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    101･3056･6 三浦歯科医院 〒010-1631 018-828-2109三浦　捷也 三浦　捷也 昭44.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市新屋元町２２－３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･3066･5 小川歯科医院 〒010-0905 018-862-3563小川　明彦 小川　明彦 昭47. 6. 1歯   診療所
     秋田市保戸野中町６－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･3067･3 小澤歯科医院 〒011-0946 018-845-0542小澤　琢彌 小澤　琢彌 昭47. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市土崎港中央５－１０－１４常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･3082･2 石田歯科医院 〒010-0921 018-862-2346石田　泰 石田　泰 昭50. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市大町１－３－３３ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･3118･4 杉田歯科医院 〒010-0971 018-863-6122杉田　逹夫 杉田　逹夫 昭56. 4. 7歯   診療所
     秋田市八橋三和町１９－１９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･3124･2 中道歯科医院 〒011-0946 018-846-8181中道　敦子 中道　敦子 昭56.10. 6歯   診療所
     秋田市土崎港中央６－１２－１５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･3126･7 片野歯科医院 〒011-0943 018-846-8765片野　泰夫 片野　泰夫 昭57. 2. 1歯   矯歯 診療所
     秋田市土崎港南２－４－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･3129･1 社会医療法人明和会　〒010-0001 018-832-2833社会医療法人明和会　原田　久美子 昭57.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中通歯科診療所 秋田市中通六丁目１番５８号 常　勤:    1理事長　小林　仁 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･3130･9 石成歯科医院 〒010-0812 018-868-2711石成　宣良 石成　宣良 昭58. 2. 1歯   診療所
     秋田市泉三嶽根２－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001･3133･3 白石歯科医院 〒011-0917 018-846-4545白石　千代夫 白石　千代夫 昭58. 5. 9歯   診療所
     秋田市飯島道東２－１２－４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1101･3135･8 真宮歯科医院 〒010-0945 018-824-5188真宮　光彦 真宮　光彦 昭58. 7. 1歯   診療所
     秋田市川尻みよし町１３－３２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201･3148･1 追分歯科医院 〒010-0116 018-873-5661奈良　周彦 奈良　周彦 昭59. 7. 1歯   診療所
     秋田市金足小泉字潟向３－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･3149･9 すのうち歯科医院 〒010-0965 018-863-7778簾内　俊博 簾内　俊博 昭59. 8.17歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市八橋新川向９－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･3151･5 桜歯科クリニック 〒010-0044 018-832-4030下田　光博 下田　光博 昭59. 9.20歯   診療所
     秋田市横森５－２０－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･3152･3 白根歯科医院 〒010-0922 018-823-1300白根　宏二 白根　宏二 昭59.10.15歯   診療所
     秋田市旭北栄町５－３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･3155･6 手形歯科診療所 〒010-0861 018-834-8106鈴木　洋一 鈴木　洋一 昭59.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市手形からみでん３－６７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･3156･4 木下歯科医院 〒010-0042 018-832-1701木下　知之 木下　知之 昭59.12.18歯   診療所
     秋田市桜２－２０－１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･3158･0 広面歯科クリニック 〒010-0041 018-831-0561佐藤　生一郎 佐藤　生一郎 昭60. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市広面字樋の下１９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･3160･6 伊藤歯科医院 〒011-0946 018-845-0607伊藤　修 伊藤　修 昭60.11.16歯   矯歯 診療所
     秋田市土崎港中央１－１８－７ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･3163･0 歯科勝平クリニック 〒010-1616 018-863-6462北林　博道 北林　博道 昭61. 4. 3歯   診療所
     秋田市新屋松美ガ丘南町１５－２常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2101･3164･8 ひゃくすい歯科 〒011-0942 018-845-0648泉谷　百穂 泉谷　百穂 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市土崎港東四丁目６－４７ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･3171･3 日興歯科医院 〒010-0001 018-835-2195黄　振興 黄　振興 昭62. 4.21歯   診療所
     秋田市中通６－１３－２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301･3172･1 石沢歯科医院 〒010-0803 018-868-5641石沢　順子 石沢　順子 昭62. 6.15歯   診療所
     秋田市外旭川八柳三丁目１２番２常　勤:    1 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･3176･2 海塩歯科医院 〒010-0917 018-824-4040海塩　秀男 海塩　秀男 昭62. 9. 3歯   診療所
     秋田市泉中央３丁目４－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･3189･5 松木歯科クリニック 〒010-0062 018-831-1516松木　健二 松木　健二 昭63. 8.25歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市牛島東６－２－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･3191･1 奥山歯科医院 〒010-1605 018-824-0888奥山　毅 奥山　毅 昭63. 9. 5歯   診療所
     秋田市新屋勝平町９－４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･3194･5 広面中村歯科医院 〒010-0041 018-831-3222中村　哲久 中村　哲久 昭63.10.17歯   小歯 歯外診療所
     秋田市広面字蓮沼２０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･3199･4 大山歯科医院 〒011-0946 018-845-7642大山　一雄 大山　一雄 平元. 3.15歯   診療所
     秋田市土崎港中央５丁目２番１１常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･3203･4 明田歯科医院 〒010-0002 018-834-8141佐藤　浩幸 佐藤　浩幸 平元. 6.19歯   診療所
     秋田市東通仲町２－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001･3204･2 大住鈴木歯科医院 〒010-0063 018-836-5123鈴木　尚樹 鈴木　尚樹 平元. 6.19歯   小歯 診療所
     秋田市牛島西３丁目２－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101･3209･1 藤岡歯科医院 〒011-0942 018-857-0292藤岡　敏一 藤岡　敏一 平元.12. 4歯   診療所
     秋田市土崎港東４丁目４の２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･3211･7 こまつ歯科医院 〒011-0941 018-846-6100小松　純一 小松　純一 平 2. 1.16歯   診療所
     秋田市土崎港北７丁目７番２１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･3212･5 岡部歯科医院 〒010-0925 018-863-3629小林　まゆみ 小林　まゆみ 平 2. 2. 1歯   診療所
     秋田市旭南３丁目３番１３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401･3214･1 神田歯科医院 〒010-1421 018-839-3765神田　かほる 神田　かほる 平 2. 9. 1歯   診療所
     秋田市仁井田本町四丁目１３番２常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501･3222･4 十全歯科医院 〒010-0821 018-868-3523土橋　亨 土橋　亨 平 3. 3.15歯   診療所
     秋田市濁川三升作１－１０６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･3223･2 広幡歯科医院 〒010-0013 018-833-2240工藤　和子 工藤　和子 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市南通築地２－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･3227･3 立花歯科医院 〒010-0022 018-833-3885立花　透 立花　透 平 3. 8. 1歯   診療所
     秋田市楢山南中町９－２２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･3232･3 神田歯科医院 〒010-0023 018-831-9094神田　恵子 神田　恵子 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     秋田市楢山本町３－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901･3235･6 のなか歯科医院 〒010-0916 018-866-4422野中　咲 野中　咲 平 3.12.16歯   診療所
     秋田市泉北２丁目２－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001･3239･8 平塚歯科医院 〒010-1414 018-826-1888平塚　新 平塚　新 平 4. 4. 2歯   診療所
     秋田市御所野元町二丁目１２番１常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4101･3240･6 西野歯科医院 〒010-1425 018-839-9722西野　義昭 西野　義昭 平 4. 4.17歯   診療所
     秋田市御野場新町４丁目１番１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201･3243･0 いとう歯科医院 〒010-0951 018-888-1388伊藤　浩昭 伊藤　浩昭 平 4. 7.20歯   診療所
     秋田市山王五丁目１－１５朝日プ常　勤:    1 現存
     ラザ欅通１０１ (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･3249･7 又井歯科クリニック 〒011-0948 018-846-8877又井　庸生 又井　庸生 平 4.10. 7歯   診療所
     秋田市飯島西袋二丁目１６番１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･3252･1 医療法人豊盛会　豊間〒011-0946 018-845-1657医療法人豊盛会　理事豊間　隆 平 5. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 秋田市土崎港中央二丁目５番２４常　勤:    1長　豊間　隆 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501･3254･7 佐藤歯科クリニック 〒010-0863 018-835-0048佐藤　金彦 佐藤　金彦 平 5. 6. 1歯   診療所
     秋田市手形休下町９番４０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601･3257･0 田中歯科医院 〒011-0903 018-857-1133田中　寛 田中　寛 平 5. 7.16歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市寺内油田三丁目１６－３４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701･3259･6 安井歯科クリニック 〒010-0003 018-836-4618安井　新紀 安井　新紀 平 5. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市東通二丁目１０番４５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･3260･4 山内歯科・矯正歯科 〒010-0001 018-832-5252医療法人山内歯科・矯山内　積 平 5. 9. 1矯歯 診療所
     秋田市中通三丁目１番７号 常　勤:    1正歯科　理事長　山内 現存
     (歯       1)　積 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･3261･2 おおすみ歯科医院 〒010-1436 018-836-5222医療法人おおすみ歯科佐々木　嘉一 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市大住三丁目３番５３号 常　勤:    1医院　理事長　佐々木 現存
     (歯       1)　嘉一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001･3262･0 すみよし歯科医院 〒010-0864 018-833-6683桐越　秀悦 桐越　秀悦 平 5.10.20歯   小歯 診療所
     秋田市手形住吉町１番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･3266･1 清水歯科クリニック 〒010-0914 018-863-3443清水　眞木雄 清水　眞木雄 平 5.12. 1歯   小歯 診療所
     秋田市保戸野千代田町２番４１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
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   5201･3267･9 あさひかわ歯科医院 〒010-0834 018-831-1316医療法人あさひかわ歯最上　伸司 平 6. 1. 1歯   診療所
     秋田市旭川南町１２番２３号 常　勤:    1科医院　理事長　最上 現存
     (歯       1)　伸司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･3268･7 三浦歯科クリニック 〒010-1421 018-839-8219医療法人三浦歯科クリ三浦　吉貴 平 6. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市仁井田本町５丁目１番２５常　勤:    1ニック　理事長　三浦 矯歯 現存
     号 (歯       1)　吉貴 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･3272･9 高山歯科医院 〒010-0925 018-823-1182医療法人デッグ　理事高山　伊都子 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市旭南２丁目１番３８号 常　勤:    1長　高山　伊都子 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501･3274･5 医療法人デッグ　デン〒010-0042 018-831-1558医療法人デッグ　理事林　詔一郎 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     タルクリニック桜 秋田市桜一丁目１３番７号 常　勤:    1長　高山　伊都子 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･3275･2 くまがい日吉歯科医院〒010-1623 018-828-5582熊谷　仁志 熊谷　仁志 平 6. 7. 4歯   小歯 診療所
     秋田市新屋町字関町後２０５番地常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平24. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･3278･6 京谷歯科医院 〒010-1424 018-839-7887京谷　雅樹 京谷　雅樹 平 6.10.25歯   小歯 診療所
     秋田市御野場４丁目３番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･3279･4 武田歯科医院 〒010-0876 018-833-6480武田　秀男 武田　秀男 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     秋田市千秋公園１番２３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901･3280･2 江畑歯科医院 〒010-0065 018-865-2555江畑　浩 江畑　浩 平 6.12.15歯   診療所
     秋田市茨島４丁目６番４４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･3282･8 広幡歯科医院 〒010-0931 018-864-7171広幡　昌直 広幡　昌直 平 7. 3.16歯   診療所
     秋田市川元山下町２番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101･3287･7 小澤歯科医院 〒011-0946 018-845-0313小澤　夏生 小澤　夏生 平 7. 7.12歯   診療所
     秋田市土崎港中央４丁目５番５３常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201･3291･9 竹中歯科クリニック 〒011-0946 018-847-1188竹中　一哉 竹中　一哉 平 7.10.16歯   診療所
     秋田市土崎港中央五丁目８番３号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.16
