人徳真会　あす〒982-0007 022-399-6688医療法人徳真会　理事牧原　和彦 平26.11. 1歯   診療所
     と長町デンタルクリニ仙台市太白区あすと長町１－６－常　勤:    4長　畠山　修一 新規 現存
     ック ３７ (歯       4) 平26.11. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9495431705  長町のりこ歯科 〒982-0007 022-797-8217石附　法子 石附　法子 平26.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市太白区あすと長町１－３－常　勤:    1 新規 現存
     １ＳＨＩＰ仙台ビル２Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9505431713  すずめ歯科 〒982-0801 022-305-3033鈴木　宏治 鈴木　宏治 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区八木山本町１－１３常　勤:    2 新規 現存
     －６動物公園前医療モール３階東(歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9515431754  はなももデンタルクリ〒982-0014 022-797-8733医療法人社団たきた歯佐々木　美佐子 平27.12. 4歯   小歯 歯外診療所
     ニック 仙台市太白区大野田５－３０－６常　勤:    1科　理事長　瀧田　房 新規 現存
     (歯       1)敏 平27.12. 4
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9525431762  しらさき歯科クリニッ〒981-1103 022-797-0061白﨑　俊一郎 白﨑　俊一郎 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市太白区中田町字東５７－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9535431770  せせらぎ歯科クリニッ〒982-0825 022-397-6570川村　真之 川村　真之 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市太白区西の平２－３９－４常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平28. 6. 1
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  9545431788  沼田歯科医院 〒982-0001 022-249-6681沼田　憲男 沼田　憲男 平28.11. 1歯   診療所
     仙台市太白区八本松１－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9555431796  鹿野クレメント歯科 〒982-0023 022-226-8118大場　美穂 大場　美穂 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     仙台市太白区鹿野２－４－２５　常　勤:    1 新規 現存
     ネオハイツ鹿野１０２ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9565431804  長町歯科診療室　ブラ〒982-0011 022-308-8241医療法人水仙会　理事堀井　義晴 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ン 仙台市太白区長町７丁目２０－３常　勤:    3長　臼井　昭雄 移転 矯歯 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9575431812  富沢ささき歯科医院 〒982-0036 022-246-5671佐々木　孝夫 佐々木　孝夫 平29.11.16歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区富沢南１－２８－２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9585431820  岸川デンタルオフィス〒982-0033 022-393-4182岸川　壮至 岸川　壮至 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区富田字京ノ北７２－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １（５３Ｂ－５１Ｌ） (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9595431846  もにわファミリー歯科〒982-0251 022-393-8036本多　祐之 本多　祐之 平29.12. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 仙台市太白区茂庭字新御所川６２常　勤:    2 新規 現存
     番フォレストモール仙台茂庭内 (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9605431853  四郎丸・サトウ歯科 〒981-1101 022-242-6471医療法人恵司会　理事佐藤　武司 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市太白区四郎丸字渡道１３－常　勤:    1長　佐藤　武司 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9615431861  医療法人社団青葉会と〒982-0014 022-247-8214医療法人社団青葉会　相澤　一巳 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     みざわ駅前歯科 仙台市太白区大野田四丁目２０番常　勤:    1理事長　笠原　一規 新規 現存
     地１５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9625431879  仙台丘の上歯科 〒982-0807 022-796-1395泉田　一蔵 泉田　一蔵 平30. 6. 1歯   診療所
     仙台市太白区八木山南５－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9635431887  スリープ歯科　仙台院〒981-1107 022-398-3246田中　克典 田中　克典 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市太白区東中田２丁目４－５常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ４ (歯       2) 平30. 6. 1
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  9645530035  たもがみ歯科医院 〒981-3132 022-373-3001田毋神　完雄 田毋神　完雄 昭49. 9. 1歯   診療所
     仙台市泉区将監　２－１２－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9655530118  パーク歯科医院 〒981-3203 022-378-1388増田　良男 増田　良男 昭55. 4. 1歯   診療所
     仙台市泉区高森　４ー２ー４５５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9665530126  長命ヶ丘グリーン歯科〒981-3212 022-378-1580阿部　洋一郎 阿部　洋一郎 昭55. 7. 1歯   診療所
