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    10130580  渡辺歯科医院 〒960-8101 024-523-0845渡辺　一民 渡辺　一民 昭40.12. 1歯   矯歯 診療所
     福島市上町２－２０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20130754  佐藤歯科医院 〒960-8165 024-546-4914佐藤　祐司 佐藤　祐司 昭44.12. 1歯   診療所
     福島市吉倉字谷地４２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30130846  荻生歯科医院 〒960-8113 024-534-0671荻生　俊樹 荻生　俊樹 昭46. 4. 1歯   診療所
     福島市旭町１－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40131109  セントラル歯科クリニ〒960-8031 024-521-1501松本　寛志 松本　寛志 昭51. 9. 1歯   診療所
     ック 福島市栄町７－３３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50131182  高木歯科医院 〒960-8253 024-558-8148高木　純仁 高木　純仁 昭54. 4. 2歯   診療所
     福島市泉字道下１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60131208  いわぶち歯科医院 〒960-8253 024-558-4658岩渕　良幸 岩渕　良幸 昭54. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市泉字泉川９－１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70131257  鈴木歯科医院 〒960-8141 024-523-5656鈴木　隆延 鈴木　隆延 昭55. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福島市渡利西の内２５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80131299  吉田歯科医院 〒960-2261 024-591-4332吉田　圭治 吉田　圭治 昭55.11.10歯   診療所
     福島市町庭坂字内町４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90131307  樋口歯科医院 〒960-8201 024-534-0648樋口　亮一 樋口　亮一 昭55.11. 1歯   診療所
     福島市岡島字向中島６０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100131323  福島県庁内歯科診療所〒960-8065 茂木　喜久男 茂木　喜久男 昭55.12. 1歯   診療所
     福島市杉妻町２－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110131364  いぬい歯科医院 〒960-8032 024-522-4325乾　公人 乾　公人 昭56. 8.24歯   診療所
     福島市陣場町８－２７ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
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   120131430  中山歯科医院 〒960-0101 024-553-5501中山　誠秀 中山　誠秀 昭57.12. 1歯   診療所
     福島市瀬上町字町尻７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130131513  蓬莱歯科医院 〒960-8157 024-548-3312亘理　道男 亘理　道男 昭59. 4. 3歯   診療所
     福島市蓬莱町２－１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140131521  板橋歯科医院 〒960-0111 024-553-2733板橋　辰也 板橋　辰也 昭59. 4. 6歯   診療所
     福島市丸子字前川原５７－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150131554  古川歯科医院 〒960-8157 024-548-5561古川　順 古川　順 昭59. 9. 1歯   診療所
     福島市蓬莱町６－８－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160131588  大槻歯科医院 〒960-8156 024-548-3322大槻　清隆 大槻　清隆 昭60. 5. 1歯   矯歯 診療所
     福島市田沢字木曽内入２４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170131596  ひぐち歯科医院 〒960-0201 024-542-0648樋口　良輔 樋口　良輔 昭60. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福島市飯坂町字笠松２３－２ 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180131612  金子歯科医院 〒960-8041 024-521-3536金子　振 金子　振 昭60.10. 1歯   診療所
     福島市大町９－２９　寿ビル７　常　勤:    1 移動 現存
     ３階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190131646  入野歯科医院 〒960-8053 024-535-5015入野　孝男 入野　孝男 昭61.12. 1歯   診療所
     福島市三河南町１４－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200131653  やのめ歯科医院 〒960-0112 024-558-2570須藤　哲 須藤　哲 昭62. 1. 5歯   診療所
     福島市南矢野目字小泉１７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210131745  あべ歯科医院 〒960-8073 024-534-5885阿部　満 阿部　満 昭62. 9.28歯   矯歯 小歯診療所
     福島市南中央２－３１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   220131752  工藤歯科医院 〒960-0231 024-542-0142工藤　祐光 工藤　祐光 昭62.12.16歯   診療所
     福島市飯坂町平野字道下１２－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230131786  吉川歯科医院 〒960-0231 024-542-8058吉川　一彦 吉川　一彦 昭63. 4. 8歯   矯歯 診療所
     福島市飯坂町平野字北原２－１８常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240131794  とやの歯科医院 〒960-8152 024-546-1182鈴木　尚 鈴木　尚 昭63. 5. 1歯   診療所
     福島市鳥谷野字水汲田４２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250131828  村島歯科医院 〒960-8252 024-534-4180村島　博志 村島　博志 昭63.10. 8歯   小歯 診療所
     福島市御山字中屋敷４１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260131836  宍戸歯科医院 〒960-8066 024-533-8118宍戸　計一 宍戸　計一 昭63. 9.27歯   診療所
     福島市矢剣町２０－１１ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平24. 9.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270131844  あい歯科医院 〒960-8237 024-545-2627吉川　亮 吉川　亮 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     福島市大森字赤沢６０－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280131851  小笠原歯科医院 〒960-0201 024-542-0341小笠原　尚史 小笠原　尚史 昭63.11.16歯   診療所
     福島市飯坂町字鯖湖町１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290131877  小関歯科医院 〒960-8074 024-534-4618小関　洋 小関　洋 平元. 3. 1歯   診療所
     福島市西中央３－２３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300131885  いがり歯科医院 〒960-8073 024-531-3238猪狩　敏代 猪狩　敏代 平元. 4. 8歯   診療所
     福島市南中央４－８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310131893  森山歯科医院 〒960-8163 024-545-2015森山　隆 森山　隆 平元. 4. 1歯   診療所
     福島市方木田字稲荷塚３３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［福島県］

［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     4 頁

   320131919  つつみ歯科医院 〒960-8003 024-556-1798堤　裕二 堤　裕二 平元. 5.12歯   診療所
     福島市森合字上森合７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330131935  くにさき小児歯科 〒960-8154 024-545-5849國崎　幸史 國崎　幸史 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     福島市伏拝字田中５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340131950  桑名歯科医院 〒960-8032 024-522-4346桑名　寿一 桑名　寿一 平元. 9. 4歯   矯歯 小歯診療所
     福島市陣場町７－１６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350131976  すがや歯科 〒960-8102 024-523-2653菅谷　敏 菅谷　敏 平元.12.18歯   診療所
     福島市北町４－２０ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360131984  渡辺歯科 〒960-8254 024-558-8880渡辺　一成 渡辺　一成 平 2. 4. 2歯   小歯 診療所
     福島市南沢又字桜内４－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370131992  大橋歯科 〒960-0241 024-557-0110大橋　日出雄 大橋　日出雄 平 2. 6. 1歯   診療所
     福島市笹谷字出歩３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380132016  入江歯科医院 〒960-8163 024-545-6730入江　哲 入江　哲 平 2. 9. 3歯   診療所
     福島市方木田字古川５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390132024  いずみ歯科 〒960-8253 024-557-6400斎藤　靖敏 斎藤　靖敏 平 2.11. 1歯   診療所
     福島市泉字長滝２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400132040  高橋歯科医院 〒960-8068 024-536-3131高橋　達也 高橋　達也 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     福島市太田町３４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410132057  片平歯科医院 〒960-1108 024-545-7288片平　堅 片平　堅 平 3. 1. 5歯   診療所
     福島市成川字後田１０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   420132065  すずき歯科医院 〒960-8051 024-534-4903鈴木　敏一 鈴木　敏一 平 3. 5. 1歯   診療所
     福島市曽根田町７－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430132073  五十嵐歯科クリニック〒960-8166 024-545-9336五十嵐　稔 五十嵐　稔 平 3. 6. 4歯   診療所
     福島市仁井田字石塚３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440132107  医療法人　大橋デンタ〒960-8132 024-533-3313医療法人　大橋デンタ落合　政幸 平 3.10. 1歯   診療所
     ル東浜診療所 福島市東浜町５－１２ 常　勤:    2ル　理事長　落合　政 組織変更 現存
     (歯       2)幸 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   450132123  かたひら歯科医院 〒960-0101 024-554-2277片平　昌平 片平　昌平 平 4. 4. 1歯   診療所
     福島市瀬上町字論田２５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460132131  大笹生歯科医院 〒960-0251 024-557-6556佐藤　克 佐藤　克 平 4. 4.17歯   診療所
     福島市大笹生字中ノ内３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470132164  植木歯科医院 〒960-1241 024-567-5502植木　禎弘 植木　禎弘 平 4. 5. 1歯   診療所
     福島市松川町字南諏訪原７８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480132172  桃井歯科クリニック 〒960-8254 024-558-3719桃井　宏和 桃井　宏和 平 4. 6. 1歯   診療所
     福島市南沢又字高木４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490132206  医療法人　社団共生会〒960-8204 024-533-7888医療法人　社団共生会菅野　昭彦 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　かんの歯科医院 福島市岡部字大蔵１８－１ 常　勤:    1　菅野　昭彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500132222  なかがわ歯科医院 〒960-0231 024-543-1818中川　亨 中川　亨 平 5. 4. 1歯   矯歯 診療所
     福島市飯坂町平野字西海枝９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510132248  富岡歯科医院 〒960-0101 024-553-3528富岡　寛美 富岡　寛美 平 5. 7. 6歯   診療所
     福島市瀬上町四斗蒔１２－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   520132255  くわな歯科クリニック〒960-8254 024-559-0984桑名　利直 桑名　利直 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市南沢又字清水端５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   530132297  大桶歯科医院 〒960-8031 024-521-3231医療法人　大桶歯科医大桶　志延 平 6. 4. 1歯   診療所
     福島市栄町７－２３ 常　勤:    1院　理事長　大桶　志 組織変更 現存
     (歯       1)延 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540132305  こうじ歯科医院 〒960-0111 024-554-4118菅野　宏治 菅野　宏治 平 6.12. 1歯   診療所
     福島市丸子字東前２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   550132313  石井歯科医院 〒960-8101 024-522-3855石井　章 石井　章 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     福島市上町３－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   560132321  おの歯科医院 〒960-2156 024-593-0777小野　立 小野　立 平 7. 1. 1歯   診療所
     福島市荒井辻下８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570132339  医療法人　佐川歯科医〒960-0231 024-542-2174医療法人　佐川歯科医佐川　浩 平 7. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 福島市飯坂町平野字谷地田１－６常　勤:    1院　理事長　佐川　浩 組織変更 現存
     ７ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580132354  勢島歯科医院 〒960-8011 024-534-6876勢島　昇 勢島　昇 平 7. 5. 8歯   診療所
     福島市宮下町１０－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590132362  渋谷歯科医院 〒960-8141 024-522-6479渋谷　治 渋谷　治 平 7. 7. 1歯   矯歯 診療所
     福島市渡利字番匠町９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600132370  赤塚歯科クリニック 〒960-8031 024-522-6876赤塚　秀樹 赤塚　秀樹 平 7. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福島市栄町６－６　ユニックスビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610132388  みやけ歯科クリニック〒960-8002 024-533-1150医療法人　みやけ歯科三宅　一永 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市森合町１５－５ 常　勤:    1医科ケア　理事長　三 組織変更 現存
     (歯       1)宅　弘章 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   620132396  おおうち歯科医院 〒960-8204 024-531-6474大内　治 大内　治 平 7.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     福島市岡部字花房７４－１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630132420  ひぐち矯正歯科 〒960-8034 024-521-3600樋口　育伸 樋口　育伸 平 8. 8. 1矯歯 診療所
     福島市置賜町７－６　アルプスビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   640132438  沼崎歯科医院 〒960-8113 024-531-9300沼崎　浩之 沼崎　浩之 平 8.11. 1歯   診療所
     福島市旭町９－２７　片平ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650132446  原田歯科医院 〒960-2155 024-593-0418原田　政広 原田　政広 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     福島市上名倉字田中２７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660132461  八木田歯科 〒960-8164 024-545-6480加藤　哲章 加藤　哲章 平 9. 6. 1歯   診療所
     福島市八木田字中島９９ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   670132495  医療法人創仁会　つじ〒960-2156 024-594-2600医療法人創仁会　理事辻　満 平10. 2. 1歯   診療所
     歯科医院 福島市荒井字弁天前１７－１ 常　勤:    1長　辻　満 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680132503  大森歯科クリニック 〒960-1101 024-545-2044医療法人　大森歯科ク鈴木　正 平10. 4. 1歯   診療所
     福島市大森字高畑２５ー３ 常　勤:    1リニック　理事長　鈴 組織変更 現存
     (歯       1)木　正 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690132537  福島市休日救急歯科診〒960-8002 024-525-7673福島市長　木幡　浩 鈴木　潤一 平10.10. 1歯   診療所
     療所 福島市森合町１０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   700132552  内藤歯科医院 〒960-8055 024-526-3585内藤　聡一郎 内藤　聡一郎 平11. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     福島市野田町４－８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710132586  佐久間歯科診療所 〒960-2101 024-593-0829佐久間　宗臣 佐久間　宗臣 平11. 4. 1歯   診療所
     福島県福島市さくら２－５－１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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   720132602  尾形歯科医院 〒960-8001 024-534-8181尾形　牧夫 尾形　牧夫 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     福島市天神町７－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   730132610  中江デンタルクリニッ〒960-8141 024-521-2727山口　晴彦 山口　晴彦 平11.10. 1歯   診療所
     ク 福島市渡利字中江町５０－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   740132628  金谷川歯科医院 〒960-1244 024-547-3773三浦　勝彦 三浦　勝彦 平11.10. 1歯   診療所