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   6301･3292･7 河原田歯科医院 〒010-0022 018-834-2302河原田　實 河原田　實 平 7.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市楢山南中町２番５号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401･3294･3 けやき通り歯科医院 〒010-0973 018-864-6322大島　卓哉 大島　卓哉 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市八橋本町３丁目１４番１４常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501･3297･6 おの歯科医院 〒010-1612 018-865-0105医療法人　晃翔会　理小野　晃嗣 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     秋田市新屋豊町１０番３号 常　勤:    1事長　小野　晃嗣 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601･3299･2 稲葉歯科医院 〒010-0932 018-862-4726稲葉　友良 稲葉　友良 平 8.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市川元開和町１０番２０号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701･3300･8 東京歯科クリニック 〒010-0003 018-836-3450大久保　道子 大久保　道子 平 8.11. 7歯   歯外 診療所
     秋田市東通１丁目１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 7
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801･3301･6 イオン秋田歯科クリニ〒010-1413 018-826-0648後藤　至 後藤　至 平 8.12.20歯   小歯 矯歯診療所
     ック 秋田市御所野地蔵田１丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901･3303･2 医療法人熊谷歯科医院〒010-1423 018-839-7001医療法人熊谷歯科医院熊谷　雅毅 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市仁井田字中新田５０９番地常　勤:    2　理事長　熊谷　雅毅 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001･3304･0 佐藤歯科医院 〒010-0028 018-832-7009佐藤　裕子 佐藤　裕子 平 9. 3.21歯   小歯 診療所
     秋田市楢山共和町２番３号 交代 現存
     平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101･3305･7 フレンドこども歯科 〒011-0926 018-847-0115大西　暢子 大西　暢子 平 9. 7. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     秋田市港北松野町１０番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7201･3306･5 わかさ歯科クリニック〒010-0041 018-837-8567若狭　隆 若狭　隆 平 9. 7.22歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市広面字谷地田８３番３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301･3309･9 ふじた矯正歯科 〒010-0854 018-837-8711藤田　俊哉 藤田　俊哉 平 9. 8. 1矯歯 歯   診療所
     秋田市手形山崎町４－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401･3310･7 佐藤歯科医院 〒011-0941 018-857-2255医療法人恒心会　理事佐藤　正人 平 9. 8.18歯   小歯 診療所
     秋田市土崎港北３丁目３番５１号常　勤:    1長　佐藤　正人 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501･3311･5 追分佐藤歯科医院 〒010-0126 018-872-1120医療法人恒心会　理事佐藤　愛子 平 9. 9.17歯   小歯 診療所
     秋田市金足追分字海老穴２６２番常　勤:    2長　佐藤　正人 新規 現存
     地３ (歯       2) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601･3312･3 ひがしとおり歯科医院〒010-0003 018-831-8867山本　高敬 山本　真弓 平 9.11.10歯   小歯 診療所
     秋田市東通三丁目１０番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701･3315･6 パール歯科クリニック〒010-0862 018-835-1674医療法人　英歯会　理須藤　英子 平10. 8.15歯   小歯 歯外診療所
     秋田市手形田中１２番３７号 常　勤:    4事長　須藤　英子 新規 矯歯 現存
     (歯       4) 平28. 8.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801･3318･0 とおる歯科医院 〒010-0802 018-868-8469有明　徹 有明　徹 平11. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市外旭川字八幡田２１０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901･3319･8 医療法人東京堂　港町〒011-0946 018-857-1040医療法人東京堂　理事佐藤　暢也 平11. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 秋田市土崎港中央３丁目５番４０常　勤:    3長　佐藤　暢也 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001･3320･6 こまはし歯科医院 〒010-0951 018-862-7047駒橋　純 駒橋　純 平11. 7. 2歯   小歯 診療所
     秋田市山王２丁目６番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101･3321･4 きくち歯科医院 〒010-1611 018-862-6675菊地　功 菊地　功 平11. 7.15歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市新屋天秤野５－７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201･3322･2 小柳歯科医院 〒010-0851 018-832-6042小柳　真 小柳　真 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     秋田市手形十七流４１９番 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301･3323･0 とりき町歯科クリニッ〒010-1633 018-888-8222清水　光 清水　光 平11. 9.14歯   小歯 診療所
     ク 秋田市新屋鳥木町４－４７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401･3324･8 みなみ歯科医院 〒011-0943 018-847-4733医療法人能代歯科医療小澤　友義 平11.10. 1歯   診療所
     秋田市土崎港南三丁目７－４ 常　勤:    1会　理事長　鈴木　洋 新規 現存
     (歯       1)一 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501･3325･5 原歯科医院 〒010-0918 018-865-2600小田　真悟 小田　真悟 平11.10. 4歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市泉南３丁目４－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601･3326･3 カネウチ歯科医院 〒010-0041 018-832-8249医療法人ケーディーシ金内　洋光 平11.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市広面字谷地沖４番地３ 常　勤:    1ィー　理事長　金内　 組織変更 現存
     (歯       1)洋光 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701･3327･1 田北歯科医院 〒011-0932 018-857-0088田北　朗 田北　朗 平12. 3. 4歯   診療所
     秋田市将軍野青山町１２－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801･3329･7 こばやし歯科クリニッ〒010-1424 018-829-2666小林　博典 小林　博典 平12. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 秋田市御野場８丁目７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901･3331･3 酒樹歯科医院 〒010-0851 018-835-8161酒樹　徳悦 酒樹　徳悦 平12. 6.15歯   診療所
     秋田市手形十七流３２－４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9001･3336･2 歯科明徳町クリニック〒010-0875 018-832-4224佐藤　直人 佐藤　直人 平12.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     秋田市千秋明徳町３番４８号 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101･3339･6 杉山歯科クリニック 〒010-0951 018-865-2257杉山　洋行 杉山　洋行 平13. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市山王３丁目５番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201･3340･4 神谷歯科医院 〒011-0946 018-880-5580神谷　浩悦 神谷　浩悦 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     秋田市土崎港中央７丁目５番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301･3341･2 医療法人　佐々木歯科〒011-0936 018-857-0648医療法人　佐々木歯科佐々木　俊憲 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 秋田市将軍野南三丁目１０番１０常　勤:    1医院　理事長　佐々木 移動 歯外 現存
     号 (歯       1)　俊憲 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401･3342･0 通町歯科クリニック 〒010-0912 018-866-5363吉富　慎一 吉富　慎一 平13. 8.16歯   小歯 歯外診療所
     秋田市保戸野通町７番３２号ノー常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ベルビル２Ｆ (歯       1) 平25. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501･3343･8 船木歯科クリニック 〒010-0942 018-867-8250船木　聖己 船木　聖己 平13. 9.26歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市川尻大川町１－４０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601･3344･6 エンパイア歯科医院 〒010-0922 018-824-6758佐々木　健 佐々木　健 平13.10. 1歯   診療所
     秋田市旭北栄町５番１０号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701･3345･3 ながい歯科医院 〒010-0918 018-824-4465永井　毅 永井　毅 平13.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市泉南３丁目２５番１号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25.10.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801･3348･7 いしかわ歯科・矯正歯〒010-0041 018-887-3988石川　承平 石川　承平 平14. 4.21歯   矯歯 小歯診療所
     科 秋田市広面字野添１８１番地 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901･3349･5 いずみ歯科クリニック〒010-0917 018-866-8246川原田　啓 川原田　啓 平14. 9. 2歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市泉中央二丁目１４－６ノー常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ベル泉１Ｆ (歯       1) 平26. 9. 2
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  10001･3355･2 とし歯科クリニック 〒010-0917 018-865-1181三浦　利之 三浦　利之 平16. 4.15歯   小歯 診療所
     秋田市泉中央３丁目１０番２４号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101･3356･0 ＴＡＫＵ歯科クリニッ〒011-0901 018-867-8255佐藤　拓 佐藤　拓 平16. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 秋田市寺内字三千刈３２５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201･3358･6 歯科アキタクリニック〒010-0951 018-864-1355武蔵　貞司 武蔵　貞司 平16. 7.16歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市山王１丁目９番１０号 常　勤:    1 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301･3360･2 ほどの矯正歯科クリニ〒010-0914 018-823-8278鈴木　尚英 鈴木　尚英 平16.11.15歯   矯歯 診療所
     ック 秋田市保戸野千代田町２－５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401･3363･6 医療法人　石塚歯科医〒019-2601 018-882-3808医療法人　石塚歯科医石塚　永幸 平15. 9.16歯   矯歯 診療所
     院 秋田市河辺和田字上中野４０１番常　勤:    1院　理事長　石塚　永 移動 現存
     地６ (歯       1)幸 平27. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501･3364･4 いがらし歯科医院 〒010-1223 018-886-2758五十嵐　亮 五十嵐　亮 平 9. 6. 2歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市雄和妙法字上大部１７－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601･3365･1 すがわら歯科医院 〒010-1222 018-881-0808菅原　栄悦 菅原　栄悦 平14.10. 1歯   矯歯 診療所
     秋田市雄和石田字中大部５０－５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701･3367･7 堀部歯科医院 〒010-1638 018-828-4323堀部　真知子 堀部　真知子 平17. 2.26歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市新屋表町１１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801･3368･5 はぁと歯科クリニック〒010-0041 018-836-0202中田　舞子 中田　舞子 平17. 4. 6歯   小歯 歯外診療所
     秋田市広面字樋ノ口１０１－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901･3369･3 アルヴェたかのはし歯〒010-0001 018-837-1280鷹觜　裕 鷹觜　裕 平17. 4. 1歯   歯外 診療所
     科 秋田市中通七丁目１番３号　４階常　勤:    1 新規 現存
     ４－６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11001･3370･1 大淵歯科医院 〒010-0001 018-835-3711大渕　義孝 大渕　義孝 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市中通４丁目７－３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101･3371･9 将軍野歯科診療所 〒011-0936 018-845-0863阿部　賀子 阿部　賀子 平17. 3.19歯   小歯 診療所
     秋田市将軍野南１丁目１０－５２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201･3372･7 ささき歯科クリニック〒010-0041 018-884-0333佐々木　大輔 佐々木　大輔 平17. 5. 2歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市広面字大袋３８番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301･3373･5 おのば歯科クリニック〒010-1423 018-892-6300伊藤　寿 伊藤　寿 平17. 6.13歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市仁井田中新田７５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401･3374･3 堀川歯科クリニック 〒010-1612 018-867-0020堀川　信行 堀川　信行 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市新屋豊町７－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501･3376･8 石田歯科医院 〒010-0011 018-832-5482石田　達郎 石田　達郎 平17.10.11歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市南通亀の町５－７ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601･3378･4 広幡歯科医院 〒019-2601 018-882-2030工藤　充康 工藤　充康 平18. 5. 1歯   診療所
     秋田市河辺和田字上中野１２６－常　勤:    1 移動 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701･3381･8 もとまち歯科医院 〒010-1631 018-888-8814西村　圭史 西村　圭史 平18. 5.20歯   小歯 歯外診療所
     秋田市新屋元町５－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801･3383･4 泉谷歯科医院 〒011-0946 018-845-0484泉谷　和弘 泉谷　和弘 平18.10. 3歯   診療所