     クリニック 仙台市泉区長命ケ丘　３－２－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9675530134  向陽台歯科医院 〒981-3102 022-374-1150羽田野　明 羽田野　明 昭55. 8. 1歯   診療所
     仙台市泉区向陽台　４－２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9685530175  長命あべ歯科 〒981-3212 022-378-4575阿部　俊雄 阿部　俊雄 昭57. 9. 1歯   診療所
     仙台市泉区長命ケ丘　２ー３ー１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9695530183  菊田歯科医院 〒981-3122 022-378-6010菊田　隆三 菊田　隆三 昭58. 5. 1歯   診療所
     仙台市泉区加茂　４ー４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9705530191  関歯科医院 〒981-3132 022-372-9669関　直和 関　直和 昭58.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区将監　３－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9715530209  根白石歯科医院 〒981-3221 022-379-4708早坂　正博 早坂　正博 昭58.12. 1歯   診療所
     仙台市泉区根白石字町東　３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9725530217  さいとう歯科クリニッ〒981-8001 022-252-1166齋藤　みち子 齋藤　みち子 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市泉区南光台東　１－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9735530233  後藤吉平歯科医院 〒981-3131 022-372-9412後藤　吉平 後藤　吉平 昭59.11.10歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市泉区七北田字町　２０ー１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11.10
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  9745530241  那須歯科医院 〒981-8003 022-234-8148那須　利寿 那須　利寿 昭59.12. 1歯   診療所
     仙台市泉区南光台　５ー１３ー１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9755530274  園部歯科医院 〒981-3212 022-378-6107園部　眞知子 園部　眞知子 昭61. 6. 1歯   診療所
     仙台市泉区長命ケ丘　４ー１５ー常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9765530282  境野歯科医院 〒981-3102 022-375-2055境野　伸一 境野　伸一 平24. 4. 1歯   診療所
     仙台市泉区向陽台三丁目３７－１常　勤:    1 移転 現存
     ５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9775530308  笹原歯科医院 〒981-3212 022-378-8068笹原　正志 笹原　正志 昭62. 6. 1歯   診療所
     仙台市泉区長命ケ丘　３ー２６ー常　勤:    1 移転 現存
     ４０ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9785530324  いずみ中山歯科 〒981-3213 022-376-2931佐々木　章子 佐々木　章子 昭62. 9. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区南中山　２ー１２ー７常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9795530332  松陵歯科医院 〒981-3108 022-375-4288菊地　康 菊地　康 昭62.10. 1歯   診療所
     仙台市泉区松陵　５ー４ー１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9805530340  八乙女歯科 〒981-3135 022-375-4581宮澤　幸久 宮澤　幸久 昭62.11. 1歯   診療所
     仙台市泉区八乙女中央　１ー６ー常　勤:    2 新規 現存
     １５八乙女スクエアビル３Ｆ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9815530357  泉歯科医院 〒981-3204 022-378-8955安藤　良晴 安藤　良晴 昭63. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市泉区寺岡　１ー１０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9825530365  きくち歯科クリニック〒981-8002 022-251-6211菊地　賢 菊地　賢 昭63. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区南光台南　３ー４ー３常　勤:    1 新規 現存
     梅津ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9835530381  高森歯科クリニック 〒981-3203 022-378-9575木村　一則 木村　一則 昭63. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙台市泉区高森　８ー１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9845530407  南光台ささき歯科医院〒981-8003 022-252-7457佐々木　静治 佐々木　静治 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区南光台　７ー３４ー３常　勤:    2 新規 現存
     ０ (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9855530415  医療法人社団矢野歯科〒981-3109 022-375-2548医療法人社団矢野歯科矢野　秀樹 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     医院 仙台市泉区鶴が丘　１－２９－６常　勤:    1医院　理事長　矢野　 組織変更 現存
     (歯       1)秀樹 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9865530423  住吉台歯科医院 〒981-3222 022-376-2552新保　知子 新保　知子 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区住吉台東　１－２－４常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9875530449  いずみ中央矯正歯科ク〒981-3133 022-373-8845斎藤　正 斎藤　正 平 2.10. 1矯歯 歯   小歯診療所