     福島市松川町関谷字大窪３７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750132636  宍戸歯科クリニック 〒960-2156 024-593-3933宍戸　富美 宍戸　富美 平11.12. 6歯   小歯 診療所
     福島市荒井字庚申下２２－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760132651  高橋歯科クリニック 〒960-0112 024-555-3833高橋　善男 高橋　善男 平12. 4. 1歯   歯外 診療所
     福島市南矢野目字中屋敷５３－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770132669  けやき歯科医院 〒960-8253 024-555-3922内藤　秀明 内藤　秀明 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福島市泉字堀之内１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   780132677  わたなべ歯科医院 〒960-8204 024-526-6656渡辺　信哉 渡辺　信哉 平12. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福島市岡部東町６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   790132685  松川歯科医院 〒960-1241 024-567-4185宮﨑　賢一 宮﨑　賢一 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     福島市松川町字本町４０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800132701  佐藤歯科医院 〒960-8141 024-521-5408佐藤　充 佐藤　充 平12. 7.14歯   小歯 診療所
     福島市渡利字馬場町３２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810132719  すがいデンタルクリニ〒960-8056 024-555-5080菅井　秀樹 菅井　秀樹 平12.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福島市八島田字琵琶渕８２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   820132727  まえだ歯科クリニック〒960-0113 024-552-6330前田　雅寛 前田　雅寛 平12.12. 2歯   診療所
     福島市北矢野目字戸ノ内１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830132735  清水矯正歯科クリニッ〒960-8031 024-528-1404清水　義之 清水　義之 平13. 4. 1矯歯 診療所
     ク 福島市栄町６－１　エスタビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840132743  ターミナルデンタルク〒960-8031 024-526-3858峯田　拓治 峯田　拓治 平13. 6. 1歯   矯歯 歯外診療所
     リニック 福島市栄町４１－１西口ショッピ常　勤:    1 交代 現存
     ングセンター内 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850132768  ささきの歯科医院 〒960-8057 024-555-3711鈴木　学 鈴木　学 平13.11. 1歯   診療所
     福島市笹木野中小屋６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860132776  かさはら歯科 〒960-0111 024-554-4848笠原　一朗 笠原　一朗 平13.12. 1歯   診療所
     福島市丸子字町頭１９－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870132792  こしのはま歯科クリニ〒960-8135 024-515-1048阿部　佐知子 阿部　佐知子 平14. 4. 1歯   診療所
     ック 福島市腰浜町７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   880132800  長谷川歯科クリニック〒960-8105 024-521-1668長谷川　孝 長谷川　孝 平14. 4.23歯   診療所
     福島市仲間町２－１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890132834  佐藤歯科医院 〒960-8044 024-522-4571佐藤　司 佐藤　司 平15. 1. 1歯   診療所
     福島市早稲町８ー１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900132842  おぐらじ歯科医院 〒960-8142 024-521-5123高橋　嘉章 高橋　嘉章 平15. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福島市小倉寺字敷ヶ森３０－３ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910132859  菊地歯科医院 〒960-8032 024-533-2061菊地　静示 菊地　静示 平15. 2. 1歯   診療所
     福島市陣場町９－２１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
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   920132883  佐竹歯科医院 〒960-0241 024-558-6454佐竹　隆二 佐竹　隆二 平15. 8.20歯   歯外 矯歯診療所
     福島市笹谷字稲場２７－１３ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930132917  たちばなデンタルクリ〒960-0116 024-553-0188橘　訓慶 橘　訓慶 平16. 1.13歯   歯外 小歯診療所
     ニック 福島市宮代字段ノ腰８２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940132933  松北歯科クリニック 〒960-8251 024-555-3555医療法人　松北歯科ク本間　英孝 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市北沢又字外新田１７－１ 常　勤:    1リニック　理事長　本 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)間　英孝 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950132941  郷野目かおる歯科クリ〒960-8161 024-546-6405齋藤　薫 齋藤　薫 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     ニック 福島市郷野目字上２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960132958  おやま歯科医院 〒960-8252 024-535-8020阿部　恵美 阿部　恵美 平16. 7. 6歯   小歯 診療所
     福島市御山字上谷地１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970132966  アースデンタルクリニ〒960-8055 024-525-1661根本　喜和子 根本　喜和子 平16.11.12歯   小歯 矯歯診療所
     ック 福島市野田町４－１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.12
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   980132974  医療法人腎済会　佐久〒960-8003 024-555-6857医療法人腎済会　理事佐久間　隆章 平17. 4. 2歯   診療所
     間デンタルクリニック福島市森合字屋敷中１５－１ 常　勤:    2長　佐久間　隆 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990132982  ホワイト歯科クリニッ〒960-8043 024-521-3262鈴木　潤一 鈴木　潤一 平17. 4. 1歯   診療所
     ク 福島市中町１－１２サンライズ中常　勤:    1 移動 現存
     町ビルＢ棟２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1000133022  医療法人陽雄会　すず〒960-0201 024-542-1711医療法人　陽雄会　理佐藤　喜久雄 平17.10. 1歯   診療所
     たけ歯科医院 福島市飯坂町湯町４－１ 常　勤:    2事長　佐藤　喜久雄 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  1010133048  あぶくま歯科 〒960-8142 024-526-4707医療法人社団　福島福田中　順 平18. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市小倉寺字神ノ前４－６ 常　勤:    1寿会　理事長　田中　 新規 現存
     (歯       1)順 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020133071  吉倉歯科クリニック 〒960-8165 024-545-3566渡辺　健志 渡辺　健志 平18.11.11歯   診療所
     福島市吉倉字八幡３６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030133089  藤井歯科医院 〒960-8153 024-573-8110藤井　誠一 藤井　誠一 平18.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     福島市黒岩字堂ノ後７１－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040133113  黒江歯科医院 〒960-1101 024-563-6686黒江　崇 黒江　崇 平19. 7. 1歯   診療所
     福島市大森字北滝ノ前２４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1050133121  海野歯科医院 〒960-8131 024-534-5706海野　仁 海野　仁 平20. 2.12歯   歯外 診療所
     福島市北五老内町８－５ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平26. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1060133139  杉本歯科医院 〒960-8041 024-522-7078木幡　健一 木幡　健一 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市大町４－２４杉本ビル２Ｆ常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1070133154  府野歯科医院 〒960-1304 024-562-4182府野　和夫 府野　和夫 昭62.11. 2歯   診療所
     福島市飯野町大久保字境川５０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080133162  飯久保歯科医院 〒960-1301 024-562-2101石原　健 石原　健 平15. 3.24歯   診療所
     福島市飯野町字町５０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090133170  小笠原歯科クリニック〒960-8157 024-548-2585小笠原　良子 小笠原　良子 平20. 5.13歯   診療所
     福島市蓬莱町４－１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100133188  勢島歯科八島田クリニ〒960-8056 024-559-1234勢島　尚 勢島　尚 平21. 4. 1歯   診療所
     ック 福島市八島田字中干損田５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1110133196  よしだ歯科クリニック〒960-8033 024-535-0038吉田　晃 吉田　晃 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     福島市万世町３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120133204  五十嵐歯科医院 〒960-0101 024-553-1626五十嵐　徹 五十嵐　徹 平21. 4. 1歯   診療所
     福島市瀬上町字本町３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130133220  鈴木歯科医院 〒960-8055 024-534-2889鈴木　賢美 鈴木　賢美 平21. 4. 1歯   診療所
     福島市野田町３－４－４８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140133246  いいくぼ歯科 〒960-8254 024-557-3031飯久保　美穂 飯久保　美穂 平21. 9. 5歯   小歯 歯外診療所
     福島市南沢又下番匠田１８の６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1150133261  もみの木歯科 〒960-0112 024-555-1170医療法人　もみの木歯力丸　尚 平22. 4. 1歯   診療所
     福島市南矢野目字境田１１－３ 常　勤:    1科　理事長　力丸　尚 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1160133279  太平寺歯科クリニック〒960-8151 024-545-1319山口　正範 山口　正範 平22. 4.16歯   歯外 小歯診療所
     福島市太平寺字町ノ内４３－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170133287  みかわだい歯科小児歯〒960-8055 024-534-4904佐藤　万穂 佐藤　万穂 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     科 福島市野田町１－１４－８１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1180133295  つげ歯科クリニック 〒960-2263 024-573-6822柘植　健至 柘植　健至 平22. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     福島市二子塚字前林２０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190133337  末永歯科医院 〒960-0241 024-555-6850医療法人　末永歯科医末永　弘卓 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     福島市笹谷字中屋敷１３－１０ 常　勤:    3院　理事長　末永　弘 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3)卓 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200133345  柳町鈴木歯科医院 〒960-8063 024-521-0240鈴木　洋成 鈴木　洋成 平23. 7. 1歯   診療所
     福島市柳町６６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1210133352  医療法人　社団　新妻〒960-2261 024-573-8816医療法人社団　新妻歯新妻　俊商 平23. 8. 1歯   診療所
     歯科医院 福島市町庭坂字長林１７－２ 常　勤:    1科医院　理事長　新妻 移動 現存
     (歯       1)　俊商 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1220133360  フォレスト歯科医院 〒960-1101 024-546-6157高橋　世紀 高橋　世紀 平23. 9. 1歯   診療所
     福島市大森字街道下１２－７ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230133378  ミュウミュウデンタル〒960-0112 024-573-4747医療法人ミュウミュウ丹治　栄展 平23.12. 1歯   診療所
     クリニック 福島市南矢野目字西荒田５０－１常　勤:    2デンタルクリニック　 組織変更 現存
     ７イオン福島店３Ｆ (歯       2)理事長　丹治　栄展 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240133402  医療法人　こわた歯科〒960-0112 024-573-7824医療法人　こわた歯科木幡　瑞秋 平25. 2. 1歯   診療所
     医院 福島市南矢野目字道下４３－３ 常　勤:    1医院　理事長　木幡　 新規 現存
     (歯       1)瑞秋 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250133410  おかだ歯科医院 〒960-1101 024-545-7216岡田　諭 岡田　諭 平26. 4. 1歯   診療所
     福島市大森字本町裏１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1260133428  秋田歯科医院 〒960-0241 024-557-0179秋田　岳志 秋田　岳志 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福島市笹谷字中谷地８－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1270133444  誉田歯科診療所 〒960-8114 024-534-7755医療法人　雄朋会　理誉田　雄司 平26. 5. 1歯   診療所
     福島市松浪町６－２４ 常　勤:    2事長　誉田　雄司 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1280133451  遠藤歯科口腔外科クリ〒960-8071 024-526-3333医療法人　明隆会　理遠藤　義隆 平26.10. 1歯   歯外 診療所
     ニック 福島市東中央一丁目１５番地６ 常　勤:    2事長　遠藤　義隆 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1290133477  大森たぐち歯科クリニ〒960-1101 024-572-6700田口　圭介 田口　圭介 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 福島市大森字中町１６－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300133485  レオ歯科医院 〒960-8221 024-572-7531土屋　令雄 土屋　令雄 平27. 6.22歯   歯外 小歯診療所
     福島市北中川原３６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310133519  まり歯科クリニック 〒960-8131 024-529-6487医療法人真和会　理事中村　真理 平28.10. 1歯   診療所
     福島市北五老内町６－１０ 常　勤:    1長　中村　真理 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320133535  スリープ歯科　福島院〒960-8102 024-572-6381医療法人賢博会　理事田中　絵里 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     福島市北町４番５号 常　勤:    1長　田中　絵里 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1330133543  福島訪問歯科医院 〒960-8152 080-8202-6440井上　義郎 井上　義郎 平29. 1.12歯   診療所
     福島市鳥谷野梅ノ木内２９－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1340133568  ホームデンタルクリニ〒960-8164 024-597-8520日高　徹也 日高　徹也 平29. 4. 5歯   小歯 診療所
     ック 福島市八木田字神明４２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1350133576  しらかば歯科クリニッ〒960-8252 024-572-7206菅野　寿 菅野　寿 平29. 4.17歯   小歯 歯外診療所
     ク 福島市御山字清水尻１－１６　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360133584  カーナデンタルクリニ〒960-8035 024-521-4130島田　佳奈 島田　佳奈 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 福島市本町５－６草野ビル３階 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1370133600  医療法人　六角クリニ〒960-8057 024-559-0597医療法人　六角クリニ六角　玲奈 平29.10. 1歯   診療所
     ック　分院　三浦歯科福島市笹木野字町東３番地の１ 常　勤:    1ック　理事長　六角　 新規 現存
     医院 (歯       1)玄一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  1380133618  ファミリア歯科 〒960-1101 024-573-0417医療法人ファミリア歯阿部　俊輔 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     福島市大森字北島２９番地１ 常　勤:    2科　理事長　阿部　俊 組織変更 現存
     (歯       2)輔 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1390133634  わたなべ矯正歯科 〒960-8113 024-597-8033医療法人わたなべ矯正渡邉　洋平 平30. 5. 1矯歯 診療所
     福島市旭町４番２６号 常　勤:    1歯科　理事長　渡邉　 組織変更 現存
     (歯       1)洋平 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1400230828  渡部歯科医院 〒965-0807 0242-26-3762渡部　二三子 渡部　二三子 昭54. 6. 1歯   診療所
     会津若松市城東町１４－５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1410230851  高島歯科医院 〒965-0042 0242-22-2539高島　一学 高島　一学 昭55. 1. 1歯   診療所
     会津若松市大町２－１３－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1420230877  高島慎二歯科医院 〒965-0831 0242-27-7557高島　慎二 高島　慎二 昭56. 1. 1歯   診療所
     会津若松市表町１－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1430230927  加藤歯科医院 〒965-0023 0242-24-0550加藤　直一 加藤　直一 昭56.10. 1歯   診療所