     秋田市土崎港中央１丁目１４－１常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901･3384･2 水上歯科医院 〒010-0916 018-838-0088水上　克 水上　克 平18.12. 4歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市泉北１丁目８番９号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12001･3385･9 もみの木デンタルクリ〒011-0911 018-838-1707医療法人　南秋会　理本間　陽子 平18.12.18歯   矯歯 小歯診療所
     (01･1649･4) ニック　もみの木スト秋田市飯島字堀川１０番地 常　勤:    2事長　後藤　英盛 新規 歯外 心内 精  現存
     レスクリニック (医       1) 平24.12.18
     (歯       1)
     非常勤:    7
     (医       3)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101･3386･7 玉木歯科医院 〒010-0925 018-864-6688医療法人玉木歯科医院玉木　修 平19. 1. 5歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市旭南三丁目８番３号 常　勤:    2　理事長　玉木　修 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201･3388･3 旭北歯科医院 〒010-0922 018-865-2931医療法人千成会　理事千葉　利昭 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市旭北栄町１番４号 常　勤:    5長　千葉　利昭 組織変更 現存
     (歯       5) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301･3389･1 添川あおば歯科 〒010-0822 018-825-5575戸嶋　慎一 戸嶋　慎一 平19. 4.25歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市添川字地ノ内１７５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4.25
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401･3391･7 大村矯正歯科 〒010-0021 018-837-3148大村　克彦 大村　克彦 平19. 4.13矯歯 診療所
     秋田市楢山登町２番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501･3392･5 むさしデンタルオフィ〒010-0912 018-853-8214医療法人哲風会　理事武蔵　哲貞 平19. 8.17歯   矯歯 小歯診療所
     ス 秋田市保戸野通町４番８号 常　勤:    1長　武蔵　哲貞 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601･3393･3 下北手かねた歯科クリ〒010-0051 018-853-9341金田　一衛 金田　一衛 平19. 9. 7歯   小歯 歯外診療所
     ニック 秋田市下北手松崎字家ノ前１８２常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平25. 9. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701･3395･8 はまなす歯科クリニッ〒010-0802 018-847-5888永瀬　聡 永瀬　聡 平19.10. 7歯   小歯 歯外診療所
     ク 秋田市外旭川字前谷地４１番１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12801･3397･4 後藤歯科医院 〒010-0912 018-862-2793後藤　康 後藤　康 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市保戸野通町２－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901･3398･2 ＤｅｎｔａｌＣａｒｅ〒010-0955 018-866-4004稲葉　茂 稲葉　茂 平20. 1.11歯   小歯 診療所
     　オリーブ歯科クリニ秋田市山王中島町２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     ック (歯       1) 平26. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001･3401･4 中村歯科医院 〒010-0921 018-862-2210中村　勤 中村　勤 平20. 4. 1歯   診療所
     秋田市大町４丁目３番１４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101･3402･2 ほどの歯科クリニック〒010-0901 018-865-3020医療法人　晴功会　理佐々木　憲治 平20. 6. 2歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市保戸野桜町１９番３号 常　勤:    1事長　鷲谷　一晴 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 6. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201･3404･8 すま歯科医院 〒011-0943 018-845-1768須磨　良行 須磨　良行 平21. 1. 6歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市土崎港南一丁目１４番９号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301･3405･5 安倍歯科医院 〒010-0001 018-874-8390小林　崇之 小林　崇之 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市中通三丁目３番２８号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401･3406･3 せき歯科クリニック 〒010-0063 018-874-7717関　宏 関　宏 平21.11. 5歯   歯外 診療所
     秋田市牛島西三丁目６番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501･3407･1 あんどう矯正歯科クリ〒010-0003 018-837-6480医療法人　Ｓａｃｒｅ安藤　葉介 平21.10.16矯歯 診療所
     ニック 秋田市東通四丁目４番１８号 常　勤:    3ｄ　Ａｒｔｓ　理事長 移動 現存
     (歯       3)　安藤　葉介 平27.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601･3409･7 泉南デンタルクリニッ〒010-0918 018-867-8880医療法人　恭栄会　理佐藤　瑞香 平21.10.14歯   矯歯 小歯診療所
     ク 秋田市泉南１丁目２番２号 常　勤:    1事長　佐藤　瑞香 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10.14
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13701･3411･3 城東歯科クリニック 〒010-0003 018-834-1182医療法人社団宝樹会　佐藤　弘樹 平22. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市東通二丁目１番１７号 常　勤:    2理事長　佐藤　弘樹 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5.15
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801･3412･1 ＣＬＯＶＥＲ　ＤＥＮ〒010-0877 018-836-0968山岡　薫 山岡　薫 平22. 7. 5歯   小歯 歯外診療所
     ＴＡＬ 秋田市千秋矢留町６－３０トーカ常　勤:    1 新規 現存
     ンマンション千秋鷹匠橋１Ｆ (歯       1) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901･3413･9 柏木歯科 〒010-0041 018-832-9162柏木　了 柏木　了 平22.10.15歯   診療所
     秋田市広面字土手下４１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001･3415･4 南浦歯科クリニック 〒010-0014 018-836-1184南浦　公夫 南浦　公夫 平23. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     秋田市南通宮田１番３号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101･3416･2 たんぽぽ歯科クリニッ〒010-0804 018-868-4108大瀧　祥子 大瀧　祥子 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 秋田市外旭川八幡田一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ３７号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201･3417･0 遠藤歯科クリニック 〒010-0001 018-835-1010医療法人　千成会　理田尻　太郎 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市中通二丁目８番１号フォン常　勤:    2事長　千葉　利昭 移動 現存
     テＡＫＩＴＡ４階 (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301･3418･8 千葉歯科医院 〒010-0877 018-832-2438千葉　正明 千葉　正明 平23. 3. 1歯   診療所
     秋田市千秋矢留町６番１２号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401･3419･6 バラジマ歯科クリニッ〒010-0065 018-838-4618菊地　雅明 菊地　雅明 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 秋田市茨島六丁目１０番１３号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501･3420･4 松田歯科医院 〒010-0917 018-863-2290松田　哲朗 松田　哲朗 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市泉中央二丁目６番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601･3421･2 たつやデンタルクリニ〒010-0973 018-853-1480佐々木　達哉 佐々木　達哉 平24. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     ック 秋田市八橋本町二丁目１１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14701･3422･0 キャッスル歯科室 〒010-0001 018-836-5454医療法人　信康会　理工藤　卓奥 平24.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市中通一丁目３番５号秋田キ常　勤:    1事長　工藤　卓奥 交代 歯外 現存
     ャッスルホテル２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801･3423･8 寺内歯科医院 〒011-0903 018-866-8085稲葉　武 稲葉　武 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市寺内油田二丁目５番２１号常　勤:    1 交代 現存
     Ｙシャトウビル１階 (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901･3424･6 ななかまど歯科医院 〒010-0918 018-893-5601医療法人　富士琶会　藤沢　一弘 平25. 8. 2歯   小歯 診療所
     秋田市泉南二丁目１２番２１号 常　勤:    1理事長　古田　富夫 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001･3425･3 かず歯科クリニック 〒010-0041 018-853-8211長谷川　和弘 長谷川　和弘 平25.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     秋田市広面字昼寝２３－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101･3428･7 つね歯科クリニック 〒011-0947 018-853-1840五十嵐　常仁 五十嵐　常仁 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市飯島新町三丁目６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201･3431･1 おみ歯科クリニック 〒010-0972 018-896-0055医療法人　忠智会　理畠山　忠臣 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市八橋田五郎一丁目２－７ 常　勤:    3事長　畠山　忠臣 交代 現存
     (歯       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301･3432･9 いしばし歯科医院 〒010-1414 018-829-4618医療法人　歯征会　理石橋　征嗣 平27. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     秋田市御所野元町五丁目１２番３常　勤:    2事長　石橋　征嗣 交代 現存
     号 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401･3433･7 さとう歯科医院 〒010-0041 018-835-2255佐藤　直大 佐藤　直大 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市広面字蓮沼１０４番地１ク常　勤:    1 交代 現存
     リーンセラミックビル２階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501･3434･5 秋田アクアデンタルク〒010-0014 018-884-0035長橋　恒次 長橋　恒次 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 秋田市南通宮田１５番４４号　宮常　勤:    1 新規 現存
     田ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
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  15601･3435･2 ハピネス歯科クリニッ〒010-0062 018-874-9094大久保　圭 大久保　圭 平27. 3.31歯   矯歯 小歯診療所
     ク 秋田市牛島東７丁目１０番１号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701･3436･0 たかはし歯科クリニッ〒010-0802 018-853-6253髙橋　宗久 髙橋　宗久 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 秋田市外旭川字三後田２２番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801･3437･8 おやすみ通り歯科医院〒010-0943 018-824-6480金田　紘幸 金田　紘幸 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市川尻御休町１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901･3439･4 曽根歯科医院 〒010-1503 018-838-4697曽根　久之 曽根　久之 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市下浜羽川字下山４８番地１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２５ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001･3442･8 みやがた駅東歯科 〒010-0851 018-825-1150宮形　養 宮形　養 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市手形字西谷地１８２番地３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101･3443･6 すずの木歯科クリニッ〒010-0962 018-865-8211鈴木　克典 鈴木　克典 平29. 2. 7歯   歯外 矯歯診療所
     ク 秋田市八橋大畑２丁目２－８ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201･3444･4 北インター歯科クリニ〒010-0802 018-869-8461医療法人　雄俊会　理佐々木　俊哉 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 秋田市外旭川字小谷地４番地１ 常　勤:    1事長　佐々木　俊哉 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301･3445･1 なかいちキッズワール〒010-0001 018-827-3885医療法人　雄俊会　理野崎　佳子 平29. 2. 1小歯 歯   矯歯診療所
     ドデンタルクリニック秋田市中通一丁目４番４号タワー常　勤:    1事長　佐々木　俊哉 交代 歯外 現存
     中通１階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401･3446･9 玉木デンタルクリニッ〒010-0925 018-827-5427玉木　克弥 玉木　克弥 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 秋田市旭南三丁目２－７３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501･3447･7 さくらのもり歯科医院〒010-0042 018-893-6618逸見　健明 逸見　健明 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市桜２丁目２５番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601･3448･5 あいば歯科医院 〒010-0065 018-863-8787医療法人　興仁会　理相場　砂織 平29.12.11歯   小歯 歯外診療所
     秋田市茨島２－３－２ 常　勤:    6事長　相場　進 移動 矯歯 現存
     (歯       6) 平29.12.11
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  16701･3449･3 いわやスマイル歯科ク〒011-0901 018-827-3480医療法人社団ＪＵＫＩ岩谷　一寿 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 秋田市寺内字三千刈３７１番地１常　勤:    1　理事長　岩谷　一寿 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801･3450･1 ひまわり歯科医院 〒010-0802 018-827-4080日諸　雅人 日諸　雅人 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     秋田市外旭川字野村２０１番地ア常　勤:    1 新規 現存
     ーバンティ加賀屋Ａ号室 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901･3451･9 山王大通り歯科 〒010-0951 018-862-5011細川　卓朗 細川　卓朗 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     秋田市山王２丁目１番５３号秋田常　勤:    1 新規 現存