     リニック 仙台市泉区泉中央　２ー１２ー４常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9885530456  北中山歯科クリニック〒981-3215 022-376-5066渋谷　芳郎 渋谷　芳郎 平 3. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区北中山　２ー３３ー１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9895530480  ただ歯科クリニック 〒981-3202 022-377-2350多田　恒也 多田　恒也 平 3. 7. 1歯   診療所
     仙台市泉区北高森　３ー１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9905530498  おおさか歯科医院 〒981-3133 022-374-1800逢坂　拓雄 逢坂　拓雄 平 3.11. 1歯   診療所
     仙台市泉区泉中央　３ー１ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9915530522  市名坂歯科医院 〒981-3117 022-375-0011佐藤　玲子 佐藤　玲子 平 4. 9. 1歯   診療所
     仙台市泉区市名坂字原田　３－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9925530548  泉ビレッジ歯科医院 〒981-3214 022-379-5722横田　良 横田　良 平 4.11. 1歯   診療所
     仙台市泉区館　６－１４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9935530555  青柳歯科医院 〒981-3112 022-374-3434青柳　光宏 青柳　光宏 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区八乙女　２－１２－４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9945530589  いがらし歯科医院 〒981-3103 022-371-5928五十嵐　悟 五十嵐　悟 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区山の寺　１ー１０ー４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9955530621  めぐろ歯科クリニック〒981-3134 022-373-6480目黒　修 目黒　修 平 6.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区桂　３ー１ー５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9965530670  ふるた歯科クリニック〒981-8003 022-233-6623医療法人社団拓心会　古田　裕二 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区南光台　２－８－２３常　勤:    1理事長　古田　裕二 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9975530688  長尾歯科医院 〒981-3201 022-374-1231長尾　優 長尾　優 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区泉ケ丘　５－１５－２常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9985530696  山崎歯科医院 〒981-3121 022-371-8220山崎　尚哉 山崎　尚哉 平 8. 3. 1歯   診療所
     仙台市泉区上谷刈　３－８－４１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9995530704  いわぶち歯科クリニッ〒981-3204 022-378-6430岩渕　和則 岩渕　和則 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市泉区寺岡　５－１１－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10005530712  ながさわ歯科医院 〒981-3203 022-377-9156長澤　裕 長澤　裕 平 8. 4. 1歯   歯外 診療所
     仙台市泉区高森　２－１－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10015530746  たがみ歯科クリニック〒981-3135 022-218-6789田上　篤 田上　篤 平 8. 5. 1歯   歯外 診療所
     仙台市泉区八乙女中央　１－４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０プレジュール八乙女　１Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10025530753  みうら歯科クリニック〒981-3117 022-374-9771三浦　強 三浦　強 平 8. 9. 1歯   診療所
     仙台市泉区市名坂字御釜田　１４常　勤:    1 新規 現存
     ２ー５サンロードビル２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10035530761  あいすデンタルクリニ〒981-3126 022-725-6480愛須　芳則 愛須　芳則 平26.11. 8歯   小歯 診療所
     ック 仙台市泉区泉中央南６ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10045530787  まえだこ歯科医院 〒981-8002 022-253-3321前田河　武 前田河　武 平 9. 4. 1歯   診療所
     仙台市泉区南光台南　１ー１ー３常　勤:    1 新規 現存
     神誠ビル　２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10055530795  青葉こどもと親の歯科〒981-3135 022-773-7322青葉　達夫 青葉　達夫 平12.11. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     医院 仙台市泉区八乙女中央　３－２－常　勤:    3 移転 現存
     ２０ (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10065530811  いずみデンタルクリニ〒981-8001 022-253-1588医療法人徳真会　理事力田　正之 平 9. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 仙台市泉区南光台東　２ー１１ー常　勤:    2長　畠山修一 組織変更 歯外 現存
     ２６ (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10075530845  たなか歯科医院 〒981-3213 022-303-0207田中　秀樹 田中　秀樹 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区南中山１－３９－１Ｎ常　勤:    2 移転 現存