     会津若松市蚕養町１－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1440230950  高橋歯科医院 〒965-0818 0242-28-4363高橋　洋一 高橋　洋一 昭58. 3. 1歯   診療所
     会津若松市東千石２－３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1450230992  神田歯科医院 〒965-0801 0242-24-1182神田　信彦 神田　信彦 昭60.10. 1歯   診療所
     会津若松市宮町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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  1460231024  栗城宏昌歯科医院 〒965-0836 0242-28-4350栗城　宏昌 栗城　宏昌 昭60.12. 4歯   診療所
     会津若松市館脇町４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1470231057  駅前佐藤歯科医院 〒965-0024 0242-24-8387佐藤　克也 佐藤　克也 昭61. 4. 3歯   診療所
     会津若松市白虎町２１７ハガネレ常　勤:    1 新規 現存
     ジデンス２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1480231065  石田歯科医院 〒965-0035 0242-25-4820石田　政宏 石田　政宏 昭61. 9. 1歯   診療所
     会津若松市馬場町１－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1490231107  遠藤歯科医院 〒965-0842 0242-26-8210遠藤　秀樹 遠藤　秀樹 昭63. 8. 1歯   診療所
     会津若松市門田町大字中野字大道常　勤:    1 移動 現存
     西２３－１２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1500231164  蓮沼歯科医院 〒965-0818 0242-28-7110蓮沼　里恵子 蓮沼　里恵子 平 2. 9. 1歯   診療所
     会津若松市東千石３－１－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1510231198  大村歯科医院 〒965-0035 0242-22-0195大村　公士 大村　公士 平 2.12. 1歯   診療所
     会津若松市馬場町３－２０ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1520231206  森川歯科クリニック 〒965-0042 0242-32-5648森川　公博 森川　公博 平 3. 9. 7歯   診療所
     会津若松市大町１－９－４森川ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平24. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1530231214  小汲歯科医院 〒965-0037 0242-22-0172小汲　三代太 小汲　三代太 平 4. 1. 1歯   診療所
     会津若松市中央１－２－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1540231222  長峯歯科医院 〒965-0855 0242-29-4182長峯　岳司 長峯　岳司 平 4. 5. 6歯   矯歯 小歯診療所
     会津若松市住吉町２２－１９ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1550231263  平山歯科矯正歯科医院〒965-0042 0242-27-0425窪田　道男 窪田　道男 平 5. 2. 1歯   矯歯 診療所
     会津若松市大町１－１－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［福島県］

［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    17 頁

  1560231289  目黒歯科医院 〒965-0041 0242-23-1182医療法人目黒歯科　理目黒　守幸 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会津若松市駅前町２－１６ 常　勤:    3事長　目黒　守幸 組織変更 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1570231297  山口歯科医院 〒965-0878 0242-28-6482山口　友良 山口　友良 平 6. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     会津若松市中町２－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1580231313  さとう歯科クリニック〒965-0064 0242-22-8148佐藤　克彦 佐藤　克彦 平 6. 5. 1歯   診療所
     会津若松市神指町大字黒川字湯川常　勤:    1 新規 現存
     東２２５ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1590231321  一箕歯科医院 〒965-0006 0242-22-1184医療法人渡部会一箕歯渡部　好造 平 6.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     会津若松市一箕町大字鶴賀字下居常　勤:    4科医院　理事長　渡部 組織変更 現存
     合５６－１ (歯       4)　好造 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1600231339  けいこ歯科 〒965-0853 0242-29-0550篠田　景子 篠田　景子 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     会津若松市材木町１－９－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1610231347  やたべ歯科医院 〒965-0851 0242-27-5791谷田部　好昭 谷田部　好昭 平 7.10. 1歯   診療所
     会津若松市御旗町１－４９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1620231362  おんだ歯科医院 〒965-0006 0242-22-6311恩田　圭基 恩田　圭基 平 8. 4. 1歯   診療所
     会津若松市一箕町大字鶴賀字上居常　勤:    1 新規 現存
     合１３４－２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1630231370  渡部歯科医院 〒965-0033 0242-22-1124渡部　博俊 渡部　博俊 平 8. 7.28歯   診療所
     会津若松市行仁町１０－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1640231388  本間歯科医院 〒965-0035 0242-22-0922本間　忠 本間　忠 平 8.10. 4歯   診療所
     会津若松市馬場町２－４６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1650231396  こしば歯科医院 〒965-0838 0242-27-4374小柴　誠 小柴　誠 平 9. 4. 1歯   診療所
     会津若松市古川町５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1660231412  さいとう歯科医院 〒965-0841 0242-29-4618斎藤　邦彦 斎藤　邦彦 平 9. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     会津若松市門田町日吉字丑渕１１常　勤:    2 新規 現存
     ー４４ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1670231420  菊地歯科医院 〒965-0824 0242-27-8111菊地　亮 菊地　亮 平 9. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     会津若松市北青木３ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1680231479  松山歯科医院 〒965-0042 0242-22-0722松山　道彦 松山　道彦 平13. 5. 1歯   診療所
     会津若松市大町１－３－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1690231495  桑原歯科医院 〒965-0861 0242-26-4023桑原　英俊 桑原　英俊 平13.12. 8歯   診療所
     会津若松市日新町１－３９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1700231503  筒井歯科医院 〒965-0832 0242-26-8371筒井　章 筒井　章 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会津若松市天神町３２－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1710231511  佐野歯科医院 〒965-0042 0242-22-1726佐野　久幸 佐野　久幸 平14. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     会津若松市大町１－６－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1720231560  真宮歯科クリニック 〒965-0103 0242-58-0418大竹　祥子 大竹　祥子 平16. 1. 6歯   小歯 診療所
     会津若松市真宮新町南１－６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1730231586  渡辺ゆうぞう歯科クリ〒965-0055 0242-37-2232渡辺　雄三 渡辺　雄三 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 会津若松市石堂町３－４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1740231610  いしかわ歯科医院 〒969-3463 0242-75-5550石川　伸一 石川　伸一 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     会津若松市河東町倉橋字鏡山２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1750231636  医療法人　加羽沢歯科〒965-0855 0242-26-0418医療法人加羽沢歯科医加羽沢　啓一 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 会津若松市住吉町２０－１ 常　勤:    1院　理事長　加羽沢　 移動 現存
     (歯       1)啓一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1760231644  大竹歯科医院 〒965-0037 0242-22-3835大竹　隆資 大竹　隆資 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     会津若松市中央３－５－２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1770231651  渡部圭一歯科 〒965-0005 0242-24-6890渡部　圭一 渡部　圭一 平19. 2. 1歯   診療所
     会津若松市一箕町大字亀賀字藤原常　勤:    1 新規 現存
     １８２－５ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1780231669  みゆき歯科クリニック〒965-0037 0242-22-0220医療法人社団　済祐会佐藤　光 平19. 3. 1歯外 歯   小歯診療所
     会津若松市中央２－５－１ 常　勤:    1　理事長　　佐藤　光 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1790231685  武藤歯科医院 〒965-0877 0242-27-1678武藤　卓 武藤　卓 平20. 3. 3歯   小歯 歯外診療所
     会津若松市西栄町８－３５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1800231693  河東歯科医院 〒969-3481 0242-75-4899佐藤　正矢 佐藤　正矢 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     会津若松市河東町郡山字休ミ石１常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ０－１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1810231701  瓜生歯科医院 〒965-0044 0242-22-2818瓜生　佳弘 瓜生　佳弘 平21. 6.17歯   診療所
     会津若松市七日町６－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1820231719  佐藤歯科医院 〒965-0861 0242-27-2649佐藤　孝 佐藤　由紀子 平21.11. 2歯   矯歯 診療所
     会津若松市日新町１３－４３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1830231743  小山歯科医院 〒965-0875 0242-28-0180竹内　操 竹内　操 平22.11. 1歯   診療所
     会津若松市米代１－３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1840231750  千石デンタルクリニッ〒965-0816 0242-28-8211東條　秀太郎 東條　秀太郎 平23. 2. 2歯   小歯 歯外診療所
     ク 会津若松市南千石町３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1850231768  きみ歯科・口腔外科ク〒965-0825 0242-93-6487医療法人　君歯会　理君　賢司 平23.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 会津若松市門田町大字黒岩字石高常　勤:    2事長　君　賢司 組織変更 矯歯 現存
     １２２－１ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  1860231776  大塩歯科医院 〒965-0872 0242-38-4567医療法人　おおしお　大塩　健司 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     会津若松市東栄町６－１８ 常　勤:    2理事長　大塩　健司 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1870231784  みやぎ矯正歯科 〒965-0059 0242-37-0418宮城　尚史 宮城　尚史 平24. 7. 1矯歯 歯   診療所
     会津若松市インター西５３－１Ｆ常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1880231792  飯寺ファミリー歯科ク〒965-0846 0242-27-0648医療法人　明鳳会　理國分　明広 平24. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 会津若松市門田町大字飯寺字村東常　勤:    1事長　國分　明広 組織変更 現存
     １０８０－４ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1890231800  医療法人　シンドウ歯〒965-0872 0242-29-0040医療法人　シンドウ歯進藤　聖士 平24. 9. 1歯   診療所
     科 会津若松市東栄町１－３９ 常　勤:    2科　理事長　進藤　聖 移動 現存
     (歯       2)士 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1900231818  医療法人　かみお歯科〒965-0037 0242-24-9273医療法人　かみお歯科神尾　貴之 平24.10.10歯   診療所
     医院 会津若松市中央１－５－１６ 常　勤:    1医院　理事長　神尾　 組織変更 現存
     (歯       1)貴之 平24.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1910231834  さんデンタルクリニッ〒965-0817 0242-77-0032黒河内　修 黒河内　修 平25.12. 1歯   診療所
     ク 会津若松市千石町１０番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1920231842  白虎歯科クリニック 〒965-0024 0242-25-1110遠藤　和宏 遠藤　和宏 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     会津若松市白虎町１５４－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1930231859  中央歯科医院 〒965-0878 0242-27-3065石田　高俊 石田　高俊 平26. 2. 1歯   診療所
     会津若松市中町２－１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1940231875  やなだ歯科医院 〒965-0863 0242-27-6934 田　英則 田　英則 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     会津若松市湯川町４番２号 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1950330552  渡辺歯科医院 〒963-8877 024-922-5934渡辺　琢也 渡辺　琢也 昭39. 3. 1歯   矯歯 診療所
     郡山市堂前町３１－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1960331097  印南歯科医院 〒963-8877 024-922-0531印南　光世 印南　光世 昭51. 1. 5歯   診療所
     郡山市堂前町１－２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 5
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  1970331170  ファミリー歯科医院 〒963-8835 024-944-2805佐藤　政徳 佐藤　政徳 昭52. 5.13歯   診療所
     郡山市小原田５－２０－２８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1980331238  村上歯科クリニック 〒963-0111 024-946-2736村上　秀元 村上　秀元 昭53. 6. 1歯   診療所
     郡山市安積町荒井字北田３２－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1990331253  安達歯科医院 〒963-8025 024-938-0165安達　直樹 安達　直樹 昭53.10. 1歯   診療所
     郡山市桑野２－６－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000331279  柳沼歯科医院 〒963-0107 024-945-0029柳沼　自人 柳沼　自人 昭53.11.20歯   診療所
     郡山市安積２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2010331402  田中歯科医院 〒963-0111 0249-46-0242田中　浩二 田中　浩二 昭55. 6. 2歯   診療所
     郡山市安積町荒井字柴宮山５５ー常　勤:    1 新規 現存
     ５３ (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2020331519  オーツキ歯科医院 〒963-0201 024-952-3580永山　文雄 永山　文雄 昭56. 6. 1歯   診療所
     郡山市大槻町字原ノ町３８－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2030331550  矢吹歯科医院 〒963-8876 024-932-2054矢吹　正剛 矢吹　正剛 昭56.10.26歯   診療所
     郡山市麓山１－１６－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2040331568  並木歯科 〒963-8026 024-922-6877池田　政明 池田　政明 昭57. 4. 1歯   診療所
     郡山市並木１－１７の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2050331584  池田歯科医院 〒963-8033 024-933-0648池田　清 池田　清 昭57. 7. 1歯   診療所
     郡山市亀田１－４８－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2060331592  瀧田歯科医院 〒963-0211 024-952-3711瀧田　年子 瀧田　年子 昭57. 7. 1歯   診療所
     郡山市片平町字水上２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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  2070331618  鈴木歯科医院 〒963-8878 024-922-0595鈴木　輝久 鈴木　輝久 昭57. 7. 1歯   診療所
     郡山市堤下町１１－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2080331667  田中歯科クリニック 〒963-0201 024-934-8148田中　裕 田中　裕 昭58. 6. 1歯   診療所
     郡山市大槻町牛道１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2090331675  柳田歯科医院 〒963-1309 024-984-4194柳田　教夫 柳田　教夫 昭58. 7. 1歯   診療所
     郡山市熱海町熱海１ー３３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2100331683  森田歯科医院 〒963-8071 024-923-2306森田　欣吾 森田　欣吾 昭58. 7. 1歯   診療所
     郡山市富久山町久保田字上野１５常　勤:    2 新規 現存
     ８－２ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2110331717  おお町歯科 〒963-8001 024-934-0776橋本　收示 橋本　收示 昭58.10.11歯   診療所
     郡山市大町１－２－１７　大町プ常　勤:    1 新規 現存
     ラザビル２Ｆ (歯       1) 平28.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2120331725  鈴木歯科クリニック 〒963-8041 024-951-6845鈴木　博文 鈴木　博文 昭59. 2.15歯   診療所
     郡山市富田町字上ノ内２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2130331733  菜根歯科クリニック 〒963-8862 024-922-9800柳沼　克彦 柳沼　克彦 昭59. 3. 1歯   診療所