     山王２１ビル２０２号室 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001･3452･7 下浜駅前歯科医院 〒010-1503 018-853-8684医療法人　雄俊会　理伊藤　義将 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     秋田市下浜羽川字下野１番地 常　勤:    1事長　佐々木　俊哉 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102･3013･5 松野歯科医院 〒016-0805 0185-52-5544松野　和 松野　和 昭43. 9. 1歯   診療所
     能代市大手町１－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202･3015･0 鈴木歯科医院 〒016-0817 0185-54-6630医療法人能代歯科医療鈴木　洋一 昭48.11.15歯   歯外 診療所
     能代市上町１０番２３号 常　勤:    5会　理事長　鈴木　洋 現存
     (歯       5)一 平24.11.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302･3036･6 医療法人　村岡歯科医〒016-0824 0185-54-2851医療法人　村岡歯科医村岡　丈夫 平 5. 1. 1歯   診療所
     院 能代市住吉町１１番１６号 常　勤:    1院　理事長　村岡　丈 現存
     (歯       1)夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402･3040･8 医療法人　能登歯科医〒016-0817 0185-52-4617医療法人能登歯科医院能登　優 平 5. 1. 1歯   診療所
     院 能代市上町８番２２号 常　勤:    2　理事長　能登　優 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502･3041･6 さとう歯科医院 〒016-0013 0185-55-2636医療法人　さとう歯科佐藤　泰朗 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     能代市向能代字上野１３８番地 常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 現存
     (歯       1)泰朗 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602･3043･2 南小林歯科医院 〒016-0837 0185-55-0666医療法人　南小林歯科小林　聡 平 5. 9. 1歯   診療所
     能代市西赤沼３６番地５ 常　勤:    1医院　理事長　小林　 現存
     (歯       1)聡 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17702･3045･7 タキヤ歯科医院 〒016-0862 0185-54-6622佐藤　直満 佐藤　直満 平 5.12.15歯   診療所
     能代市寿域長根５４番地１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平17.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802･3046･5 梅田歯科医院 〒016-0844 0185-54-2807医療法人梅田歯科医院梅田　正己 平 6. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     能代市花園町２７番１７号 常　勤:    2　理事長　梅田　正己 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902･3047･3 森田歯科医院 〒016-0014 0185-54-8880医療法人恵徳会　理事森田　和弘 平 6. 1. 1歯   診療所
     能代市落合字上前田１４１番地 常　勤:    1長　森田　和弘 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002･3049･9 畠歯科医院 〒016-0843 0185-55-2870医療法人能代歯科医療塚本　麻子 平 6. 8. 1歯   診療所
     能代市中和２丁目１番３号 常　勤:    1会　理事長　鈴木　洋 現存
     (歯       1)一 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102･3050･7 中和歯科医院 〒016-0854 0185-55-0255医療法人　中和歯科医佐藤　浩 平 7. 1. 1歯   診療所
     能代市豊祥岱１番地４３ 常　勤:    1院　理事長　佐藤　浩 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202･3051･5 愛歯科 〒016-0872 0185-89-2005芳賀　芳人 芳賀　芳人 平10.10.15歯   小歯 診療所
     能代市芝童森５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302･3052･3 よつじ歯科医院 〒016-0871 0185-55-0061四 　登 四辻　登 平10.11.16歯   診療所
     能代市昇平岱２４番１能代オフィ常　勤:    1 新規 現存
     スビル２階 (歯       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402･3056･4 医療法人　ももデンタ〒016-0856 0185-89-5515医療法人　ももデンタ大塚　英幸 平15.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ルクリニック 能代市藤山３４番地１ 常　勤:    1ルクリニック　理事長 新規 歯外 現存
     (歯       1)　大塚　英幸 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502･3058･0 五十嵐歯科医院 〒018-3141 0185-73-4151五十嵐　常正 五十嵐　常正 昭58. 7. 1歯   診療所
     能代市二ツ井町五千苅３７－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602･3059･8 簾内歯科医院 〒018-3155 0185-73-2348簾内　一信 簾内　一信 平 2. 3. 1歯   診療所
     能代市二ツ井町比井野２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
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  18702･3060･6 大山歯科クリニック 〒016-0185 0185-52-8088医療法人　宏明会　理大山　知宏 平18. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     能代市下瀬３３－４ 常　勤:    1事長　大山　知宏 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802･3061･4 横山歯科医院 〒016-0816 0185-52-2935横山　知彦 横山　知彦 平20.10.15歯   小歯 歯外診療所
     能代市富町８－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902･3062･2 みどり歯科医院 〒016-0851 0185-55-3221医療法人みどり歯科医佐藤　勤一 平22. 7.12歯   矯歯 小歯診療所
     能代市緑町２番３５号 常　勤:    1院　理事長　佐藤　勤 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)一 平28. 7.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002･3064･8 わかオーラルヘルスケ〒016-0856 0185-88-8257大塚　和歌子 大塚　和歌子 平26. 9.12歯   小歯 診療所
     アクリニック 能代市字藤山１１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102･3065･5 みなみ歯科 〒016-0171 0185-52-8117医療法人佳聖会　理事深川　聖彦 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     能代市河戸川字大須賀５２番地３常　勤:    1長　深川　聖彦 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202･3067･1 織田歯科医院 〒016-0817 0185-55-1238織田　牧夫 織田　牧夫 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     能代市上町７番２３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302･3068･9 平沢歯科医院 〒016-0803 0185-54-8148庄司　尚人 庄司　尚人 平29. 8.21歯   小歯 診療所
     能代市大町１－２５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402･3069･7 医療法人社団　翔水会〒016-0891 0185-88-8989医療法人社団　翔水会水木　守 平30. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     　まもる歯科クリニッ能代市西通町２番４４号 常　勤:    3　理事長　水木　守 組織変更 矯歯 現存
     ク (歯       3) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503･3016･6 伊藤歯科医院 〒013-0027 0182-33-3197伊藤　光 伊藤　光 昭53. 8.15歯   診療所
     横手市平城町８番１４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19603･3018･2 高橋歯科医院 〒013-0044 0182-33-5031高橋　陽一 高橋　陽一 昭54. 6. 1歯   診療所
     横手市横山町２番１２号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703･3022･4 渡部歯科医院 〒013-0812 0182-37-2511渡部　栄太 渡部　栄太 昭59. 4. 3歯   診療所
     横手市金沢本町字本町４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803･3023･2 ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩ〒013-0035 0182-32-8100田島　道行 田島　道行 昭59. 7.16歯   小歯 診療所
     ＮＩＣ　田島歯科 横手市平和町２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903･3025･7 照井歯科医院 〒013-0064 0182-33-3321照井　裕之 照井　裕之 昭61. 6.16歯   小歯 診療所
     横手市赤坂字大道向１４－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003･3026･5 横手駅前歯科医院 〒013-0036 0182-32-6480小松　肇 小松　肇 昭63. 4.16歯   小歯 診療所
     横手市駅前町３－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103･3027･3 鈴木歯科 〒013-0022 0182-36-1184鈴木　明 鈴木　明 平 2.10.16歯   矯歯 小歯診療所
     横手市四日町４－８ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203･3030･7 ほしの歯科医院 〒013-0024 0182-32-2344星野　守 星野　守 平 4. 1. 4歯   小歯 矯歯診療所
     横手市田中町４－３４ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303･3034･9 朝日が丘歯科医院 〒013-0055 0182-33-8241俵谷　保 俵谷　保 平 6. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     横手市朝日が丘３丁目１番１号 常　勤:    2 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403･3035･6 旭川歯科クリニック 〒013-0033 0182-33-6480医療法人陽明会　理事和賀　正明 平 8. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     横手市旭川二丁目３番３１号 常　勤:    1長　和賀　正明 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503･3036･4 藤田歯科クリニック 〒013-0042 0182-36-0077藤田　豊貴 藤田　豊貴 平 9. 8.25歯   診療所
     横手市前郷字大乗院塚４５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20603･3040･6 石田歯科医院 〒013-0025 0182-32-2482石田　知也 石田　知也 平15. 8. 1歯   診療所
     横手市寿町３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703･3042･2 横手みなみ歯科 〒013-0063 0182-32-1182橋村　剛志 橋村　剛志 平15.12. 6歯   矯歯 小歯診療所
     横手市婦気大堤字婦気前２４４－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６ (歯       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803･3044･8 小川歯科医院 〒013-0021 0182-32-0019小川　欽也 小川　欽也 平17. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     横手市大町７番１９号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903･3045･5 佐藤歯科医院 〒019-0524 0182-42-0408佐藤　利實 佐藤　利實 昭37. 2. 1歯   診療所
     横手市十文字町本町３５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003･3048･9 小野歯科医院 〒013-0205 0182-22-4106小沢　潤吉 小沢　潤吉 昭51. 8. 1歯   診療所
     横手市雄物川町今宿字今宿７５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103･3051･3 鴻斗歯科医院 〒013-0000 0182-45-3140石田　益雄 石田　益雄 昭55. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     横手市増田町七日町１２８ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203･3052･1 十文字歯科クリニック〒019-0524 0182-42-1315佐藤　元信 佐藤　元信 昭56. 6. 1歯   小歯 診療所
     横手市十文字町本町６－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303･3054･7 後藤歯科医院 〒019-0701 0182-45-4801後藤　浩美 後藤　浩美 平元. 4.17歯   小歯 歯外診療所
     横手市増田町増田字月山西１３－常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403･3055･4 石川歯科医院 〒019-0527 0182-42-0177石川　秀夫 石川　秀夫 平元. 8.21歯   診療所
     横手市十文字町大道東５５－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503･3056･2 松野歯科医院 〒019-0505 0182-42-1542松野　才 松野　才 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     横手市十文字町仁井田字東１６－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21603･3057･0 佐藤歯科診療所 〒013-0105 0182-24-1001佐藤　直 佐藤　直 平 5. 2.16歯   診療所
     横手市平鹿町浅舞字浅舞３８３番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平29. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703･3059･6 パール歯科 〒019-0529 0182-42-4670斉藤　祐子 斉藤　祐子 平 6. 6. 6歯   矯歯 小歯診療所
     横手市十文字町海道下３３番地１常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平30. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803･3060･4 石成歯科医院 〒013-0514 0182-26-2222医療法人石成歯科医院石成　勉 平 8. 1.15歯   小歯 診療所
     横手市大森町大中島５２０番地１常　勤:    1　理事長　石成　勉 現存
     (歯       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903･3061･2 梨木歯科医院 〒019-0509 0182-55-2345須田　泰夫 須田　泰夫 平10. 9. 7歯   矯歯 小歯診療所
     横手市十文字町梨木字羽場下１４常　勤:    1 新規 現存
     番９号 (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003･3062･0 竹内歯科医院 〒013-0208 0182-22-2001竹内　亨 竹内　亨 平12. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     横手市雄物川町沼館字沼館３１８常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103･3063･8 あいのの歯科クリニッ〒019-1108 0182-53-3555医療法人　ヒロ・デン鈴木　富雄 平13. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 横手市山内土渕字中島８９番地１常　勤:    2タル・プロデュース　 新規 現存
     (歯       2)理事長　竹田　浩人 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203･3065･3 太田歯科医院 〒019-0524 0182-42-5585太田　広輝 太田　広輝 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     横手市十文字町本町２３－４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303･3066･1 だいご歯科医院 〒013-0102 0182-56-0515佐々木　千里 佐々木　千里 平14. 5.22歯   小歯 診療所
     横手市平鹿町醍醐字太茂田８番１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403･3068･7 赤沢歯科医院 〒019-0701 0182-45-2037赤澤　茂樹 赤澤　茂樹 平16. 2. 1歯   診療所