     ＡＫＡＹＡＭＡあさのビル３Ｆ (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10085530860  ハート歯科クリニック〒981-8004 022-727-8777鳩岡　由紀子 鳩岡　由紀子 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区旭丘堤２－１２－１８常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10095530894  おのだ歯科医院 〒981-3215 022-379-8241斧田　太郎 斧田　太郎 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区北中山　３－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10105530936  こわだ歯科医院 〒981-3201 022-772-5580古和田　一成 古和田　一成 平12.11. 1歯   診療所
     仙台市泉区泉ケ丘　１－２１－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10115530944  やまだけいこ歯科クリ〒981-3122 022-342-5488山田　惠子 山田　惠子 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     ニック 仙台市泉区加茂　４－１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10125530985  黒松駅前歯科クリニッ〒981-8004 022-275-6480千葉　照一 千葉　照一 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市泉区旭丘堤２－２１－１リ常　勤:    1 新規 現存
     ーベンス黒松Ａ２０１ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10135531009  トキデンタルクリニッ〒981-3132 022-771-1288土岐　孝雄 土岐　孝雄 平13.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 仙台市泉区将監１３－７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10145531017  泉中央さかた歯科クリ〒981-3133 022-773-6424阪田　正二郎 阪田　正二郎 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     ニック 仙台市泉区泉中央　１－３８－１常　勤:    1 新規 現存
     １野村ステイツ泉中央　１－１ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10155531025  泉中央さいとう歯科 〒981-3133 022-373-7788医療法人　白楊会　理齋藤　祐介 平14. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区泉中央　４ー２ー２　常　勤:    3事長　齋藤　祐介 組織変更 現存
     アルコート泉中央１０１号 (歯       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10165531033  青い空の歯科クリニッ〒981-3217 022-376-0141藤原　悟 藤原　悟 平14. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市泉区実沢字男生山　４－５常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10175531041  どんぐり歯科 〒981-3136 022-772-5657木村　博美 木村　博美 平14.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区将監殿　２－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10185531058  医療法人明徳会　青葉〒981-3213 022-348-2125医療法人明徳会　理事杉山　太加雄 平15. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     デンタルクリニック 仙台市泉区南中山１－２７－２８常　勤:    6長　衣斐明 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10195531074  みずほ台歯科クリニッ〒981-3125 022-772-6010山本　洋一 山本　洋一 平15. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 仙台市泉区みずほ台　２２－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
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 10205531082  はぎ歯科クリニック 〒981-3132 022-773-9022今野　理恵 今野　理恵 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区将監　９－１２－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10215531108  しぶい歯科医院 〒981-8006 022-728-6061渋井　暁 渋井　暁 平15.11. 1歯   歯外 診療所
     仙台市泉区黒松　２－１７－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10225531132  泉パークタウン寺岡デ〒981-3204 022-777-6480田中　謙一 田中　謙一 平16. 1. 1歯   歯外 診療所
     ンタルクリニック 仙台市泉区寺岡　１－２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10235531165  泉将監歯科医院 〒981-3136 022-218-6821小原　紀明 小原　紀明 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区将監殿　３－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10245531173  クニデンタルクリニッ〒981-3111 022-776-9229佐藤　邦嗣 佐藤　邦嗣 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市泉区松森字新田　１８２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10255531181  いけだ歯科クリニック〒981-3117 022-772-8882池田　敦 池田　敦 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区市名坂字鹿島　１－１常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10265531207  まつもり歯科医院 〒981-3111 022-218-5007北谷　典子 北谷　典子 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区松森字新田１６８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10275531215  まりぶ歯科・小児歯科〒981-3111 022-375-8143医療法人コスモス会　鈴木　裕樹 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ・矯正歯科クリニック仙台市泉区松森字後田３－１ 常　勤:    3理事長　石田政人 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10285531231  虹の丘デンタルクリニ〒981-8007 022-375-4680高橋　直樹 高橋　直樹 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 仙台市泉区虹の丘２－３－１５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10295531249  たけうち歯科 〒981-3121 022-776-4618竹内　理師 竹内　理師 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区上谷刈１－７－２８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