     郡山市菜根５－９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2140331758  桑野佐藤歯科医院 〒963-8025 024-933-7298佐藤　経二 佐藤　経二 昭59. 5. 8歯   診療所
     郡山市桑野２－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2150331766  鈴木歯科医院 〒963-8852 024-934-6123鈴木　伸和 鈴木　伸和 昭59. 7. 2歯   診療所
     郡山市台新１－３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2160331774  石井歯科医院 〒963-1522 024-982-2258石井　義夫 石井　義夫 昭59. 8. 1歯   診療所
     郡山市湖南町三代字御代１２１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2170331782  岡田歯科医院 〒963-8041 024-923-2858岡田　玄四郎 岡田　玄四郎 昭60. 1. 5歯   診療所
     郡山市富田町字若木下４１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2180331808  鈴木歯科医院 〒963-8823 024-943-6536鈴木　峰郎 鈴木　峰郎 昭60. 1. 1歯   診療所
     郡山市古川５０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2190331824  フルタ歯科医院 〒963-8861 024-938-4181古田　倫郎 古田　倫郎 昭60. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     郡山市鶴見坦１－６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2200331865  森歯科医院 〒963-8852 024-952-3737森　亮二 森　亮二 昭60.12. 1歯   診療所
     郡山市台新２－２８－２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2210331881  松井歯科医院 〒963-0111 024-946-3244松井　茂 松井　茂 昭61. 3. 1歯   診療所
     郡山市安積町荒井字前田１１－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2220331915  つかはら歯科 〒963-0108 024-945-3377塚原　広 塚原　広 昭61. 6. 1歯   診療所
     郡山市笹川２－２０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2230331956  小島歯科医院 〒963-8004 024-922-0547小島　修一 小島　修一 昭61. 8. 1歯   診療所
     郡山市中町１０－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2240331964  北見歯科医院 〒963-0111 024-947-0541北見　元造 北見　元造 昭61. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市安積町荒井字北大部１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 9. 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［福島県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    24 頁

  2250331972  栗原歯科医院 〒963-8846 024-947-0650栗原　久典 栗原　久典 昭61.11. 4歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市久留米６－８５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2260332046  南山歯科医院 〒963-0111 024-946-1844南山　秀樹 南山　秀樹 昭62. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市安積町荒井字万海５０－８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2270332053  開成宮本歯科医院 〒963-8851 024-933-0550宮本　昭雄 宮本　昭雄 昭62. 5.23歯   診療所
     郡山市開成５－１６－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2280332129  まつい歯科医院 〒963-0201 024-952-2172松井　美夫 松井　美夫 昭62.11. 2歯   診療所
     郡山市大槻町字城ノ内６６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2290332186  安積台遠藤歯科医院 〒963-0102 024-945-4118遠藤　正道 遠藤　正道 昭63. 9. 3歯   診療所
     郡山市安積町笹川字北向６－２４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2300332210  宗形歯科医院 〒963-0204 024-951-5575宗形　博子 宗形　博子 昭63.11.10歯   小歯 診療所
     郡山市土瓜１－５６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2310332236  柳橋歯科 〒963-0831 024-973-3011古俣　靜生 古俣　靜生 平元. 1. 9歯   診療所
     郡山市中田町柳橋字町４４５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2320332277  大柳歯科クリニック 〒963-8041 024-951-9969医療法人大柳会　理事大柳　俊一 平元. 9. 1歯   診療所
     郡山市富田町字久ノ内１１２ 常　勤:    2長　大柳　俊一 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2330332285  ヨコタ歯科医院 〒963-0111 024-946-1862横田　昌彦 横田　昌彦 平元.10. 2歯   診療所
     郡山市安積町荒井字神明６０－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2340332293  野田桑野歯科医院 〒963-8025 024-923-4622野田　俊光 野田　俊光 平元. 9.21歯   診療所
     郡山市桑野３－１６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2350332319  冨塚歯科医院 〒963-0111 024-945-8881冨塚　重幸 冨塚　重幸 平元.12. 7歯   診療所
     郡山市安積町荒井字太夫場加２９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2360332335  山本歯科医院 〒963-8846 024-945-1182山本　秀 山本　秀 平 2. 2. 2歯   診療所
     郡山市久留米４－１８１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2370332350  くめ歯科医院 〒963-8841 024-935-4611粂　政夫 粂　政夫 平 2. 6. 5歯   診療所
     郡山市山崎４２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2380332376  スマイル歯科クリニッ〒963-8041 024-951-4182鈴木　啓之 鈴木　啓之 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 郡山市富田町字舘南２９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2390332384  村上歯科医院 〒963-8025 024-931-0088村上　良一 村上　良一 平 3. 3. 3歯   小歯 診療所
     郡山市桑野２－３４－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2400332392  医療法人東部歯科クリ〒963-8811 024-944-8484医療法人東部歯科クリ山田　善江 平 3. 4. 1歯   診療所
     ニック 郡山市方八町２－１１－１７ 常　勤:    2ニック　理事長　山田 組織変更 現存
     (歯       2)　善江 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2410332400  高橋歯科医院 〒963-0534 024-958-5432高橋　亘 高橋　亘 平 3. 5. 1歯   診療所
     郡山市日和田町日和田１５６－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2420332525  医療法人苅部歯科医院〒963-0534 024-958-2143医療法人苅部歯科医院苅部　仁 平 4.11. 1歯   診療所
     郡山市日和田町日向８３ 常　勤:    1　理事長　苅部　仁 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2430332533  羽鳥歯科医院 〒963-8851 024-923-3111羽鳥　雄三 羽鳥　雄三 平 5. 1. 1歯   診療所
     郡山市開成２－２９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2440332541  医療法人社団平誠会遠〒963-8034 024-923-1731医療法人社団平誠会　遠藤　和男 平 5. 2. 1歯   診療所
     藤歯科医院 郡山市島２－５０－４ 常　勤:    1理事長　遠藤　和男 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2450332574  みほた歯科医院 〒963-0128 024-954-2830市野澤　正和 市野澤　正和 平 5. 5. 1歯   診療所
     郡山市三穂田町駒屋字石橋４０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
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  2460332608  橋本歯科医院 〒963-8813 024-944-2143橋本　信一 橋本　信一 平 5. 9. 1歯   診療所
     郡山市芳賀２－１２－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2470332624  いわた歯科医院 〒963-8014 024-934-6480磐田　茂 磐田　茂 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市虎丸町７－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2480332632  デンタルクリニック・〒963-8045 024-925-5652尹　日祚 尹　日祚 平 5.12. 1歯   診療所
     ハート 郡山市新屋敷一丁目１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2490332640  フレンド歯科 〒963-8052 024-938-9999清野　宏枝 清野　宏枝 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     郡山市八山田５－８１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2500332665  宗像歯科クリニック 〒963-8025 0249-38-8167宗像　健児 宗像　健児 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     郡山市桑野５－１１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2510332673  医療法人梅澤歯科医院〒963-8013 024-932-9329医療法人梅澤歯科医院梅澤　廣志 平 6. 4. 1歯   診療所
     郡山市神明町１０－８ 常　勤:    1　理事長　梅澤　廣志 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2520332681  はしもと歯科医院 〒963-0541 0249-59-2121橋本　直樹 橋本　直樹 平 6. 5. 1歯   診療所
     郡山市喜久田町堀之内字畑田１９常　勤:    5 移動 現存
     －８ (歯       5) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2530332715  宮本歯科医院 〒963-8002 024-922-0771宮本　七重 宮本　七重 平 6. 9.27歯   診療所
     郡山市駅前１－８－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2540332723  八幡歯科医院 〒963-8044 024-935-9351八幡　公章 八幡　公章 平 6.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     郡山市備前舘１－１４２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
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  2550332749  今泉俊一歯科医院 〒963-0102 024-947-6480今泉　俊一 今泉　俊一 平 7. 4. 1歯   診療所
     郡山市安積町笹川字荒池渕１１－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2560332772  上村歯科医院 〒963-0725 024-943-2723上村　勝弘 上村　勝弘 平 7. 5. 1歯   診療所
     郡山市田村町金屋字杉ノ宮１５－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2570332798  佐久間歯科医院 〒963-8005 024-923-5664医療法人佐久間歯科医佐久間　盛徳 平 7.10. 1歯   矯歯 診療所
     郡山市清水台１－６－１９　八幡常　勤:    2院　理事長　佐久間　 新規 現存
     第１ビル２Ｆ (歯       2)盛徳 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2580332814  守山デンタルクリニッ〒963-1154 024-955-3200中里　泰宏 中里　泰宏 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 郡山市田村町岩作字穂多礼９－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2590332822  あさい歯科クリニック〒963-8044 024-924-2224浅井　政一 浅井　政一 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市備前舘１－２６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2600332848  市場歯科医院 〒963-0922 024-972-2400市場　正 市場　正 平 8. 4. 1歯   診療所
     郡山市西田町三町目字松ケ作１０常　勤:    1 新規 現存
     ４－４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2610332855  医療法人郡司歯科医院〒963-0201 024-952-0584医療法人郡司歯科医院郡司　伊勢夫 平 8. 4. 1歯   診療所
     郡山市大槻町字広町４６－３ 常　勤:    2　理事長　郡司　伊勢 組織変更 現存
     (歯       2)夫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2620332871  石川歯科医院 〒963-8861 024-923-8684森　絹代 森　絹代 平 8.10. 1歯   矯歯 診療所
     郡山市鶴見坦２－１７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2630332889  いしい歯科医院 〒963-8052 024-923-8241石井　経久 石井　経久 平 8.11. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     郡山市八山田３－２１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2640332913  緑ケ丘歯科クリニック〒963-0702 024-942-7077桑野　圭太 桑野　圭太 平 9. 4. 1歯   診療所
     郡山市緑ケ丘東３－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  2650332921  医療法人　藤田歯科医〒963-0101 024-943-6680医療法人翠和会　理事藤田　富夫 平 9. 4. 1歯   診療所
     院 郡山市安積町日出山字大洲河原７常　勤:    1長　藤田　富夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2660332939  西ノ内歯科クリニック〒963-8022 024-938-8288野口　竜実 野口　竜実 平 9. 6. 1歯   診療所
     郡山市西ノ内１ー１１ー１２カー常　勤:    1 新規 現存
     サ国分１０２・１０３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2670332962  阪本歯科クリニック 〒963-0726 024-956-4511阪本　義之 阪本　義之 平 9. 9. 1歯   診療所
     郡山市田村町下行合字御膳前２ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2680332988  おおうち歯科医院 〒963-0201 024-962-0648大内　雅宣 大内　雅宣 平 9.12. 1歯   診療所
     郡山市大槻町字南反田７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2690332996  児玉歯科医院 〒963-0209 024-966-3210児玉　忠彦 児玉　忠彦 平10. 1.12歯   診療所
     郡山市御前南一丁目９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2700333028  むなかた歯科クリニッ〒963-0213 024-957-3320宗形　久 宗形　久 平10. 4. 1歯   診療所
     ク 郡山市逢瀬町多田野字久保田９５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2710333069  あべ矯正歯科クリニッ〒963-8017 024-936-7150阿部　真也 阿部　真也 平10. 6. 1矯歯 診療所
     ク 郡山市長者１ー２ー１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2720333077  朝日ケ丘歯科医院 〒963-0209 024-951-3030橋本　巌 橋本　巌 平10.10. 1歯   診療所
     郡山市御前南２丁目８７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2730333085  アート歯科 〒963-8812 024-942-4182崎原　浩 崎原　浩 平10.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市松木町２－８８イオンタウ常　勤:    4 新規 現存
     ン郡山内 (歯       4) 平28.12. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2740333150  わたなべ歯科クリニッ〒963-0107 024-937-2345渡邊　哲 渡邊　哲 平11.12. 1歯   診療所
     ク 郡山市安積２－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
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  2750333200  ホワイト歯科クリニッ〒963-8862 024-938-1333鈴木　茂子 鈴木　茂子 平12. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 郡山市菜根３－１５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2760333291  ローズマリー歯科クリ〒963-0541 024-959-3454橋本　幸扶 橋本　幸扶 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 郡山市喜久田町堀之内字秋殿前６常　勤:    2 交代 現存
     －３富士川ビル内 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2770333309  きたばたけ歯科医院 〒963-8071 024-925-2588北畠　秀樹 北畠　秀樹 平12. 9. 1歯   診療所
     郡山市富久山町久保田字我妻２３常　勤:    1 交代 現存
     －３ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2780333366  古川歯科医院 〒963-8835 024-944-3031鈴木　智子 鈴木　智子 平13. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     郡山市小原田１－１５－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2790333382  加藤歯科医院 〒963-8877 024-932-0466医療法人　加藤歯科医加藤　悦央 平13.10. 1歯   診療所
     郡山市堂前町３１－９ 常　勤:    1院　理事長　加藤　悦 組織変更 休止
     (歯       1)央 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2800333390  永山歯科クリニック 〒963-8017 024-933-4439永山　隆治 永山　隆治 平13.11.16歯   小歯 診療所
     郡山市長者１－８－９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25.11.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2810333408  牧歯科医院 〒963-0551 024-991-8225牧　正 牧　正 平14. 1. 8歯   診療所
     郡山市喜久田町字四十坦１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2820333432  竹島デンタルクリニッ〒963-8862 024-922-1729竹島　弘二 竹島　弘二 平14. 1. 8歯   診療所
     ク 郡山市菜根２－１２－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2830333440  駅前ときわ歯科 〒963-8002 024-991-1819常盤　一哉 常盤　一哉 平14. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市駅前１－１４－３郡山アカ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     デミービル２Ｆ (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2840333465  しま歯科クリニック 〒963-8034 024-991-7727野田　和正 野田　和正 平14. 9. 2歯   矯歯 診療所