     横手市増田町増田字本町三番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503･3071･1 小坂歯科医院 〒013-0022 0182-36-4182医療法人　小坂歯科医小坂　行雄 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     横手市四日町６番２号 常　勤:    2院　理事長　小坂　行 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22603･3072･9 医療法人　浅舞歯科ク〒013-0106 0182-24-1245医療法人　浅舞歯科ク佐藤　政志 平18. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 横手市平鹿町中吉田字竹原８９－常　勤:    2リニック　理事長　佐 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       2)藤　政志 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703･3074･5 小原歯科医院 〒019-0503 0182-42-3525山中　有紀子 山中　有紀子 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     横手市十文字町西原１番町５０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803･3075･2 ほそや歯科医院 〒013-0060 0182-23-5084細谷　養幸 細谷　養幸 平20. 9. 3歯   矯歯 小歯診療所
     横手市条里二丁目３番１４号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903･3076･0 吉川歯科クリニック 〒013-0043 0182-32-3722吉川　圭一郎 吉川　圭一郎 平20.10.31歯   小歯 診療所
     横手市安田字縄手添１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003･3077･8 ノレーブ歯科クリニッ〒013-0513 0182-38-8120山野　浩樹 山野　浩樹 平21. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     ク 横手市大森町湯ノ島２４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103･3078･6 さくら歯科河原田矯正〒013-0060 0182-33-3763加賀谷　桂 加賀谷　桂 平21.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 横手市条里１丁目１７－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.12. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203･3079･4 熊谷歯科クリニック 〒013-0036 0182-32-8877熊谷　克己 熊谷　克己 平25.10. 1歯   診療所
     横手市駅前町８－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23303･3080･2 医療法人社団周稚会す〒019-0505 0182-23-5322医療法人社団周稚会　石川　博宣 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     えひろ歯科医院 横手市十文字町仁井田字八萩９９常　勤:    2理事長　吉田　隆子 新規 現存
     番４ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403･3081･0 医療法人　十薬会　さ〒013-0051 0182-33-5623医療法人　十薬会　和吉川　昌博 平27. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     かえ歯科医院 横手市大屋新町字新町１６６番地常　勤:    1賀　卓 新規 現存
     ５ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503･3082･8 歯科ヨコテクリニック〒013-0046 0182-33-1201阿部　東子 阿部　東子 平28. 1. 1歯   診療所
     横手市神明町１３－１７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
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  23603･3083･6 医療法人　ささき歯科〒013-0074 0182-33-8020医療法人　ささき歯科佐々木　徹 平29.10. 1歯   診療所
     医院 横手市三本柳字寺田１９７ 常　勤:    1医院　理事長　佐々木 組織変更 現存
     (歯       1)　徹 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703･3084･4 わたなべ歯科医院 〒013-0325 0182-52-2112渡邊　正樹 渡邊　正樹 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     横手市大雄田根森東９４－３ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23804･3019･8 小笠原歯科医院 〒017-0897 0186-43-3161小笠原　正四 小笠原　正四 昭50. 6. 1歯   診療所
     大館市三の丸２２－２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23904･3020･6 寺岡歯科医院 〒017-0044 0186-43-4334寺岡　洋一 寺岡　洋一 昭52. 5.16歯   診療所
     大館市御成町３－６－５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004･3021･4 佐藤歯科医院 〒017-0874 0186-49-2067佐藤　茂直 佐藤　栄子 昭53. 4. 1歯   診療所
     大館市美園町５－５６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24104･3025･5 滑川歯科医院 〒017-0044 0186-42-3674滑川　明雄 滑川　明雄 昭55. 1.15歯   診療所
     大館市御成町２－１５－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204･3026･3 門間歯科医院 〒017-0005 0186-46-3460門間　正志 門間　正志 昭55. 7. 1歯   診療所
     大館市花岡町猫鼻６－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24304･3027･1 三の丸歯科医院 〒017-0893 0186-49-3952佐藤　遊 佐藤　遊 昭56. 3. 5歯   診療所
     大館市桂城５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404･3033･9 古田歯科医院 〒017-0012 0186-48-6503古田　大 古田　大 昭59. 7.16歯   診療所
     大館市釈迦内字稲荷山下１２３－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504･3036･2 石田歯科医院 〒017-0896 0186-42-5240石田　誠孝 石田　誠孝 昭62. 3. 9歯   診療所
     大館市大館４０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604･3039･6 阿部歯科医院 〒017-0804 0186-42-2077阿部　忠一 阿部　忠一 平元. 6.12歯   診療所
     大館市柄沢字狐台２－１０４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.12
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  24704･3041･2 伊藤歯科医院 〒017-0046 0186-42-3788伊藤　宰恒 伊藤　宰恒 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     大館市清水一丁目３－３７アルテ常　勤:    1 現存
     ィ清水ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24804･3042･0 根田歯科医院 〒017-0846 0186-42-1733根田　朋武 根田　朋武 平 2. 9.17歯   矯歯 小歯診療所
     大館市常盤木町３－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904･3044･6 医療法人　谷本歯科医〒017-0043 0186-49-3588医療法人　谷本歯科医谷本　博明 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 大館市有浦一丁目６－２３ 常　勤:    1院　理事長　谷本　博 歯外 現存
     (歯       1)明 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004･3046･1 とだ歯科医院 〒017-0881 0186-42-1134戸田　正典 戸田　正典 平 3.10. 1歯   診療所
     大館市長木川南１６－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104･3048･7 佐藤歯科桂城診療所 〒017-0893 0186-49-1136医療法人歯友会　理事佐藤　正平 平 5. 1. 1歯   一般 小歯診療所
     大館市桂城８番地２３ 常　勤:    1長　佐藤　正文 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204･3053･7 たかはし歯科医院 〒017-0827 0186-42-4555医療法人たかはし歯科高橋　聡明 平 5. 9. 1歯   診療所
     大館市谷地町８番地 常　勤:    2医院　理事長　高橋　 現存
     (歯       1)聡明 平29. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304･3054･5 神歯科医院 〒017-0043 0186-43-1180神　州一 神　州一 平 5.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     大館市有浦六丁目１番３３号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404･3055･2 ありうら歯科医院 〒017-0043 0186-49-6480高橋　正泰 高橋　正泰 平 7. 5.10歯   診療所
     大館市有浦三丁目２番６２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504･3056･0 なかまち歯科クリニッ〒017-0843 0186-49-1811片岡　英行 片岡　英行 平 7. 6.15歯   診療所
     ク 大館市中町２８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604･3057･8 わたなべ歯科医院 〒017-0885 0186-45-0120渡辺　徹 渡辺　徹 平10. 1.22歯   小歯 歯外診療所
     大館市豊町９番３２号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 1.22
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  25704･3059･4 こう歯科医院 〒017-0872 0186-49-1000医療法人　こう歯科　越前　康平 平14. 3. 1歯   診療所
     大館市片山町三丁目２番３３号 常　勤:    1理事長　越前　康平 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25804･3060･2 しん歯科クリニック 〒017-0045 0186-43-6070渡部　伸 渡部　伸 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大館市中道１丁目１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25904･3061･0 ひがしだい歯科クリニ〒017-0803 0186-49-0418齋藤　真 齋藤　真 平15.10.16歯   矯歯 小歯診療所
     ック 大館市東台４－４－９３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004･3062･8 猪野歯科医院 〒018-3505 0186-54-2013猪野　慶 猪野　裕子 昭43. 9. 1歯   診療所
     大館市早口字上野４４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104･3063･6 やまお歯科医院 〒018-3505 0186-54-3322山尾　克朗 山尾　克朗 平 4. 7.17歯   診療所
     大館市早口字深沢岱４０－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204･3066･9 比内根田歯科医院 〒018-5701 0186-45-4181根田　朋典 根田　朋典 平11. 5.19歯   小歯 診療所
     大館市比内町扇田字長岡下１４－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平29. 5.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26304･3067･7 メイホウデンタルクリ〒017-0814 0186-44-6480福田　喜安 福田　喜安 平18. 2.15歯   小歯 歯外診療所
     ニック 大館市赤館町４－１５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404･3069･3 ながぬまけんこう歯科〒018-5603 0186-52-3554医療法人社団けんこう永沼　範子 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大館市曲田字曲田６番地１ 常　勤:    1会　理事長　永沼　範 組織変更 現存
     (歯       1)子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504･3071･9 ながはしデンタルクリ〒017-0041 0186-59-4901長橋　泰次 長橋　泰次 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 大館市大田面３９３番１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26604･3072･7 越前歯科医院 〒017-0896 0186-49-2727越前　悠 越前　悠 平25.11. 2歯   診療所
     大館市字大館６５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704･3073･5 神成歯科医院 〒017-0842 0186-42-0377神成　勝典 神成　勝典 平26. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     大館市馬喰町２５ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26805･3006･2 進藤歯科医院 〒015-0804 0184-22-3609進藤　久子 進藤　久子 昭36. 8.23歯   診療所
     由利本荘市谷山小路１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905･3016･1 医療法人歯仁会　斎藤〒015-0801 0184-24-4182医療法人歯仁会　斎藤斉藤　光博 昭54.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科診療所 由利本荘市美倉町４７－１ 常　勤:    1歯科診療所　理事長　 歯外 現存
     (歯       1)斎藤　光博 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27005･3025･2 藤原歯科医院 〒015-0021 0184-24-5270藤原　元幸 藤原　元幸 昭58. 9. 1矯歯 小歯 診療所
     由利本荘市大浦字八走１２４－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27105･3027･8 佐藤歯科医院 〒015-0073 0184-24-2611医療法人佐藤歯科医院佐藤　仁彦 平元.10. 1歯   矯歯 診療所
     由利本荘市笹道５９ 常　勤:    1　理事長　佐藤　仁彦 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27205･3028･6 金子歯科医院 〒015-0861 0184-24-1550金子　恵三 金子　恵三 平 2.11. 2歯   矯歯 小歯診療所
     由利本荘市御門２２４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27305･3029･4 医療法人　大坂歯科医〒015-0013 0184-24-4156医療法人　大坂歯科医大坂　直人 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 由利本荘市石脇田尻野２２－３１常　勤:    1院　理事長　大坂　直 歯外 現存
     (歯       1)人 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27405･3031･0 五味デンタルクリニッ〒015-0051 0184-22-8453五味　明雄 五味　明雄 平 8. 3.18歯   矯歯 小歯診療所
     ク 由利本荘市川口字家後７９番地１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27505･3033･6 鈴木歯科クリニック 〒015-0014 0184-27-1182鈴木　道郎 鈴木　道郎 平 8. 9. 2歯   診療所
     由利本荘市石脇山ノ神１１番１１常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27605･3034･4 山田歯科医院 〒015-0803 0184-22-0253山田　耕一郎 山田　耕一郎 平12. 4. 3歯   診療所
     由利本荘市中竪町４２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27705･3036･9 おおくま歯科クリニッ〒015-0836 0184-23-6633大熊　炬 大熊　炬 平15. 3.24歯   小歯 歯外診療所
     ク 由利本荘市赤沼下４２３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27805･3039･3 ほかり歯科医院 〒015-0404 0184-55-4325甫仮　隆太 甫仮　隆太 平13. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     由利本荘市矢島町七日町字栩木田常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １－２１ (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27905･3040･1 歯科いわきクリニック〒018-1301 0184-74-6188医療法人　恭栄会　理髙島　哲雄 平12.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     由利本荘市岩城内道川字新鶴潟３常　勤:    1事長　佐藤　瑞香 組織変更 現存
     番地８ (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28005･3041･9 蔵小路歯科クリニック〒018-1218 0184-62-5858佐々木　圭介 佐々木　圭介 平15.12.12歯   小歯 診療所
     由利本荘市岩城亀田大町字蔵小路常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28105･3043･5 あいば歯科クリニック〒018-0604 0184-33-4300相庭　慎太郎 相庭　慎太郎 平10. 4.17歯   矯歯 小歯診療所
     由利本荘市西目町沼田字弁天前４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ０番地３１７ (歯       1) 平28. 4.17
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28205･3044･3 医療法人いしだ歯科診〒015-0501 0184-57-2211医療法人いしだ歯科診石田　千春 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     療所 由利本荘市鳥海町伏見字山添７５常　勤:    1療所　理事長　石田　 組織変更 現存