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 10305531256  東北第一歯科クリニッ〒981-3117 022-218-2588樋口　繁仁 樋口　繁仁 平18. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 仙台市泉区市名坂字中道１００－常　勤:    2 新規 現存
     ９ヨークタウン市名坂内 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10315531280  吉村矯正歯科クリニッ〒981-3133 022-375-6123吉村　研一 吉村　研一 平18.11. 1矯歯 診療所
     ク 仙台市泉区泉中央１－１４－１イ常　勤:    1 新規 現存
     ンテレクト２１ビル２Ｆ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10325531322  八乙女いしかわ歯科 〒981-3112 022-773-8497医療法人白楊会　理事石川　和史 平19. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区八乙女４－１－１６ 常　勤:    1長　齋藤　祐介 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10335531330  菅原歯科医院 〒981-3109 022-375-8211菅原　直樹 菅原　直樹 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区鶴が丘１－５６－２６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10345531355  ふたば歯科医院 〒981-3204 022-777-0345三浦　永介 三浦　永介 平19.10. 1歯   診療所
     仙台市泉区寺岡３－４－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10355531371  医療法人社団青葉会　〒981-3133 022-371-8241医療法人社団青葉会　大谷　亮介 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いずみ歯科医院 仙台市泉区泉中央１－２３－３ア常　勤:    1理事長　笠原　一規 新規 現存
     ーバンオフィスビル３Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10365531389  ともこキッズ歯科医院〒981-3134 022-776-8656吉田　智子 吉田　智子 平20. 6. 1小歯 矯歯 診療所
     仙台市泉区桂３－２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10375531397  杜の都のはいしゃさん〒981-3205 022-342-6467佐渡　恵美 佐渡　恵美 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区紫山４－２０－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10385531405  曽根歯科医院 〒981-3131 022-772-3748曽根　信哉 曽根　信哉 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区七北田字町９６－２エ常　勤:    2 新規 現存
     トワールＳＴビル１０３ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10395531413  ひろ歯科 〒981-3137 022-344-6489山本　裕之 山本　裕之 平21. 7. 1歯   診療所
     仙台市泉区大沢１－５－１イオン常　勤:    1 新規 現存
     タウン仙台泉大沢２Ｆ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10405531421  仙台往診歯科クリニッ〒981-3101 022-772-6686米澤　徹 米澤　徹 平21.10. 1歯   診療所
     ク 仙台市泉区明石南２丁目４－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10415531439  典デンタルクリニック〒981-3133 022-772-8417高田　典子 高田　典子 平22. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市泉区泉中央１丁目３４－４常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ドーミー１Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10425531447  イオデンタルクリニッ〒981-3132 022-372-2012医療法人社団ウェルス木島　美砂 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 仙台市泉区将監一丁目５－１１ 常　勤:    1マイル　理事長　木島 新規 現存
     (歯       1)　美砂 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10435531462  歯科こまきクリニック〒981-3121 022-772-2355小牧　健一朗 小牧　健一朗 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区上谷刈向原２１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10445531470  大屋歯科クリニック 〒981-3124 022-772-1182大屋　盛道 大屋　盛道 平22.12. 8歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区野村字筒岫屋敷７－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10455531496  泉ＭＫ歯科クリニック〒981-3124 022-373-0020福原　経世 福原　経世 平23.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市泉区野村字菅間前５２－５常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10465531504  泉ステーション歯科 〒981-3133 022-343-1152佐藤　義太郎 佐藤　義太郎 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区泉中央１－７－１スウ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ィングビル４階 (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10475531512  とがし歯科クリニック〒981-3133 022-343-5414富樫　啓 富樫　啓 平24. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市泉区泉中央３丁目２９－７常　勤:    1 新規 現存