     郡山市島１丁目５－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 2
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  2850333473  ニコニコ歯科医院 〒963-0112 024-937-2203塚本　朋宏 塚本　朋宏 平14.10. 4歯   診療所
     郡山市安積町成田字高田７３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2860333531  安積歯科・こども歯科〒963-0107 024-937-4418医療法人　安積歯科・中山　寿賀子 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市安積３－３３１ 常　勤:    4こども歯科　理事長　 組織変更 現存
     (歯       4)中山　寿賀子 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2870333572  外島歯科医院 〒963-8052 024-933-1655外島　篤 外島　篤 平16. 1. 5歯   診療所
     郡山市八山田６－６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2880333580  いまむら歯科クリニッ〒963-8014 024-933-3095今村　一路 今村　一路 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 郡山市虎丸町２４－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2890333622  朝日歯科医院 〒963-8024 024-938-5872福地　健 福地　健 平16. 3. 1歯   診療所
     郡山市朝日３－５－１７丸善朝日常　勤:    1 交代 現存
     ビル１０２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2900333648  まつかわ歯科医院 〒963-0105 024-937-2221松川　大一郎 松川　大一郎 平16. 7. 6歯   診療所
     郡山市安積町長久保３－４－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2910333705  美術館通り　武藤歯科〒963-8803 024-942-5505医療法人　実功会　理武藤　俊介 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 郡山市横塚２－１５－１０ 常　勤:    2事長　武藤　俊介 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2920333713  医療法人社団　扇幸会〒963-0534 024-958-5618医療法人社団　扇幸会猪瀬　雅宏 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　ひわだ歯科 郡山市日和田町字小原１　１階 常　勤:    1　理事長　由水　伸幸 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2930333747  猪去歯科医院 〒963-8052 024-939-7022医療法人　真和会　理猪去　富次郎 平17.10. 3歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市八山田１－５８ 常　勤:    1事長　猪去　富次郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2940333754  希望ケ丘歯科クリニッ〒963-0201 024-951-0002医療法人　愛秀会　理武川　陽子 平18. 2.23歯   小歯 矯歯診療所
     ク 郡山市大槻町字西ノ宮西９２－９常　勤:    2事長　武川　秀之 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 2.23
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  2950333788  くろだ歯科・矯正歯科〒963-8071 024-927-5578黒田　裕 黒田　裕 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 郡山市富久山町久保田字石堂３１常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2960333804  ヒカリ歯科クリニック〒963-8026 024-983-3101金　ひかり 金　ひかり 平19. 4.19歯   小歯 歯外診療所
     郡山市並木１－２１－１１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2970333820  中嶋デンタルクリニッ〒963-0551 024-934-8341中嶋　晋也 中嶋　晋也 平19. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     ク 郡山市喜久田町遠北原７－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2980333846  福内歯科医院 〒963-8874 024-939-2952医療法人福清会　理事福内　秀和 平19. 4. 1歯   診療所
     郡山市深沢２－３－３ 常　勤:    2長　福内　秀和 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2990333853  ありす歯科クリニック〒963-8035 024-962-9611医療法人福清会　理事北條　杏子 平19. 4. 1歯   診療所
     郡山市希望ケ丘５－２市住１－４常　勤:    1長　福内　秀和 組織変更 現存
     棟 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3000333861  井上歯科医院 〒963-8871 024-922-1588井上　文美子 井上　文美子 平19. 3. 3歯   診療所
     郡山市本町１－１５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3010333879  医療法人健幸会さくら〒963-8034 024-990-1151医療法人健幸会　理事伊波　良将 平19. 4.10歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 郡山市島２－４８－１７ 常　勤:    6長　長屋　淳 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平25. 4.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3020333895  水島歯科クリニック 〒963-8041 024-953-8418水島　睦子 水島　睦子 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市富田町字大徳南１７－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3030333911  くるまだ歯科 〒963-0209 024-952-1717車田　和彦 車田　和彦 平19. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     郡山市御前南１丁目１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3040333929  根本歯科医院 〒963-8002 024-932-1007根本　秀明 根本　秀明 平19. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     郡山市駅前１丁目２－９号 常　勤:    3 交代 小歯 現存
     (歯       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3050333952  あおぞら歯科クリニッ〒963-8041 024-962-4618新井　英俊 新井　英俊 平19.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 郡山市富田町字中ノ目１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3060333978  医療法人慈繁会付属デ〒963-8841 024-921-8020医療法人慈繁会　理事北野　善太 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ンタルヘルスクリニッ郡山市山崎１７３ 常　勤:    1長　土屋　繁之 新規 現存
     ク (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3070333986  医療法人ホワイト　大〒963-0207 024-952-5988医療法人ホワイト　大佐藤　昌司 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     成歯科クリニック 郡山市鳴神３－１３０ 常　勤:    1成歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　佐藤　昌司 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3080333994  郡山ユニバース歯科ク〒963-8003 024-925-7681医療法人ａｌｏｈａ　山下　康平 平19.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 郡山市燧田１９５エスパル郡山店常　勤:    1理事長　山下　康平 組織変更 歯外 現存
     本館１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3090334018  どんぐり歯科医院 〒963-8061 024-995-3332岡本　一兵 岡本　一兵 平19.10.15歯   小歯 歯外診療所
     郡山市富久山町福原字一里坦３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3100334026  医療法人藤の会　和歯〒963-8041 024-954-5535医療法人藤の会　理事佐藤　和宏 平19.11. 1歯   診療所
     科クリニック 郡山市富田町字五輪下５７ 常　勤:    1長　佐藤　和宏 移動 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3110334034  コスモス歯科医院 〒963-0201 024-961-1839小板橋　渉 小板橋　渉 平20. 5.12歯   小歯 歯外診療所
     郡山市大槻町字室ノ木北１０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3120334042  おとろ歯科医院 〒963-8047 024-954-6040田代　俊男 田代　俊男 平20. 5. 1歯   診療所
     郡山市富田東二丁目４０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
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  3130334059  医療法人健幸会アイラ〒963-0205 024-962-7899医療法人健幸会　理事益子　保英 平20.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ブ歯科クリニック 郡山市堤１－２２ 常　勤:    2長　長屋　淳 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3140334067  Ｋｉｄ’ｓ　Ｄｅｎｔ〒963-8071 024-925-7770三田　明 三田　明 平20.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ａｌＣｌｉｎｉｃ　Ｂ郡山市富久山町久保田字伊賀河原常　勤:    2 移動 現存
     ＲＥＥＺＥ ８４－３ (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3150334075  たくみ歯科医院 〒963-0551 024-954-7988小松　巧 小松　巧 平20.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     郡山市喜久田町字前北４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3160334083  大徳歯科医院 〒963-8041 024-951-6876松井　元幸 松井　元幸 平21. 4. 1歯   診療所
     郡山市富田町字大徳南９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3170334133  ワイズ　デンタル　ク〒963-1246 024-965-1900阪本　祐紀 阪本　祐紀 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     リニック 郡山市田村町谷田川字表前７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3180334141  デンタルクリニック桜〒963-0534 024-973-6568岡崎　崇 岡崎　崇 平21.10.10歯   矯歯 歯外診療所
     郡山市日和田町字大山田１７－１常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平27.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3190334158  クレール歯科医院 〒963-8878 024-932-1032鈴木　正晃 鈴木　正晃 平21.11. 1歯   診療所
     郡山市堤下町１－７５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3200334166  室井歯科医院 〒963-0105 024-946-3517室井　新一 室井　新一 平21.11. 1歯   診療所
     郡山市安積町長久保３－１２－４常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3210334174  にへい訪問歯科クリニ〒963-8813 024-944-9766二瓶　仁 二瓶　仁 平22. 1. 4歯   小歯 歯外診療所
     ック 郡山市芳賀１－７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 4
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3220334182  たんぽぽ歯科医院 〒963-8061 024-973-7566佐藤　直樹 佐藤　直樹 平22. 3. 1歯   小歯 診療所
     郡山市富久山町福原字東苗内６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3230334224  ポテト歯科クリニック〒963-8845 024-983-3831根本　靖裕 根本　靖裕 平23. 2. 3歯   小歯 歯外診療所
     郡山市字名倉３５３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3240334240  咲田デンタルクリニッ〒963-8012 024-925-6448渡邊　真喜子 渡邊　真喜子 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 郡山市咲田２－１１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3250334281  歯科　大内クリニック〒963-8005 024-933-8244大内　祥仁 大内　祥仁 平23.10. 1歯   診療所
     郡山市清水台１丁目８－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3260334299  阪本歯科医院 〒963-1155 024-955-3110阪本　さやか 阪本　さやか 平24. 5. 1歯   歯外 診療所
     郡山市田村町守山字中町２６－９常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3270334307  ひまわり歯科医院 〒963-8822 024-941-3582常田　直嗣 常田　直嗣 平24. 5.25歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市昭和２－３－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3280334315  きらきら歯科クリニッ〒963-0551 024-925-5461医療法人　健幸会　理有馬　英夫 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 郡山市喜久田町字四十坦１２－１常　勤:    2事長　長屋　淳 交代 歯外 現存
     ３ヨークタウン八山田 (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3290334349  穴田歯科医院 〒963-0725 024-983-1862穴田　佳則 穴田　佳則 平24.12. 1歯   診療所
     郡山市田村町金屋マセ口７－７０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3300334364  本田歯科クリニック 〒963-8861 024-922-5454本田　和憲 本田　和憲 平25. 1. 1歯   診療所
     郡山市鶴見坦３－１－３ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3310334372  かいせい歯科クリニッ〒963-8035 024-952-0002坂井　宏文 坂井　宏文 平25. 6. 1歯   診療所
     ク 郡山市希望ケ丘１１－１９ 新規 現存
     平25. 6. 1
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  3320334380  郡山中央歯科 〒963-8874 024-935-1815神　雄太 神　雄太 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     郡山市深沢２丁目９－７　クレセ常　勤:    3 交代 現存
     ント深沢１０１ (歯       3) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3330334398  ごん歯科医院 〒963-8835 024-942-7677医療法人ごん歯科医院權　章武 平25.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市小原田三丁目１６番１９号常　勤:    1　理事長　権　章武 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3340334406  医療法人ぬかざわ歯科〒963-8025 024-990-0418医療法人ぬかざわ歯科糠沢　真壱 平25.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 郡山市桑野二丁目２０番１７号ジ常　勤:    1医院　理事長　糠沢　 組織変更 現存
     ネックスビル２０３ (歯       1)真壱 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3350334422  高原歯科クリニック 〒963-0205 024-962-3116高原　一雄 高原　一雄 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市堤三丁目１９７－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3360334430  すずらん歯科クリニッ〒963-8833 024-953-8351桑名　利枝 桑名　利枝 平26. 4. 1歯   診療所
     ク 郡山市香久池二丁目７－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3370334448  宝沢伊藤歯科医院 〒963-8061 024-924-0888医療法人社団　宝沢伊伊藤　克紀 平26. 4. 1歯   診療所
     郡山市富久山町福原字沼下５５番常　勤:    2藤歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     地１３２号 (歯       2)伊藤　克紀 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3380334455  ドリームデンタルクリ〒963-8024 024-954-9850医療法人　健幸会　理細谷　洋平 平26. 5. 1歯   歯外 診療所
     ニック 郡山市朝日１－２８－９ 常　勤:    4事長　長屋　淳 新規 現存
     (歯       4) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3390334463  にいつま歯科医院 〒963-8877 024-983-3722新妻　学 新妻　学 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     郡山市堂前町５－１９日専連郡山常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3400334489  釜田歯科医院 〒963-8023 024-954-9099釜田　朗 釜田　朗 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     郡山市緑町１－８ＮＯＶＡ白亜１常　勤:    1 新規 現存
     ０３号室 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3410334505  エムズデンタルクリニ〒963-0105 024-983-8158五月女　稔 五月女　稔 平26.10. 2歯   小歯 矯歯診療所
     ック 郡山市安積町長久保二丁目７－９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3420334513  永井歯科医院 〒963-8051 024-933-0114医療法人　永井歯科医永井　宜子 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市富久山町八山田字稲荷林２常　勤:    3院　理事長　永井　光 組織変更 現存
     ６番地１１１ (歯       3)男 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3430334521  歯科医院美緒 〒963-8846 024-946-8444医療法人　さぎりの会園田　美緒 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     郡山市久留米六丁目５３番地の５常　勤:    2　理事長　園田　正人 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3440334539  渡辺医院歯科 〒963-0108 024-946-4647渡辺　喜久夫 渡辺　喜久夫 平27. 1. 1歯   診療所
     郡山市笹川２丁目２０３番地渡辺常　勤:    1 組織変更 現存
     医院ビル２Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3450334562  赤木デンタルオフィス〒963-8006 024-926-0004医療法人　永井歯科医永井　光男 平27. 6. 1歯   診療所
     郡山市赤木町１２番１７号 常　勤:    1院　理事長　永井　光 新規 現存