     －５ (歯       1)千春 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28305･3046･8 医療法人　小松歯科医〒015-0221 0184-69-3838医療法人小松歯科医院小松　義典 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 由利本荘市東由利舘合字舘前２３常　勤:    1　理事長　小松　義典 歯外 現存
     －２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28405･3047･6 鈴木歯科診療所 〒018-0731 0184-65-2685医療法人大内会　理事鈴木　文登 平 6.11. 1歯   診療所
     由利本荘市大内三川字白山田８６常　勤:    1長　鈴木　文登 現存
     番地１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28505･3048･4 金内歯科医院 〒018-0711 0184-65-2323医療法人ケーディーシ浅野　憲忠 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     由利本荘市岩谷町字日渡２５２番常　勤:    1ィー　理事長　金内　 組織変更 現存
     地 (歯       1)洋光 平29.12. 1
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  28605･3049･2 東京ホワイト歯科 〒015-0051 0184-22-1882正木　敏博 正木　敏博 平17. 7.11歯   矯歯 小歯診療所
     由利本荘市川口字八幡前２５２の常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平29. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705･3050･0 藤丸歯科クリニック 〒015-0803 0184-22-5023藤丸　聡 藤丸　聡 平17.10.15歯   小歯 診療所
     由利本荘市中竪町１８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28805･3051･8 しんどう歯科クリニッ〒015-0875 0184-28-1123進藤　健太 進藤　健太 平18. 3.16歯   小歯 歯外診療所
     ク 由利本荘市砂子下７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28905･3053･4 あらまち歯科医院 〒015-0065 0184-23-6487鈴木　精智 鈴木　精智 平18. 6.14歯   矯歯 小歯診療所
     由利本荘市荒町字改６５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29005･3054･2 医療法人瑞雲会　工藤〒015-0072 0184-22-4515医療法人瑞雲会　理事工藤　正仁 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 由利本荘市裏尾崎町１０番２ 常　勤:    4長　工藤　正仁 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29105･3055･9 さはら歯科クリニック〒015-0851 0184-74-4118佐原　健司 佐原　健司 平20. 4.21歯   矯歯 小歯診療所
     由利本荘市中梵天１００番地１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29205･3059･1 西目はまなす歯科 〒018-0604 0184-33-4055医療法人　信康会　理川島　敏宏 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     由利本荘市西目町沼田字新道下二常　勤:    1事長　工藤　卓奥 交代 矯歯 現存
     丁目１９番地 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29305･3060･9 御門歯科クリニック 〒015-0077 0184-23-8241大貫　敬嘉 大貫　敬嘉 平25. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     由利本荘市本田仲町７２番地 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29405･3061･7 武田歯科医院 〒015-0811 0184-22-5208武田　瞬 武田　瞬 平25. 6. 3歯   小歯 歯外診療所
     由利本荘市桶屋町１２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29505･3062･5 さいとうデンタルクリ〒015-0843 0184-74-3110齋藤　隆輔 齋藤　隆輔 平25.10. 2歯   歯外 診療所
     ニック 由利本荘市東梵天１９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29605･3063･3 志村歯科医院 〒015-0075 0184-22-1787志村　崇 志村　崇 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     由利本荘市花畑町１丁目７３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29705･3064･1 二古歯科診療所 〒018-1305 018-474-7388三浦　直幸 三浦　直幸 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     由利本荘市岩城二古字横砂子１－常　勤:    1 新規 現存
     ６７ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29806･3009･4 太田歯科医院 〒010-0341 0185-35-3441太田　晃 太田　晃 昭50. 2.15歯   診療所
     男鹿市船越３０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29906･3015･1 小林歯科医院 〒010-0683 0185-33-3366小林　一 小林　一 昭62.11. 2歯   小歯 診療所
     男鹿市北浦北浦字栄町３番地の１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30006･3019･3 志田歯科医院 〒010-0503 0185-24-3800医療法人豊和会　理事志田　豊輔 平 2.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     男鹿市船川港金川字金川台１－２常　勤:    1長　志田　豊輔 現存
     (歯       1) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30106･3021･9 児玉歯科医院 〒010-0341 0185-35-4616児玉　元 児玉　元 平 7.10. 4歯   診療所
     男鹿市船越字前野９８－９０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30206･3022･7 医療法人清水歯科医院〒010-0341 0185-35-3737医療法人清水歯科医院清水　隆夫 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     男鹿市船越字本町１番２９号 常　勤:    4　理事長　清水　隆夫 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30306･3023･5 森山歯科医院 〒010-0511 0185-24-3516森山　眞司 森山　眞司 平13. 1. 1歯   診療所
     男鹿市船川港船川字船川５１番地常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30406･3024･3 もりやま歯科医院 〒010-0344 0185-25-3054森山　広之 森山　広之 平13. 4. 1歯   診療所
     男鹿市脇本富永字野田１２番地２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30506･3025･0 小西歯科医院 〒010-0511 0185-23-3310小西　一峰 小西　一峰 平14. 9. 2歯   診療所
     男鹿市船川港船川字外ヶ沢１２５常　勤:    1 その他 現存
     番６号 (歯       1) 平26. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30606･3026･8 わきもと歯科医院 〒010-0342 0185-22-2456後藤　明俊 後藤　明俊 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     男鹿市脇本脇本字石館３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30706･3029･2 わかみ歯科クリニック〒010-0422 0185-46-2828医療法人　わかみ歯科小玉　尚伸 平18. 1. 1歯   診療所
     男鹿市角間崎字百目木４８－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)小玉　尚伸 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30806･3031･8 まきた歯科医院 〒010-0341 0185-27-8277牧田　眞一郎 牧田　眞一郎 平25. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     男鹿市船越字内子２２４－７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30907･3011･8 小番歯科医院 〒012-0824 0183-73-2647小番　孝司 小番　健司 昭50. 5. 1歯   小歯 診療所
     湯沢市佐竹町９－３４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31007･3022･5 田尻歯科医院 〒012-0844 0183-72-1288田尻　聡 田尻　聡 昭60. 4. 5歯   小歯 診療所
     湯沢市田町２－５－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31107･3023･3 芳賀歯科医院 〒012-0814 0183-73-8148芳賀　久志 芳賀　久志 昭60.11. 5歯   診療所
     湯沢市大工町２－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31207･3024･1 木村歯科医院 〒012-0036 0183-72-1120木村　貞昭 木村　貞昭 昭63.11. 1歯   診療所
     湯沢市両神１３８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31307･3027･4 守口歯科クリニック 〒012-0824 0183-73-4646守口　修 守口　修 平 3.11.15歯   小歯 診療所
     湯沢市佐竹町５－１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24.11.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31407･3028･2 愛宕歯科クリニック 〒012-0868 0183-72-6855三澤　健士 三澤　健士 平 4.12. 8歯   診療所
     湯沢市西愛宕町５番１２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31507･3032･4 湯沢歯科クリニック 〒012-0827 0183-73-2098医療法人　湯沢歯科ク高橋　克彦 平 5. 8. 1歯   診療所
     湯沢市表町二丁目７番３３号 常　勤:    1リニック　理事長　高 現存
     (歯       1)橋　克彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31607･3033･2 大山歯科医院 〒012-0011 0183-72-4222大山　賢二郎 大山　賢二郎 平 7. 9.15歯   診療所
     湯沢市森字大島４３番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31707･3034･0 石田歯科医院 〒012-0803 0183-72-2510石田　晴夫 石田　晴夫 平 8. 3.11歯   診療所
     湯沢市杉沢新所字頭首沢１６番２常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31807･3035･7 佐野歯科医院 〒012-0015 0183-72-8686佐野　治義 佐野　治義 平 8. 7.15歯   診療所
     湯沢市倉内字布川５番４、５番６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31907･3036･5 川連歯科医院 〒012-0105 0183-42-4666高橋　寿 高橋　寿 平元.10.18歯   矯歯 小歯診療所
     湯沢市川連町字大舘上山王１７番常　勤:    1 現存
     １０号 (歯       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32007･3037･3 瀬川歯科医院 〒012-0106 0183-42-2269瀬川　雅己 瀬川　雅己 平 9. 5.26歯   小歯 診療所
     湯沢市三梨町字御岳堂１１３番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32107･3039･9 姉崎歯科医院 〒019-0205 0183-52-2330姉崎　研哉 姉崎　研哉 昭63. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     湯沢市小野字西堺９１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32207･3041･5 新山歯科医院 〒012-0183 0183-46-2002新山　重美 新山　重美 昭63.11. 1歯   診療所
     湯沢市皆瀬字下菅生１４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32307･3043･1 高橋歯科医院 〒012-0801 0183-73-2911医療法人　里仁会　理高橋　章子 平17.11. 1歯   診療所
     湯沢市岩崎字岩崎７１番地 常　勤:    2事長　高橋　章子 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32407･3045･6 秋野歯科医院 〒019-0204 0183-52-2511秋野　一尚 秋野　一尚 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     湯沢市横堀字旭町３７ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32507･3046･4 田中歯科医院 〒012-0841 0183-73-2314山中　恒明 山中　恒明 平23.10. 4歯   矯歯 診療所
     湯沢市大町一丁目２番３５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32607･3047･2 佐藤歯科医院 〒012-0813 0183-73-2720佐藤　達志 佐藤　達志 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     湯沢市前森１－２－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32707･3048･0 大友歯科医院 〒012-0845 0183-72-1181大友　佳寿 大友　佳寿 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     湯沢市材木町一丁目２－３６ 常　勤:    3 交代 矯歯 現存
     (歯       3) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32807･3049･8 山本歯科医院 〒012-0857 0183-72-6859小原　妥子 小原　妥子 平29. 6. 1歯   診療所
     湯沢市千石町４－１－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32908･3003･3 高橋歯科医院 〒014-0061 0187-62-5058高橋　一夫 高橋　一夫 昭32.10. 1歯   診療所
     大仙市大曲栄町３－２３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33008･3012･4 金子歯科クリニック 〒014-0041 0187-63-7300金子　健次 金子　健次 昭53. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大仙市大曲丸子町７－３１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33108･3014･0 井関歯科医院 〒014-0013 0187-63-8100井関　時男 井関　時男 昭56. 4. 1歯   診療所
     大仙市朝日町４－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33208･3017･3 高橋ひろし歯科医院 〒014-0046 0187-63-1230高橋　弘 高橋　弘 昭58. 9.16歯   矯歯 診療所
     大仙市大曲田町１２－２０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33308･3019･9 田口歯科医院 〒014-0046 0187-63-7117田口　昭博 田口　昭博 昭59. 8. 1歯   小歯 診療所
     大仙市大曲田町２８－３０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33408･3020･7 角間川歯科医院 〒014-1413 0187-65-3536碓氷　博 碓氷　博 昭61. 3. 3歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市角間川町中前田１１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 3. 3
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  33508･3024･9 畠山歯科医院 〒014-0051 0187-62-3636畠山　広美 畠山　広美 平元. 4.17歯   診療所
     大仙市大曲浜町２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33608･3026･4 おやしき歯科クリニッ〒014-1413 0187-65-3535大屋敷　浩明 大屋敷　浩明 平 3.12. 2歯   診療所
     ク 大仙市角間川町字東本町６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33708･3029･8 岩田歯科医院 〒014-0102 0187-62-8264岩田　斎 岩田　斎 平 9.10. 6歯   小歯 診療所
     大仙市四ツ屋字下古道４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33808･3031･4 ホワイト歯科医院 〒014-0063 0187-86-3180石川　維範 石川　維範 平11. 6. 1歯   歯外 診療所
     大仙市大曲日の出町２丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33908･3034･8 タケダ歯科クリニック〒014-0067 0187-62-6480医療法人ヒロ・デンタ竹田　浩人 平12.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大仙市飯田字大道端３番地１ 常　勤:    2ル・プロデュース　理 組織変更 現存
     (歯       2)事長　竹田　浩人 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34008･3035･5 こまい歯科医院 〒014-0048 0187-62-4189駒井　茂 駒井　茂 平15. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市大曲上大町７－１１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34108･3037･1 船木歯科医院 〒019-1701 0187-72-3222船木　元 船木　元 昭63.11.18歯   診療所