     ウイング２１　２０３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10485531520  南光台歯科医院 〒981-8003 022-275-5131医療法人　くすのき　須藤　享 平25. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市泉区南光台２－１５－２４常　勤:    1理事長　須藤　享 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10495531538  髙橋歯科 〒981-3132 022-773-6686髙橋　英幹 髙橋　英幹 平24.12.10歯   診療所
     仙台市泉区将監１０－６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10505531546  あべ歯科 〒981-8002 022-252-1341阿部　俊武 阿部　俊武 平25.12. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区南光台南３－２９－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10515531553  わかな歯科 〒981-3109 022-342-1551医療法人若菜会　理事及川　誉 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙台市泉区鶴が丘３－１－８８ 常　勤:    1長　及川　誉 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10525531561  ひとしファミリー歯科〒981-8003 022-252-4618山崎　仁 山崎　仁 平26. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     仙台市泉区南光台７－１－４９ 常　勤:    1 交代 小歯 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10535531579  桂歯科クリニック 〒981-3134 022-343-8658笹崎　弘己 笹崎　弘己 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     仙台市泉区桂３－３５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10545531587  たくひとデンタルクリ〒981-3201 022-725-6210下野　拓仁 下野　拓仁 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 仙台市泉区泉ケ丘３－５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10555531595  デンタルクリニックこ〒981-3111 022-341-6811小林　司史 小林　司史 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ばやし 仙台市泉区松森字陣ヶ原１１－２常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ６ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10565531611  大久保歯科 〒981-3203 022-777-5350大久保　宏彌 大久保　宏彌 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     仙台市泉区高森６－８－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10575531629  Ｍ’ｓデンタルクリニ〒981-3116 022-773-6483多田　雅充 多田　雅充 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 仙台市泉区高玉町３－６　Ｓｏｌ常　勤:    1 移転 現存
     ｅ高玉１０５ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10585531645  慶真会ソラナデンタル〒981-3102 022-374-7702医療法人慶真会　理事菅原　真由美 平29. 1. 1歯   診療所
     クリニック 仙台市泉区向陽台４－２４－２１常　勤:    2長　菅原　真由美 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10595531652  髙橋デンタルクリニッ〒981-3133 022-372-3261髙橋　恵一朗 髙橋　恵一朗 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 仙台市泉区泉中央４－２６－１１常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10605531660  医療法人　社団　香佑〒981-3108 022-371-4555医療法人　社団　香佑小枝　浩幸 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     会　こえだ歯科医院 仙台市泉区松陵三丁目２７番地の常　勤:    2会　理事長　小枝　浩 移転 矯歯 現存
     ４ (歯       2)幸 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10615531678  明石台歯科医院 〒981-3101 022-373-0850医療法人社団ハピタル佐藤　克彦 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仙台市泉区明石南五丁目１番地 常　勤:    1　理事長　佐藤　克彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10625531686  医療法人　まつざき歯〒981-3112 022-374-6222医療法人　まつざき歯松﨑　宏明 平29. 7. 1歯   診療所
     科医院 仙台市泉区八乙女四丁目１２番５常　勤:    1科医院　理事長　松﨑 組織変更 現存
     号 (歯       1)　宏明 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10635531694  アイデンタルクリニッ〒981-3213 022-277-8277医療法人社団アイデン石川　禎一 平30. 1. 1歯   診療所
     ク 仙台市泉区南中山一丁目２７番地常　勤:    2タルクリニック　理事 組織変更 現存
     の３５７ (歯       2)長　石川　禎一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10645531702  紫山歯科医院 〒981-3205 022-378-9483青沼　智 青沼　智 平30. 3. 1歯   矯歯 診療所
     仙台市泉区紫山二丁目３２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