     (歯       1)男 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3460334570  しろくま歯科医院 〒963-8047 024-935-4690医療法人　弓弦会　理猪狩　弓彦 平27. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市富田東四丁目１５２ 常　勤:    2事長　猪狩　弓彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3470334596  中村歯科医院 〒963-8005 024-932-2625中村　慎介 中村　慎介 平28. 1. 1歯   診療所
     郡山市清水台２－７－２５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3480334604  キリン歯科医院 〒963-8041 024-954-8500飯村　秀彦 飯村　秀彦 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市富田町字下西田４６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3490334620  ガーデン歯科クリニッ〒963-0201 024-954-8577医療法人健幸会　理事鈴木　翔 平28. 7. 1歯   診療所
     ク 郡山市大槻町字土瓜３７番３ 常　勤:    1長　長屋　淳 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3500334638  郡山ラポール歯科 〒963-0209 024-962-0830渡辺　典久 渡辺　典久 平28. 6.20歯   歯外 小歯診療所
     郡山市御前南５丁目７４番 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6.20
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  3510334646  ゆきあい歯科クリニッ〒963-0726 024-954-7762鷲塚　将人 鷲塚　将人 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 郡山市田村町下行合字根柄巻２０常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3520334661  うすい歯科医院 〒963-8071 024-990-1121医療法人社団光進会　薄井　隆 平28.11. 1歯   診療所
     郡山市富久山町久保田字梅田７８常　勤:    2理事長　薄井　隆 組織変更 現存
     番地 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3530334679  西部歯科クリニック 〒963-8026 024-924-1828医療法人快晴会　理事富田　祐介 平28.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     郡山市並木四丁目３番地２０ 常　勤:    1長　富田　祐介 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3540334687  小沼歯科医院 〒963-8071 024-923-0648小沼　剛 小沼　剛 平29. 2. 1歯   診療所
     郡山市富久山町久保田字上野２５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3550334695  サンデー歯科クリニッ〒963-0201 024-961-4609医療法人ラヴィール　藤田　正徳 平29. 4. 1歯   診療所
     ク 郡山市大槻町字三ッ坦７番地の７常　勤:    3理事長　藤田　正徳 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3560334703  グッスリ歯科クリニッ〒963-8026 024-953-6480医療法人　健幸会　理照屋　祐 平29.11. 1歯   歯外 診療所
     ク 郡山市並木２丁目１４番地１３号常　勤:    1事長　長屋　淳 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3570334729  医療法人　翔菜会　デ〒963-8025 024-933-8469医療法人　翔菜会　理小野　雅洋 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ンタルオフィス郡山 郡山市桑野四丁目６番地５ 常　勤:    3事長　小野　雅洋 交代 現存
     (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3580334737  佐藤歯科医院 〒963-8851 024-922-8532医療法人社団佐藤歯科佐藤　健仁 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     郡山市開成四丁目２番８号 常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 組織変更 現存
     (歯       1)健仁 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3590334745  坪井歯科医院 〒963-8002 024-922-8814坪井　栄宏 坪井　栄宏 平30. 4. 5歯   歯外 診療所
     郡山市駅前２丁目８－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3600430444  坂本歯科医院 〒970-8026 0246-22-6814坂本　博司 坂本　博司 昭46. 8. 5歯   診療所
     いわき市平白銀町８－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3610430634  寺田歯科医院 〒973-8403 0246-26-3085寺田　佐武郎 寺田　佐武郎 昭43. 6. 1歯   診療所
     いわき市内郷綴町金谷１８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3620430824  目澤歯科医院 〒971-8101 0246-92-3016目澤　洋一 目澤　洋一 昭46. 7. 1歯   診療所
     いわき市小名浜字竹町８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3630430873  門馬歯科医院 〒971-8101 0246-92-2342門馬　敏 門馬　敏 昭49.12.16歯   診療所
     いわき市小名浜下町１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3640430915  緑川歯科医院 〒979-0141 0246-65-2213緑川　一恵 緑川　一恵 昭33. 6. 5歯   診療所
     いわき市勿来町窪田西殿町９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3650430964  久保木歯科医院 〒974-8261 0246-62-3549久保木　春雄 久保木　春雄 昭47. 8. 1歯   診療所
     いわき市植田町中央１－１４－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3660431095  長谷川歯科医院 〒979-0201 0246-32-2529長谷川　徹 長谷川　徹 昭48. 1. 1歯   診療所
     いわき市四倉町西４－１０－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3670431178  佐藤歯科医院 〒974-8261 0246-63-1255佐藤　雄一 佐藤　雄一 昭52. 3. 1歯   診療所
     いわき市植田町中央３－１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3680431186  永山歯科医院 〒974-8261 0246-63-1264永山　百世 永山　百世 昭52. 3. 1歯   診療所
     いわき市植田町中央１－１６－２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3690431285  織田歯科医院 〒972-8317 0246-44-4182織田　好孝 織田　好孝 昭53. 7. 1歯   診療所
     いわき市常磐下湯長谷町道下２９常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3700431319  加藤歯科医院 〒972-8321 0246-44-4184加藤　恵久 加藤　恵久 昭53. 9. 1歯   診療所
     いわき市常磐湯本町天王崎１－７常　勤:    2 移動 現存
     ７ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3710431350  わたなべデンタルクリ〒974-8261 0246-63-6480渡辺　重視 渡辺　重視 昭54. 3. 1歯   歯外 診療所
     ニック いわき市植田町中央１－１２－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3720431384  仲野歯科医院 〒971-8101 0246-92-2471仲野　征男 仲野　征男 昭54. 4.22歯   診療所
     いわき市小名浜字上町５６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3730431400  佐藤歯科医院 〒979-3122 0246-83-2178佐藤　健一 佐藤　健一 昭54. 8. 1歯   診療所
     いわき市小川町高萩字上代４６－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3740431426  根岸歯科医院 〒974-8232 0246-63-8725根岸　英治 根岸　英治 昭54.11. 1歯   診療所
     いわき市錦町大島４－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3750431434  山崎歯科医院 〒970-8026 0246-25-4459山崎　隆博 山崎　隆博 昭55. 1.14歯   診療所
     いわき市平字大町６－２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3760431459  廣木歯科医院 〒970-8026 0246-24-2141廣木　誉雄 廣木　誉雄 昭55. 3. 1歯   診療所
     いわき市平字倉前１１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3770431483  ウエダ歯科医院 〒974-8251 0246-63-9703門馬　功 門馬　功 昭55. 4. 5歯   診療所
     いわき市中岡町５－１２－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3780431517  赤羽歯科医院 〒971-8185 0246-56-1184赤羽　治彦 赤羽　治彦 昭55. 8. 1歯   診療所
     いわき市泉町１－１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3790431541  阿部歯科医院 〒974-8261 0246-63-4418阿部　真行 阿部　真行 昭55.11.15歯   診療所
     いわき市植田町本町１ー２ー１８常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3800431566  鈴木歯科医院 〒970-8021 0246-34-4618鈴木　孝直 鈴木　孝直 昭56. 4. 1歯   診療所
     いわき市平中神谷字宿畑１１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3810431582  佐久間歯科医院 〒971-8169 0246-53-4081佐久間　節朗 佐久間　節朗 昭56. 5. 5歯   診療所
     いわき市小名浜南君ケ塚町１５－常　勤:    2 新規 現存
     ２３ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3820431608  愛川歯科医院 〒979-0201 0246-32-7878愛川　真一 愛川　真一 昭56.11. 1歯   診療所
     いわき市四倉町東１－１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3830431616  和田歯科医院 〒970-8026 0246-22-0159和田　秀一 和田　秀一 昭56.12. 1歯   診療所
     いわき市平字愛谷町１－１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3840431632  藁谷歯科医院 〒970-8026 0246-24-2532藁谷　俊哉 藁谷　俊哉 昭57. 5. 1歯   診療所
     いわき市平字童子町４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3850431665  能花歯科医院 〒971-8144 0246-58-3370山崎　善功 山崎　善功 昭57.12. 1歯   診療所
     いわき市鹿島町久保１－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3860431731  弘仁歯科医院 〒972-8317 0246-44-1440鈴木　弘文 鈴木　弘文 昭58. 3. 1歯   診療所
     いわき市常磐下湯長谷町字野木前常　勤:    2 新規 現存
     １７－６ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3870431749  村上歯科医院 〒971-8101 0246-92-2276村上　成雄 村上　成雄 昭58. 3.18歯   診療所
     いわき市小名浜字竹町３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3880431798  金古歯科医院 〒970-8026 0246-23-6684金古　政信 金古　政信 昭58. 6. 1歯   診療所
     いわき市平字田町６３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3890431806  医療法人社団昭仁会五〒973-8402 0246-26-1205医療法人社団昭仁会　五代儀　勉 昭58. 5. 1歯   矯歯 診療所
     代儀歯科医院 いわき市内郷御厩町４－３９ 常　勤:    3理事長　五代儀　昭 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
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  3900431822  薗田歯科医院 〒970-0311 0246-55-5432薗田　惠治 薗田　惠治 昭58.10. 1歯   診療所
     いわき市江名字南町４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3910431855  馬目歯科医院 〒971-8101 0246-54-9512馬目　岳夫 馬目　岳夫 昭58.11. 1歯   診療所
     いわき市小名浜字古湊７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3920431863  木村歯科医院 〒970-0101 0246-34-6495木村　隆 木村　隆 昭59. 2.16歯   診療所
     いわき市平下神谷字石渕１－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3930431897  鈴木歯科クリニック 〒970-1151 0246-36-3688鈴木　啓視 鈴木　啓視 昭59. 9. 3歯   診療所
     いわき市好間町下好間字叶田５４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3940431921  まのめ歯科医院 〒970-8034 0246-28-0424馬目　好雄 馬目　好雄 昭59.10. 1歯   診療所
     いわき市平上荒川字安草１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3950431947  湯本歯科診療所 〒972-8321 0246-44-4080渡辺　茂仁 渡辺　茂仁 昭59.12. 1歯   診療所
     いわき市常磐湯本町天王崎１－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3960431970  中央歯科医院 〒974-8261 0246-63-9688渡邉　康夫 渡辺　康夫 昭60. 7. 1歯   診療所
     いわき市植田町中央３－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3970431988  とおの歯科医院 〒972-0161 0246-89-2866瀬谷　勝 瀬谷　勝 昭60. 7. 1歯   診療所
     いわき市遠野町上遠野本町５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3980431996  高島歯科医院 〒970-1151 0246-36-3907高島　秀樹 高島　秀樹 昭61. 2. 1歯   診療所
     いわき市好間町下好間字鬼越１４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3990432002  大和歯科医院 〒971-8185 0246-56-7621小澤　淳子 小澤　淳子 昭61. 3.10歯   診療所
     いわき市泉町２－５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4000432028  鈴木歯科医院 〒971-8127 0246-58-6272鈴木　裕之 鈴木　裕之 昭61. 4. 1歯   診療所
     いわき市小名浜玉川町南１７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4010432044  野木歯科医院 〒972-8322 0246-43-5415野木　敏久 野木　敏久 昭61. 5. 1歯   診療所
     いわき市常磐上湯長谷町堀ノ内７常　勤:    1 新規 現存
     ５－９ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4020432069  たんの歯科 〒970-8026 0246-25-6480丹野　誠一郎 丹野　誠一郎 昭61. 8. 1歯   矯歯 診療所
     いわき市平字五町目１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4030432093  村松歯科医院 〒971-8132 0246-29-6480村松　信正 村松　信正 昭61.11. 1歯   診療所
     いわき市鹿島町下矢田字沢目１３常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4040432119  塩歯科医院 〒974-8232 0246-63-8241塩　秀明 塩　秀明 昭62. 7. 1歯   診療所
     いわき市錦町中迎４－７－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4050432143  小滝歯科医院 〒971-8111 0246-52-0006渡辺　隆史 渡辺　隆史 昭62.11. 1歯   矯歯 診療所
     いわき市小名浜大原小滝町６－２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4060432150  粟谷歯科医院 〒974-8233 0246-62-2417粟谷　博 粟谷　博 昭62.12. 4歯   診療所
     いわき市錦町中央１－６－７ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4070432176  玉井歯科医院 〒970-8007 0246-25-2255吉田　裕子 吉田　裕子 昭63. 3. 1歯   診療所
     いわき市平中平窪新町２－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4080432184  根本厚歯科医院 〒970-0101 0246-34-2110根本　厚 根本　厚 昭63. 4. 2歯   診療所
     いわき市平下神谷字出口５１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4090432192  佐藤歯科医院 〒970-8026 0246-25-2508佐藤　義彦 佐藤　義彦 昭63. 5. 1歯   診療所
     いわき市平字四町目２１－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4100432226  八巻歯科医院 〒979-0201 0246-32-8282八巻　幸雄 八巻　幸雄 平元. 1.10歯   診療所
     いわき市四倉町字５丁目１２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4110432234  池田晴生歯科医院 〒973-8408 0246-27-1381池田　知弘 池田　知弘 平元. 2. 2歯   矯歯 小歯診療所
     いわき市内郷高坂町大平５３－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4120432242  吉田歯科医院 〒971-8185 0246-56-6794吉田　秀一 吉田　秀一 平元. 3. 1歯   診療所
     いわき市泉町２－１３－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4130432259  佐久間歯科医院 〒973-8408 0246-27-6435佐久間　明彦 佐久間　明彦 平元. 4. 1歯   診療所
     いわき市内郷高坂町１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4140432267  鈴木歯科医院 〒970-8026 0246-25-2662鈴木　善一郎 鈴木　善一郎 平元. 6. 1歯   診療所
     いわき市平字月見町１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4150432283  木田歯科医院 〒970-1145 0246-36-5960木田　真一郎 木田　真一郎 平元. 6. 2歯   診療所
     いわき市好間町北好間槐作３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4160432325  中山歯科矯正医院 〒971-8162 0246-92-4618中山　浩一 中山　浩一 平元.11.15歯   矯歯 診療所
     いわき市小名浜花畑町１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4170432358  いぬい歯科医院 〒971-8172 0246-56-1181増山　勝廣 増山　勝廣 平 2. 5.21歯   診療所
     いわき市泉玉露６－１９－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4180432366  会田歯科医院 〒970-8026 0246-22-2993鎌田　一郎 鎌田　一郎 平 2. 7. 2歯   診療所
     いわき市平字田町５４－３ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4190432374  かのうだ歯科医院 〒970-1151 0246-36-7788叶多　員久 叶多　員久 平 2. 8. 2歯   診療所
     いわき市好間町下好間一町坪６５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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  4200432382  伏見屋歯科医院 〒973-8402 0246-26-5599志賀　秀輝 志賀　秀輝 平 2. 8. 1歯   診療所
     いわき市内郷御厩町１－８５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4210432408  いがり歯科・矯正歯科〒974-8212 0246-62-7111猪狩　光郎 猪狩　光郎 平 2.10. 1歯   矯歯 診療所