     大仙市神宮寺字本郷野２２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34208･3038･9 神岡歯科診療所 〒019-1701 0187-72-4186佐藤　聡 佐藤　聡 平11. 6.15歯   小歯 矯歯診療所
     大仙市神宮寺本郷下２６番地２ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34308･3039･7 髙橋歯科医院 〒019-1701 0187-72-3211高橋　玉依 高橋　玉依 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大仙市神宮寺字本郷野１２５－９常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34408･3040･5 小坂歯科医院 〒019-2112 0187-75-1015小坂　栄一 小坂　栄一 昭59. 9.15歯   診療所
     大仙市刈和野字愛宕町２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34508･3041･3 生和堂医院歯科 〒019-2112 0187-87-3000医療法人康晴会　理事伊藤　隆康 平 6. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大仙市刈和野字清光院後１５番地常　勤:    1長　伊藤　晴通 現存
     の２ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34608･3042･1 冨塚歯科医院 〒019-2112 0187-75-1125冨塚　説子 冨塚　説子 平11. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大仙市刈和野字川原田２－２８ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34708･3043･9 長尾歯科医院 〒014-0207 0187-56-4405長尾　文輝 長尾　文輝 昭56. 7. 7歯   診療所
     大仙市長野字紫島４８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34808･3044･7 米澤歯科医院 〒014-0207 0187-56-4460米澤　竹博 米澤　竹博 昭56.10.12歯   診療所
     大仙市長野字六日町６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34908･3045･4 滑川歯科医院 〒014-0207 0187-56-3121滑川　康枝 滑川　康枝 昭57.11.15歯   診療所
     大仙市長野字九日町１５－１ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35008･3046･2 ながさか歯科医院 〒014-0203 0187-56-2255長坂　和幸 長坂　和幸 平 8.11.16歯   小歯 診療所
     大仙市北長野字茶畑５５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35108･3048･8 協和町歯科診療所 〒019-2411 018-892-3166青木　眞一 青木　眞一 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市協和境字野田２１番地の３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35208･3049･6 畠山歯科医院 〒019-1875 0187-74-3115畠山　桂郎 畠山　桂郎 昭59. 8.20歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市南外落合２４番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35308･3050･4 仙北歯科医院 〒014-0114 0187-69-2828高橋　一禎 高橋　一禎 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市福田字穴沢４７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35408･3051･2 たかはし歯科クリニッ〒014-0805 0187-62-6800高橋　一臣 高橋　一臣 平 4. 7.23歯   小歯 診療所
     ク 大仙市高梨字田茂木８４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35508･3052･0 冨岡歯科医院 〒019-1603 0187-88-1123冨岡　伸行 冨岡　伸行 平 2.12.17歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市太田町中里字二十町９８ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35608･3054･6 高橋歯科医院 〒014-1413 0187-65-2238高橋　武道 高橋　武道 平19. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     大仙市角間川町字西本町２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35708･3055･3 嶋村歯科クリニック 〒014-0024 0187-62-0410嶋村　佳悦 嶋村　佳悦 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大仙市大曲中通町８－３２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35808･3056･1 船木歯科医院 〒014-0024 0187-63-0027船木　康博 船木　康博 平19.12.25歯   診療所
     大仙市大曲中通町２番１７号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35908･3059･5 社会医療法人明和会　〒014-0062 0187-62-2323社会医療法人明和会　斉藤　比登志 平21. 9.24歯   小歯 歯外診療所
     大曲中通歯科診療所 大仙市大曲上栄町４番３号 常　勤:    2理事長　小林　仁 移動 現存
     (歯       2) 平27. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36008･3060･3 佐藤歯科クリニック 〒019-1601 0187-86-9955佐藤　政紀 佐藤　政紀 平22. 1. 6歯   矯歯 小歯診療所
     大仙市太田町横沢字久保関北７３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36108･3061･1 みちのく政宗デンタル〒014-0021 0187-63-7803医療法人鳳珠会　理事仲間　勇太 平22. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 大仙市福田町２２－２３－７イオ常　勤:    5長　正井　佑典 新規 歯外 現存
     ンタウン大曲福田ショッピングセ(歯       5) 平28. 8. 1
     ンター内 非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36208･3062･9 太田歯科診療所 〒019-1601 0187-88-1400池田　いづみ 池田　いづみ 平24. 4. 1歯   診療所
     大仙市太田町横沢字窪関南５０５常　勤:    1 交代 現存
     番３ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36308･3063･7 佐々木歯科医院 〒014-0062 0187-63-3025佐々木　寧子 佐々木　寧子 平24. 7. 2歯   診療所
     大仙市大曲上栄町１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36408･3065･2 山下歯科医院 〒014-0023 0187-63-0418医療法人　榮貴会　理山下　貴史 平26. 9. 1歯   歯外 診療所
     大仙市大曲黒瀬町３番４５号 常　勤:    1事長　山下　榮敏 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36508･3067･8 はら歯科医院 〒014-0022 0187-88-8418原　隆志 原　隆志 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大仙市大花町１２番３－１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36609･3009･8 山内歯科医院 〒018-5201 0186-23-2866山内　彰夫 山内　彰夫 昭46. 6. 1歯   診療所
     鹿角市花輪字下中島７６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36709･3014･8 石木田歯科医院 〒018-5201 0186-23-2239尾形　裕紀夫 尾形　裕紀夫 昭60. 1. 1歯   診療所
     鹿角市花輪字堰向３２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36809･3016･3 あんどう歯科医院 〒018-5201 0186-23-3927安藤　克之 安藤　克之 昭61.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿角市花輪字八正寺７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36909･3017･1 近江歯科クリニック 〒018-5201 0186-23-7228近江　啓一 近江　啓一 昭62. 8. 1歯   診療所
     鹿角市花輪字下夕町１１７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37009･3018･9 昆歯科医院 〒018-5201 0186-22-1895昆　博己 昆　博己 昭63.10.15歯   診療所
     鹿角市花輪字上中島１３４－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37109･3019･7 小野寺歯科クリニック〒018-5334 0186-35-2771小野寺　徹 小野寺　徹 平元. 6.19歯   診療所
     鹿角市十和田毛馬内字毛馬内１０常　勤:    1 現存
     ６－１ (歯       1) 平28. 6.19
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37209･3023･9 田子歯科医院 〒018-5334 0186-35-3639田子　暢哉 田子　暢哉 平 2. 5. 1歯   矯歯 診療所
     鹿角市十和田毛馬内字城ノ下７３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［秋田県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    39 頁

  37309･3031･2 折戸歯科医院 〒018-5201 0186-23-6600折戸　昌平 折戸　昌平 平11. 5. 1歯   診療所
     鹿角市花輪字堰向５５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37409･3032･0 八幡歯科医院 〒018-5334 0186-35-2858八幡　真司 八幡　真司 平12. 6.16歯   診療所
     鹿角市十和田毛馬内字下夕道１９常　勤:    1 交代 現存
     番２２ (歯       1) 平30. 6.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37509･3033･8 かづの大湯歯科診療所〒018-5421 0186-37-4555折戸　洋子 折戸　洋子 平12.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿角市十和田大湯字上の湯５６－常　勤:    3 新規 現存
     ３ (歯       3) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37609･3034･6 花のまち歯科医院 〒018-5201 0186-23-6408奈良　潤一郎 奈良　潤一郎 平13.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     鹿角市花輪字蒼前平７２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37709･3035･3 ちゃこ歯科クリニック〒018-5334 0186-35-2110高　龍天 高　龍天 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     鹿角市十和田毛馬内字上寄熊１５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37809･3036･1 なら歯科医院 〒018-5421 0186-22-7337奈良　仁文 奈良　仁文 平20. 4. 1歯   診療所
     鹿角市十和田大湯字川原ノ湯１３常　勤:    1 新規 現存
     －９ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37909･3037･9 オーラルクリニックか〒018-5201 0186-25-8615岩淵　皐 岩淵　皐 平24. 4. 2歯   歯外 小歯診療所
     づの 鹿角市花輪字新田町２５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38010･3003･9 鈴木歯科医院 〒018-1401 018-877-3450鈴木　明彦 鈴木　明彦 平元.12. 7歯   診療所
     潟上市昭和大久保字堤の上１２５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38110･3006･2 高橋歯科医院 〒018-1502 018-877-2356高橋　達弥 高橋　達弥 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     潟上市飯田川下虻川字屋敷１２９常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38210･3007･0 よねざわ歯科医院 〒010-0201 018-878-2636米沢　輝男 米沢　輝男 昭61. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     潟上市天王字上江川４７－３４２常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38310･3008･8 敬徳会歯科診療所 〒010-0201 018-878-6800千葉　豊明 千葉　豊明 平 5. 1. 5歯   診療所
     潟上市天王字上江川４７番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38410･3009･6 医療法人南秋会　わか〒010-0101 018-872-1181医療法人南秋会　わか後藤　英盛 平13.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ばデンタルクリニック潟上市天王上北野６０－１ 常　勤:    1ばデンタルクリニック 新規 歯外 現存
     (歯       1)　理事長　後藤　英盛 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38510･3011･2 でとまち歯科クリニッ〒010-0201 018-870-6511冨塚　敏之 冨塚　敏之 平13.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 潟上市天王字北野２２３－２４４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38610･3013･8 石井歯科クリニック 〒010-0101 018-873-5111医療法人石井歯科クリ石井　秀彦 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     潟上市天王長沼４０番地１４ 常　勤:    2ニック　理事長　石井 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　秀彦 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38710･3014･6 大坂歯科医院 〒018-1415 018-877-2288医療法人　浩衛会　理大坂　浩 平17. 7. 1歯   診療所
     潟上市昭和豊川竜毛字下斉藤田７常　勤:    1事長　大坂　浩 組織変更 現存
     番地 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38810･3015･3 ふただ歯科クリニック〒010-0201 018-870-6482医療法人社団宝樹会　小川　啓介 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     潟上市天王字二田２１９番地１２常　勤:    1理事長　佐藤　弘樹 組織変更 歯外 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38910･3016･1 おおくぼ歯科診療所 〒018-1401 018-877-7111医療法人正和会　理事小玉　雅直 平23. 8. 1歯   小歯 他  診療所
     潟上市昭和大久保字街道下９６－常　勤:    1長　小玉　敏央 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39011･3002･9 森川歯科医院 〒018-3316 0186-62-3100森川　公彦 森川　公彦 昭60. 6. 1歯   診療所
     北秋田市東横町４番２７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39111･3003･7 澤口歯科医院 〒018-3323 0186-63-2513澤口　聡 澤口　聡 昭63.10.17歯   診療所
     北秋田市米代町１－３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39211･3005･2 あじみね歯科医院 〒018-3454 0186-62-9226安次嶺　正彦 安次嶺　正彦 平 6.12. 1歯   診療所
     北秋田市脇神字高村岱１６７番３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39311･3006･0 佐藤歯科医院 〒018-3321 0186-62-2727医療法人明正会　理事佐藤　正明 平10. 3. 1歯   診療所
     北秋田市松葉町１０番１１号 常　勤:    1長　佐藤　正孝 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39411･3008･6 近藤歯科医院 〒018-3454 0186-63-1386近藤　義方 近藤　義方 平10. 4. 1歯   診療所
     北秋田市脇神字藤株囲内５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39511･3009･4 加賀谷歯科医院 〒018-3312 0186-63-2772加賀谷　保 加賀谷　保 平16. 4.17歯   小歯 歯外診療所
     北秋田市花園町４番２６－１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39611･3011･0 米内沢歯科医院 〒018-4301 0186-72-5176伊東　恵寿 伊東　恵寿 平12.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北秋田市米内沢字諏訪岱３１番２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39711･3012･8 くるみ歯科医院 〒018-4301 0186-72-9640伊藤　剛 伊藤　剛 平15. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北秋田市米内沢字薬師下８６－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39811･3014･4 佐藤歯科医院　合川診〒018-4272 0186-78-3636医療法人明正会　理事佐藤　正孝 平10. 3. 1歯   診療所