     クリニック いわき市東田町２－１８－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4220432416  瀬谷歯科医院 〒971-8101 0246-54-8223瀬谷　厚美 瀬谷　厚美 平 2.10.24歯   診療所
     いわき市小名浜字定西１０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4230432424  小林歯科医院 〒970-8026 0246-25-3758小林　享二 小林　享二 平 3. 3. 1歯   診療所
     いわき市平字四町目５０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4240432432  新藤歯科医院 〒970-8045 0246-28-2235新藤　秀樹 新藤　秀樹 平 3. 4. 1歯   診療所
     いわき市郷ケ丘１－１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4250432481  サトウ歯科医院 〒970-0222 0246-39-3100佐藤　栄一 佐藤　栄一 平 4. 8. 3歯   診療所
     いわき市平沼之内諏訪原２－１３常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4260432507  作田歯科医院 〒970-8006 0246-24-8846作田　直樹 作田　直樹 平 5. 2. 1歯   診療所
     いわき市平下平窪山土内町７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4270432515  伊藤歯科医院 〒970-8026 0246-25-2345伊藤　リエ 伊藤　リエ 平 4.12.20歯   診療所
     いわき市平字掻槌小路６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4280432523  ひらくぼ歯科クリニッ〒970-8003 0246-24-8241鈴木　啓二郎 鈴木　啓二郎 平 5. 3. 1歯   診療所
     ク いわき市平下平窪字諸荷８６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4290432531  あきもと歯科医院 〒971-8127 0246-58-7964秋元　英典 秋元　英典 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     いわき市小名浜玉川町東２５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4300432549  鈴木矯正歯科 〒970-8026 0246-24-5656鈴木　葉一 鈴木　葉一 平 5. 4. 1矯歯 診療所
     いわき市平字正月町５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4310432556  よしみ歯科医院 〒970-8026 0246-22-5051馬目　佳美 馬目　佳美 平 5. 5. 1歯   診療所
     いわき市平字材木町７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4320432580  小野歯科医院 〒972-8316 0246-44-2450小野　富寿雄 小野　富寿雄 平 5. 8. 1歯   診療所
     いわき市常磐西郷町落合２７－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4330432598  いいの歯科医院 〒970-8032 0246-28-1182鈴木　美光 鈴木　美光 平 5.12. 1歯   診療所
     いわき市平下荒川字五理内１３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4340432606  酒井歯科医院 〒970-8043 0246-31-1000酒井　直樹 酒井　直樹 平 5.12. 1歯   診療所
     いわき市中央台鹿島３－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4350432614  萩原歯科医院 〒970-8026 0246-25-2259萩原　健 萩原　健 平 6. 1. 1歯   診療所
     いわき市平字鍛治町１６ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4360432630  医療法人社団飯塚歯科〒971-8101 0246-54-8020医療法人社団飯塚歯科飯塚　一郎 平 6. 4. 1歯   診療所
     医院 いわき市小名浜字定西４６ 常　勤:    1医院　理事長　飯塚　 組織変更 現存
     (歯       1)一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4370432648  郷ケ丘すずき歯科医院〒970-8045 0246-29-8282鈴木　雅人 鈴木　雅人 平 6. 5. 1歯   診療所
     いわき市郷ケ丘２－３１－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4380432671  斎田歯科医院 〒970-8026 0246-23-8222医療法人昭知会　理事斎田　良昭 平 6.11. 1歯   診療所
     いわき市平字梅香町２－１８ 常　勤:    2長　斎田　良昭 組織変更 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4390432697  すや歯科医院 〒979-0201 0246-32-7555菅波　泰司 菅波　泰司 平 7. 3. 1歯   診療所
     いわき市四倉町字西３－１５－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4400432705  高瀬歯科クリニック 〒974-8232 0246-62-1000高瀬　博幸 高瀬　博幸 平 7. 3. 1歯   診療所
     いわき市錦町上中田１６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4410432713  小野歯科クリニック 〒973-8403 0246-26-6644医療法人社団小野歯科小野　実 平 7. 4. 1歯   歯外 診療所
     いわき市内郷綴町川原田９６ 常　勤:    4クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       4)小野　実 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4420432721  杉本歯科医院 〒971-8162 0246-92-1888杉本　裕明 杉本　裕明 平 7. 4. 1歯   診療所
     いわき市小名浜花畑町３６－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4430432739  マノメデンタルクリニ〒971-8163 0246-92-3111馬目　雅徳 馬目　雅徳 平 7. 5. 1歯   診療所
     ック いわき市小名浜中町境２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4440432747  いずみ歯科医院 〒971-8182 0246-56-3456吉田　直栄 吉田　直栄 平 7. 5. 1歯   診療所
     いわき市泉町滝尻字南坪５５－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4450432754  よしだ歯科医院 〒979-0146 0246-65-6666吉田　則雄 吉田　則雄 平 7. 7. 1歯   診療所
     いわき市勿来町関田西１－６－１常　勤:    3 新規 現存
     ５ (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4460432762  小川歯科医院 〒971-8167 0246-54-6485医療法人社団光仁会小小川　一夫 平 7.10. 1歯   診療所
     いわき市小名浜西君ケ塚町１２－常　勤:    1川歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ２ (歯       1)小川　一夫 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4470432788  下の町萩原歯科医院 〒970-8026 0246-23-7858萩原　哲二 萩原　哲二 平 8. 4. 1歯   診療所
     いわき市平字下の町５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4480432812  あべ歯科医院 〒973-8402 阿部　弘敏 阿部　弘敏 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     いわき市内郷御厩町１－１８６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4490432846  飯塚歯科医院 〒970-8003 0246-22-6489飯塚　博一 飯塚　博一 平 8.11. 1歯   診療所
     いわき市平下平窪字鍛冶内３０－常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4500432879  平井歯科医院 〒970-8026 0246-25-4089平井　清武 平井　清武 平 9. 3.17歯   診療所
     いわき市平字長橋町４９ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4510432895  若松歯科医院 〒972-0161 0246-89-4600若松　浩 若松　浩 平 9. 5. 1歯   診療所
     いわき市遠野町上遠野太田７１－常　勤:    2 新規 現存
     ４ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4520432911  中島歯科医院 〒970-8026 0246-21-6292中島　利真 中島　利真 平 9.11. 1歯   診療所
     いわき市平字五色町２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4530432929  鈴木歯科医院 〒972-8321 0246-43-4618鈴木　恭伯 鈴木　恭伯 平 9.11. 1歯   診療所
     いわき市常磐湯本町天王崎１ー６常　勤:    2 新規 現存
     ７ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4540432960  深沢歯科医院 〒970-8025 0246-25-0559深澤　正俊 深澤　正俊 平10. 7. 1歯   診療所
     いわき市平南白土２ー５ー６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4550432978  松本歯科医院 〒970-8021 0246-34-1112松本　信衛 松本　信衛 平10. 8. 1歯   診療所
     いわき市平中神谷字北鳥沼４３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4560432986  原歯科医院 〒970-8036 0246-21-5209原　英一 原　英一 平10. 8. 7歯   診療所
     いわき市平谷川瀬２丁目６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4570433000  てしがわら歯科 〒970-8025 0246-22-8826勅使河原　美正 勅使河原　美正 平10.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いわき市平南白土字八ッ坂８－２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4580433018  遠藤歯科クリニック 〒970-8036 0246-35-2582遠藤　和志 遠藤　和志 平11. 1. 4歯   診療所
     いわき市平谷川瀬一丁目１５－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4590433059  たまつゆ歯科医院 〒971-8172 0246-56-4618医療法人たまつゆ歯科飯塚　哲也 平12. 5. 1歯   診療所
     いわき市泉玉露３－２－３ 常　勤:    2医院　理事長　飯塚　 組織変更 現存
     (歯       2)哲也 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4600433067  医療法人前山歯科医院〒971-8164 0246-54-1806医療法人　前山歯科医前山　多恵 平12.10. 1歯   診療所
     いわき市小名浜寺廻町１１－１９常　勤:    2院　理事長　前山　多 組織変更 現存
     (歯       2)恵 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4610433083  宮沢歯科クリニック 〒973-8402 0246-45-2245宮澤　和男 宮澤　和男 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     いわき市内郷御厩町１－１３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4620433091  あなだ歯科医院 〒974-8232 0246-62-7480穴田　直仁 穴田　直仁 平13. 3. 1歯   診療所
     いわき市錦町江栗３－１０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4630433117  医療法人昇成会細島歯〒972-8321 0246-44-5656医療法人昇成会　理事細島　成夫 平13. 8.20歯   診療所
     科医院 いわき市常磐湯本町下浅貝２６－常　勤:    1長　細島　成夫 移動 現存
     １ (歯       1) 平25. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4640433133  森合歯科医院 〒974-8261 0246-62-3471森合　達也 森合　達也 平13.10.21歯   診療所
     いわき市植田町本町１－１１－８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4650433141  ひろみ歯科医院 〒972-8322 0246-43-0418野手　英正 野手　英正 平13.12. 4歯   診療所
     いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前７常　勤:    2 移動 現存
     ９－３９ (歯       2) 平25.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4660433158  星野歯科矯正歯科医院〒970-8026 0246-35-1233星野　英典 星野　英典 平14. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     いわき市平字大工町８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4670433174  成田歯科医院 〒970-8026 0246-25-8848成田　宏臣 成田　宏臣 平14. 4. 3歯   診療所
     いわき市平字３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4680433182  ひらの歯科医院 〒970-8026 0246-22-8241医療法人　ひらの歯科平野　嘉男 平14. 4. 1歯   診療所
     いわき市平字三倉６３－３三倉エ常　勤:    1医院　理事長　平野　 組織変更 現存
     レガンス２ＦＪ号室 (歯       1)嘉男 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4690433190  中山定則歯科医院 〒970-8026 0246-25-9888中山　定則 中山　定則 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     いわき市平字三倉６３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 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［福島県］

［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    49 頁

  4700433216  木村歯科クリニック 〒971-8101 0246-73-3773木村　庸一 木村　庸一 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     いわき市小名浜字後宿１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4710433224  医療法人成和会　かし〒971-8143 0246-76-0418医療法人成和会　かし蛭田　英俊 平14.10. 1歯   診療所
     まひるた歯科医院 いわき市鹿島町下蔵持字里屋８－常　勤:    2まひるた歯科医院　理 組織変更 現存
     １ (歯       2)事長　蛭田　英俊 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4720433240  やまぐち矯正歯科クリ〒973-8403 0246-26-3328医療法人　やまぐち矯山口　優 平14.11. 1矯歯 診療所
     ニック いわき市内郷綴町高野作６２ 常　勤:    1正歯科クリニック　理 新規 現存
     (歯       1)事長　山口　優 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4730433257  はらぐち歯科クリニッ〒971-8171 0246-75-2275原口　英明 原口　英明 平15. 1.14歯   小歯 診療所
     ク いわき市泉ケ丘２－１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4740433299  いわき市休日救急歯科〒973-8408 0246-27-8620清水　敏男 秋元　英典 平15. 4. 6歯   診療所
     診療所 いわき市内郷高坂町四方木田１９常　勤:    4 新規 現存
     １ (歯       4) 平27. 4. 6
     非常勤:   81
     (歯      81)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4750433315  阿部歯科医院 〒970-8026 0246-21-4224阿部　泰久 阿部　泰久 平16. 5.22歯   歯外 診療所
     いわき市平字３町目８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4760433356  玉橋歯科医院 〒970-1153 0246-36-2612玉橋　豊 玉橋　豊 平17. 3.25歯   小歯 診療所
     いわき市好間町上好間字南町田３常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平29. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4770433398  なこそ歯科 〒979-0141 0246-78-1711藤田　純 藤田　純 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     いわき市勿来町窪田町通り１－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4780433406  山田歯科医院 〒970-0313 0246-55-7679山田　美江子 山田　美江子 平17.10.27歯   診療所
     いわき市中之作須賀１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4790433430  西山歯科医院 〒970-8026 0246-35-6879西山　令生 西山　令生 平18. 2. 2歯   矯歯 小歯診療所
     いわき市平字三町目２４　クオリ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ティ２１ネモトいわき駅前ビル４(歯       1) 平30. 2. 2
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4800433448  村岡歯科医院 〒979-0333 0246-82-2232村岡　照夫 村岡　照夫 平18. 2.13歯   診療所
     いわき市久之浜町久之浜字後原１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4810433489  織田歯科医院 〒970-8026 0246-25-2890織田　孝 織田　孝 平18. 4.25歯   診療所
     いわき市平字南町５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4820433497  小林歯科 〒971-8167 0246-38-8148小林　慎治 小林　慎治 平18. 9. 9歯   小歯 歯外診療所
     いわき市小名浜西君ケ塚町５－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4830433505  小野塚歯科医院 〒974-8261 0246-63-1551小野塚　清史 小野塚　清史 平18. 7.25歯   診療所
     いわき市植田町本町９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4840433513  高坂町歯科クリニック〒973-8408 0246-27-1718五十畑　正憲 五十畑　正憲 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いわき市内郷高坂町大町１６－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4850433521  医療法人仁誠会こたろ〒970-8026 0246-24-2253医療法人仁誠会　理事山田　聡 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うまち歯科・矯正歯科いわき市平字小太郎町４－１ 常　勤:    3長　佐藤　守昭 組織変更 現存
     クリニック (歯       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4860433547  平中央歯科クリニック〒970-8026 0246-88-7878山崎　隆史 山崎　隆史 平20. 6.12歯   小歯 診療所
     いわき市平字小太郎町４－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4870433562  吉成歯科医院 〒974-8261 0246-62-3722吉成　伯夫 吉成　伯夫 平20. 6.11歯   診療所
     いわき市植田町本町２－２－１１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4880433570  医療法人　香雪歯科 〒979-3131 0246-22-0393医療法人健潤会香雪歯前田　健次 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     いわき市平赤井字笹目田１０－６常　勤:    1科　理事長　前田　健 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)次 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4890433588  すがわら歯科医院 〒972-8316 0246-43-3783菅原　勝人 菅原　勝人 平21. 1. 8歯   小歯 診療所
     いわき市常磐西郷町岩崎１９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4900433596  鎌田山歯科クリニック〒970-8054 0246-22-5888田久　美弥子 田久　美弥子 平21. 1. 5歯   診療所