     療所 北秋田市新田目字大野５０番地３常　勤:    1長　佐藤　正孝 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39911･3015･1 合川歯科医院 〒018-4282 0186-60-4055今　雅彦 今　雅彦 平11. 3.16歯   診療所
     北秋田市李岱字上悪外２１番地３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40011･3017･7 たかのす歯科クリニッ〒018-3302 0186-67-8211医療法人社団　宝樹会小野寺　こづえ 平20. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     ク 北秋田市栄字前綱６９番地 常　勤:    1　理事長　佐藤　弘樹 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 8. 2
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40111･3020･1 おおた歯科医院 〒018-3315 0186-63-1943太田　敏博 太田　敏博 平23. 4. 1歯   診療所
     北秋田市宮前町１－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40212･3003･5 さくら歯科医院 〒014-0372 0187-54-2747菅原　美樹 菅原　美樹 昭56. 7. 1歯   診療所
     仙北市角館町小館２８－１８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40312･3004･3 まつだ歯科医院 〒014-1201 0187-43-3600松田　幸子 松田　稔 昭61.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙北市田沢湖生保内字武蔵野１０常　勤:    2 現存
     ５番地の７５０ (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40412･3005･0 城南堂歯科医院 〒014-0321 0187-54-3678石川　円 石川　円 昭63.11. 2歯   診療所
     仙北市角館町西勝楽町２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40512･3006･8 カワラダ歯科医院 〒014-0369 0187-55-1188河原田　修 河原田　修 平元.10. 2歯   診療所
     仙北市角館町上菅沢１６４番地の常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40612･3007･6 祐生堂医院歯科 〒014-0328 0187-53-2268医療法人社団祐生堂　高橋　克暢 平 3.11.15歯   診療所
     仙北市角館町竹原町２６番地 常　勤:    1理事長　高橋　克暢 現存
     (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40712･3008･4 田口歯科クリニック 〒014-0328 0187-53-2212田口　仁 田口　仁 平 4. 4.20歯   小歯 診療所
     仙北市角館町竹原町３９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40812･3009･2 くぼた歯科医院 〒014-1201 0187-43-2233久保田　仁恒 久保田　仁恒 平 5. 6.26歯   診療所
     仙北市田沢湖生保内字街道ノ上４常　勤:    2 現存
     ２番地１号 (歯       2) 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40912･3011･8 山本歯科医院 〒014-0311 0187-53-2058山本　髙敬 山本　髙敬 平 8.11.20歯   診療所
     仙北市角館町田町上丁５０－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.11.20
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  41012･3012･6 ささき歯科医院 〒014-1114 0187-44-3548佐々木　正博 佐々木　正博 平10. 4. 3歯   小歯 矯歯診療所
     仙北市田沢湖神代字堂ノ西６－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41112･3014･2 さとうデンタルクリニ〒014-0312 0187-55-4222佐藤　洋司 佐藤　洋司 平16.11.15歯   矯歯 小歯診療所
     ック 仙北市角館町田町下丁１１－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41212･3016･7 仙北市田沢湖歯科診療〒014-1201 0187-43-1388仙北市長　門脇　光浩赤間　正欣 平17. 9.20歯   診療所
     所 仙北市田沢湖生保内字浮世坂１７常　勤:    1 その他 現存
     番地１ (歯       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41312･3017･5 さいとう歯科クリニッ〒014-0315 0187-53-2752齊藤　桂 齊藤　桂 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 仙北市角館町下新町４番地２ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41412･3018･3 にしき歯科クリニック〒014-0515 0187-47-3855鈴木　聡太郎 鈴木　聡太郎 平22. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仙北市西木町門屋字道目木３１９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     －２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41513･3002･5 歯科　斉藤医院 〒018-0311 0184-38-3217斉藤　雄一 斉藤　雄一 昭50.12. 1歯   診療所
     にかほ市金浦字十二林２０６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41613･3003･3 小松歯科医院 〒018-0402 0184-36-2300小松　幸司 小松　幸司 昭63. 6. 6歯   診療所
     にかほ市平沢字八森２４番地の３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41713･3005･8 さとう歯科クリニック〒018-0311 0184-32-4618佐藤　智幸 佐藤　智幸 平 9. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     にかほ市金浦字十二林３３－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41813･3006･6 かんざか歯科医院 〒018-0116 018-832-5566神坂　陽二郎 神坂　陽二郎 平 9. 9.17歯   小歯 診療所
     にかほ市象潟町字４丁目塩越２４常　勤:    2 交代 現存
     ４番地１ (歯       2) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41913･3007･4 医療法人すずき歯科医〒018-0402 0184-37-2711医療法人すずき歯科医鈴木　直之 平10. 3. 1歯   矯歯 診療所
     院 にかほ市平沢字清水尻１３６番地常　勤:    1院　理事長　鈴木　直 組織変更 現存
     １ (歯       1)之 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42013･3010･8 スマイル歯科 〒018-0116 0184-43-2800植村　秀則 植村　秀則 平18. 2. 2歯   診療所
     にかほ市象潟町４丁目塩越２９１常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42113･3011･6 古田歯科医院 〒018-0101 0184-43-2808医療法人富士琶会　理古田　富夫 平25. 2. 1歯   小歯 診療所
     にかほ市象潟町字浜山５２番地１常　勤:    1事長　古田　富夫 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42220･3004･6 小坂町立歯科診療所 〒017-0202 0186-29-5254小坂町長　細越　満 上村　信博 昭60.10.15歯   診療所
     鹿角郡小坂町小坂鉱山字松の下８常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平24.10.15
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42320･3007･9 谷本歯科クリニック 〒017-0202 0186-29-3200谷本　淳 谷本　淳 平21. 9. 1歯   診療所
     鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平１９常　勤:    1 組織変更 現存
     番地１４ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42422･3018･2 藤里町営歯科診療所 〒018-3201 0185-79-1330藤里町長　佐々木　文折祖　研太 昭62.12. 1歯   診療所
     山本郡藤里町藤琴字家の後３３－常　勤:    2明 現存
     ３０ (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42522･3021･6 八竜歯科医院 〒018-2401 0185-85-3117櫻井　養之輔 櫻井　養之輔 平 2. 1. 8歯   小歯 診療所
     山本郡三種町鵜川字西家の下４番常　勤:    1 現存
     地の３ (歯       1) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42622･3026･5 琴丘歯科医院 〒018-2104 0185-87-3945医療法人能代歯科医療藤居　良 平 3.10. 1歯   診療所
     山本郡三種町鹿渡字西小瀬川１７常　勤:    1会　理事長　鈴木　洋 現存
     １ (歯       1)一 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42722･3029･9 医療法人歯優会　嶋田〒018-2303 0185-83-3318医療法人歯優会　嶋田嶋田　均一 平 9.12. 8歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 山本郡三種町森岳字小狭間１５５常　勤:    1歯科医院　理事長　嶋 移動 歯外 現存
     (歯       1)田　均一 平27.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42822･3033･1 八峰町営歯科診療所 〒018-2501 0185-76-3291八峰町長　森田　新一大江　若葉 平18. 3.27歯   診療所
     山本郡八峰町峰浜水沢稲荷堂後１常　勤:    1郎 組織変更 現存
     １６－１ (歯       1) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42922･3034･9 八森歯科医院 〒018-2673 0185-77-2118医療法人能代歯科医療田村　誠 平29. 3.13歯   診療所
     山本郡八峰町八森字中家後４番地常　勤:    1会　理事長　鈴木　洋 移動 現存
     ６ (歯       1)一 平29. 3.13
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43022･3035･6 佐藤歯科医院 〒018-2104 0185-87-2453佐藤　隆 佐藤　隆 平29. 7. 1歯   診療所
     山本郡三種町鹿渡字片カリ橋６２常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43123･3017･2 井川歯科診療所 〒018-1512 0188-74-2555細川　隆文 細川　隆文 昭59. 4. 1歯   診療所
     南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋常　勤:    1 現存
     ノ口７８－１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43223･3026･3 橋本歯科医院 〒018-1516 0188-74-2808橋本　徹 橋本　徹 平元.11.18歯   診療所
     南秋田郡井川町浜井川字土樋１６常　勤:    1 現存
     ５番地の１ (歯       1) 平28.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43323･3039･6 医療法人　晴功会　わ〒018-1725 018-852-3141医療法人晴功会　理事鷲谷　一晴 平 9. 9. 1一般 診療所
     しや歯科医院 南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目常　勤:    2長　鷲谷　一晴 組織変更     一般     1現存
     ２番地１０ (歯       2) 平24. 9. 1歯   矯歯 小歯
     非常勤:    4 歯外 
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43423･3048･7 五城目歯科医院 〒018-1722 018-852-4858小原　雅彦 小原　雅彦 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     南秋田郡五城目町鵜ノ木９３－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43523･3052･9 ちづ歯科クリニック 〒018-1605 018-875-2801医療法人　哲風会　理名久井　潤 平17. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝２３常　勤:    1事長　武蔵　哲貞 組織変更 歯外 現存
     ３番地１ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43623･3053･7 かわた歯科医院 〒010-0443 0185-22-4351河田　輝彦 河田　輝彦 平18. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     南秋田郡大潟村中央１番地３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43723･3054･5 さくら・デンタル・オ〒018-1516 018-874-2522藤澤　雅人 藤澤　雅人 平18. 7.18歯   小歯 歯外診療所
     フィス 南秋田郡井川町浜井川杉ノ実２４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平24. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43823･3055･2 田口歯科医院 〒018-1721 018-852-2242田口　修 田口　修 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南秋田郡五城目町七倉１１５－１常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43926･3020･9 岡田歯科医院 〒019-1404 0187-84-4108岡田　寛 岡田　寛 昭53. 9.15歯   小歯 診療所
     仙北郡美郷町六郷字馬町１２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44026･3045･6 小西歯科医院 〒019-1404 0187-84-1118小西　幸夫 小西　幸夫 平 3. 9.20歯   小歯 診療所
     仙北郡美郷町六郷字荒町６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44126･3062･1 千畑ファミリー歯科ク〒019-1541 0187-87-6480小野　卓夫 田口　舞子 平10. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 仙北郡美郷町土崎字上野乙１０２常　勤:    1 新規 現存
     －２３ (歯       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44226･3071･2 たかはし歯科医院 〒019-1233 0187-82-1118鈴木　康昭 鈴木　康昭 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙北郡美郷町境田字下八百刈２１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44326･3072･0 富永歯科医院 〒019-1404 0187-84-0123富永　義樹 富永　義樹 平24. 9.27歯   小歯 歯外診療所
     仙北郡美郷町六郷字荒町１１７－常　勤:    2 交代 現存
     ５ (歯       2) 平24. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44426･3073･8 高山歯科医院 〒019-1541 0187-85-3911医療法人凛風会　理事髙山　貴寛 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     仙北郡美郷町土崎字上野２３６番常　勤:    2長　髙山　貴寛 組織変更 矯歯 現存
     地４ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44528･3024･7 高橋歯科クリニック 〒012-1131 0183-62-1418医療法人高橋歯科　理高橋　亮 平 9. 4. 1歯   診療所
     雄勝郡羽後町西馬音内字本町８２常　勤:    1事長　高橋　亮 組織変更 現存
     番１号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44628･3026･2 ジュネスデンタルクリ〒019-0801 0182-47-3131小菅　一弘 小管　一弘 平11. 3.24歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 雄勝郡東成瀬村田子内字田子内５常　勤:    1 新規 現存
     １－（イ） (歯       1) 平29. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44728･3029･6 荘司歯科医院 〒012-1123 0183-62-5126荘司　薫 荘司　薫 平17.11. 1歯   診療所
     雄勝郡羽後町貝沢字雀田１３－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44828･3030･4 柴田歯科医院 〒012-1100 0183-62-5001柴田　貞彦 柴田　貞彦 平20. 1.11歯   矯歯 診療所
     雄勝郡羽後町川原田３１ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平26. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44928･3031･2 志水歯科医院 〒012-1100 0183-62-1338勝部　朝之 勝部　朝之 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     雄勝郡羽後町南西馬音内３１４ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45028･3032･0 にしもないながさわ歯〒012-1100 0183-55-8355長澤　大 長澤　大 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 雄勝郡羽後町南西馬音内１８９番常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     地４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