     いわき市平鎌田町３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4910433604  ごらい歯科クリニック〒973-8404 0246-27-8020牛来　慎太郎 牛来　慎太郎 平21. 4.10歯   小歯 診療所
     いわき市内郷内町字立町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4920433620  シオタ歯科医院 〒970-8003 0246-68-8614塩田　猛 塩田　猛 平22.11. 1歯   歯外 診療所
     いわき市平下平窪八木内２６－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4930433638  スズキ歯科 〒970-8026 0246-22-5690鈴木　崇夫 鈴木　崇夫 平23. 1. 1歯   診療所
     いわき市平字４－３－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4940433646  中里歯科医院 〒970-8026 0246-22-5138中里　孝宏 中里　孝宏 平23. 1. 1歯   診療所
     いわき市平字鍛治町３１－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4950433695  いわき南歯科クリニッ〒974-8232 0246-77-1182山田　聡 山田　聡 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク いわき市錦町竹ノ花７４－１ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4960433703  高野歯科クリニック 〒971-8165 0246-92-2151髙野　柳一 髙野　柳一 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     いわき市小名浜愛宕町８－１１愛常　勤:    1 新規 現存
     宕ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4970433711  石井歯科医院 〒971-8111 0246-88-1149石井　英行 石井　英行 平23. 9. 1歯   診療所
     いわき市小名浜大原字東田林２０常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4980433729  佐藤歯科医院 〒979-0202 0246-32-5826佐藤　和義 佐藤　和義 平24. 6. 3歯   診療所
     いわき市四倉町上仁井田字北姥田常　勤:    1 交代 現存
     ５－４ (歯       1) 平30. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4990433737  医療法人社団翔悠会　〒971-8151 0246-53-4171医療法人社団翔悠会　小濱　忠一 平25. 5. 1歯   診療所
     小濱歯科医院 いわき市小名浜岡小名二丁目４番常　勤:    1理事長　小濱　忠一 組織変更 現存
     １０号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5000433745  四家歯科医院 〒971-8101 0246-38-3394四家　威明 四家　威明 平25. 7. 1歯   診療所
     いわき市小名浜鳥居北１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5010433760  いがり歯科医院 〒973-8403 0246-45-4618医療法人社団　彩清会猪狩　寛晶 平26. 4. 1歯   診療所
     いわき市内郷綴町榎下５５番地１常　勤:    1　理事長　猪狩　寛晶 組織変更 現存
     内郷駅前渡辺ビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5020433786  医療法人優心会　小松〒971-8101 0246-92-3771医療法人　優心会　理小松　広明 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科矯正クリニック いわき市小名浜字横町３６番地３常　勤:    3事長　小松　広明 組織変更 現存
     (歯       3) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5030433794  医療法人　にしはら歯〒974-8212 0246-88-8770医療法人　にしはら歯西原　一成 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     科クリニック いわき市東田町１丁目１３番地１常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 現存
     ４ (歯       1)　西原　一成 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5040433802  医療法人社団ヴィート〒974-8232 0246-77-0805医療法人社団ヴィート廉隅　隆弘 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　かどすみ歯科矯正歯いわき市錦町綾ノ内１２３番地 常　勤:    3　理事長　廉隅　隆弘 組織変更 歯外 現存
     科 (歯       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5050433828  おおまちデンタルオフ〒970-8026 0246-88-9030金子　裕史 金子　裕史 平26. 8. 1歯   小歯 診療所
     ィス いわき市平字大町７－１平セント常　勤:    1 新規 現存
     ラルビルＢ１ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5060433836  しんデンタルクリニッ〒970-8047 0246-29-8020医療法人　しんデンタ新谷　恭弘 平26.10. 1歯   矯歯 診療所
     ク いわき市中央台高久二丁目１１番常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     ５ (歯       2)　新谷　恭弘 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5070433851  城東歯科クリニック 〒970-8026 0246-35-7511医療法人　城東歯科ク谷野　康 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     いわき市平字九品寺町１番地の１常　勤:    2リニック　理事長　谷 組織変更 現存
     ４ (歯       2)野　康 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5080433869  増山歯科医院 〒971-8185 0246-56-6201医療法人社団　増山歯増山　茂樹 平26.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     いわき市泉町三丁目１９番地の７常　勤:    1科医院　理事長　増山 組織変更 現存
     (歯       1)　茂樹 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5090433893  あい歯科クリニック 〒979-0141 0246-85-0332清信　成一 清信　成一 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     いわき市勿来町窪田町通　２－１常　勤:    1 新規 現存
     ２４－１ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5100433919  四倉あなだ歯科 〒979-0201 0246-38-5558穴田　秀治 穴田　秀治 平27. 7. 4歯   小歯 矯歯診療所
     いわき市四倉町字西３－５－１ 常　勤:    1 新規 口腔外科 現存
     (歯       1) 平27. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5110433927  ＪＡ歯科診療所のぞみ〒974-8203 0246-38-5703福島さくら農業協同組奈良間　祐一 平27. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 いわき市後田町柳町５２ 常　勤:    3合　代表理事組合長　 新規 現存
     (歯       3)結城　政美 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5120433935  なかじま歯科クリニッ〒971-8182 0246-88-7407中島　聖子 中島　聖子 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク いわき市泉町滝尻字御前田５４番常　勤:    2 新規 現存
     地 (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5130433950  ポート歯科医院 〒970-8045 0246-28-3908医療法人　翠遥会　理佐藤　広志 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     いわき市郷ケ丘四丁目１８番地の常　勤:    1事長　佐藤　広志 組織変更 現存
     ２５ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5140433976  笹木歯科クリニック 〒970-8014 0246-23-8228医療法人笹木歯科クリ笹木　一司 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いわき市平幕ノ内字高田１８番地常　勤:    4ニック　理事長　笹木 組織変更 現存
     の４ (歯       4)　一司 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5150433984  中央台歯科医院 〒970-8044 0246-28-1511酒井　奈菜恵 酒井　奈菜恵 平28. 4. 1歯   診療所
     いわき市中央台飯野５－１－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5160433992  祐紀実歯科クリニック〒970-8026 0246-23-2815鈴木　正巳 鈴木　正巳 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     いわき市平堂根町１－８ 常　勤:    2 新規 歯科口腔外科 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5170434016  ＪＡ福島さくら歯科診〒970-8033 0246-28-9140福島さくら農業協同組角田　利徳 平28. 9. 1歯   診療所
     療所　めぐみ歯科医院いわき市自由が丘３９番地の２ 常　勤:    1合　代表理事組合長　 新規 現存
     (歯       1)結城　政美 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5180434024  にいつま歯科 〒972-8318 0246-44-5400新妻　克之 新妻　克之 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     いわき市常磐関船町塚ノ越４４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5190434032  玉川歯科クリニック 〒971-8124 0246-58-8211医療法人明翔会　理事新妻　明 平28.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     いわき市小名浜住吉字搦３８番地常　勤:    2長　新妻　明 組織変更 歯外 現存
     の１ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5200434040  なかはら歯科医院 〒970-0112 0246-34-4184医療法人なかはら歯科中原　淳 平28.11. 1歯   診療所
     いわき市平泉崎字向原２４番地の常　勤:    1医院　理事長　中原　 組織変更 現存
     １ (歯       1)淳 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5210434057  トミー歯科クリニック〒973-8403 0246-85-0818佐川　富勇 佐川　富勇 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     いわき市内郷綴町金谷１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5220434065  遠藤歯科医院 〒970-8026 0246-23-0530遠藤　松夫 遠藤　松夫 平29. 3. 1歯   診療所
     いわき市平五色町３６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5230434073  あおぞら歯科医院 〒971-8111 0246-92-0100渡辺　正博 渡辺　正博 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     いわき市小名浜大原字甲新地４４常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5240434081  おおひら歯科医院 〒974-8261 0246-62-1188大平　伸人 大平　伸人 平29. 6. 1歯   診療所
     いわき市植田町根小屋５７－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5250434099  鈴木歯科小児歯科医院〒973-8402 0246-26-2918鈴木　広幸 鈴木　広幸 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     いわき市内郷御厩町四丁目１１９常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5260434123  安藤歯科医院 〒970-8025 0246-38-9877安藤　昇廣 安藤　昇廣 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     いわき市平南白土字八ツ坂８０－常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5270434131  ひかりのテラス歯科ク〒971-8555 0246-38-8211菅野　孝 菅野　孝 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニックイオンモールいわき市いわき都市計画小名浜港常　勤:    1 新規 歯外 現存
     いわき小名浜院 背後地震災復興土地区画整理事業(歯       1) 平30. 6. 1
     地内　イオンモールいわき小名浜
     ４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5280530243  青村歯科医院 〒961-0905 0248-24-0671青村　修明 青村　修明 昭45.10. 8歯   診療所
     白河市字本町６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5290530318  大栄歯科クリニック 〒961-0951 0248-22-2833安藤　昌廣 安藤　昌廣 昭57. 3. 1歯   小歯 診療所
     白河市中町４２白井ビル２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5300530334  鈴木歯科医院 〒961-0972 0248-22-6191鈴木　明 鈴木　明 昭57. 4. 1歯   診療所
     白河市立石１２７－１菅原ビル１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5310530359  河島歯科医院 〒961-0954 0248-23-2739河島　清之進 河島　清之進 昭58. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     白河市字天神町５３ 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5320530375  円谷歯科医院 〒961-0054 0248-27-1255円谷　秀海 円谷　秀海 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     白河市字北中川原１５８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5330530425  かたの歯科医院 〒961-0041 0248-22-8833片野　与志隆 片野　与志隆 昭63. 6.17歯   小歯 矯歯診療所
     白河市結城７２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5340530433  永山歯科医院 〒961-0915 0248-27-1646永山　宗明 永山　宗明 平 2. 1. 8歯   診療所
     白河市馬町下１１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5350530466  安部歯科医院 〒961-0933 0248-23-1123安部　直人 安部　直人 平 3. 9. 2歯   診療所
     白河市字新蔵町９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5360530508  よしなり歯科医院 〒961-0954 0248-24-3020吉成　裕一 吉成　裕一 平 5. 3. 1歯   診療所
     白河市天神町２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5370530516  ほずみ歯科医院 〒961-0862 0248-22-7211穂積　貴俊 穂積　貴俊 平 5.10. 1歯   診療所
     白河市三番町８アネックス三番館常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5380530524  早坂歯科医院 〒961-0045 0248-24-6480早坂　弘 早坂　弘 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     白河市字合戦坂１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5390530532  ひまわり歯科医院 〒961-0021 0248-23-5991角田　隆 角田　隆 平 6. 9. 1歯   診療所
     白河市大字関辺字引目橋２９－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5400530540  まるやま歯科医院 〒961-0021 0248-23-9146丸山　武彦 丸山　武彦 平 7. 6. 1歯   診療所
     白河市大字関辺字川前２０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5410530565  佐藤歯科医院 〒961-0993 0248-23-1184佐藤　演由 佐藤　演由 平 7.12. 1歯   診療所
     白河市中山南３－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5420530573  白河歯科クリニック 〒961-0075 0248-22-7133渡邉　友彦 渡邉　友彦 平 8. 1. 1歯   診療所
     白河市字会津町３４－６０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5430530581  内藤歯科クリニック 〒961-0011 0248-22-7252内藤　義久 内藤　義久 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     白河市大字久田野字前田５５ー１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5440530615  高山歯科医院 〒961-0856 0248-22-7733医療法人　伸道会　佐佐藤　剛士 平12.10. 1歯   診療所
     白河市新白河３－１０２ 常　勤:    1久間　義道 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5450530656  九番町歯科クリニック〒961-0875 0248-27-3711山本　和宏 山本　和宏 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     白河市字九番町２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5460530672  医療法人社団健育会サ〒961-0856 0248-24-8020医療法人社団健育会　三瓶　徹 平16.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ンデンタルクリニック白河市新白河１－１２０ 常　勤:    2理事長　三瓶　徹 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5470530680  山本歯科医院 〒961-0971 0248-24-2888山本　光政 山本　光政 平17. 5. 9歯   診療所
     白河市昭和町１４８－５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5480530698  斎須歯科医院 〒961-0416 0248-32-4347齋須　幸司 齋須　幸司 昭60.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     白河市表郷金山字井戸尻１００－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ２ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5490530706  秋山歯科医院 〒961-0309 0248-34-3741医療法人皓志会　理事髙仲　恵子 平 4. 1. 1歯   診療所
     白河市東深仁井田字刈敷坂８６ 常　勤:    2長　髙仲　恵子 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5500530714  鈴木歯科医院 〒961-0416 0248-32-2029鈴木　重雄 鈴木　重雄 平 8. 2.10歯   診療所
     白河市表郷金山字竹ノ内１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5510530755  だいらく歯科クリニッ〒961-0856 0248-23-8211医療法人だいらく歯科大樂　貴彦 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 白河市新白河１－２３０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)大樂　貴彦 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5520530763  国井歯科医院 〒969-0308 0248-46-2558國井　雄二 國井　雄二 平19.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     白河市大信増見字増見３０６－１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5530530771  たいしん歯科診療所 〒969-0309 0248-46-2005酒井　進 酒井　進 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     白河市大信町屋字沢田１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5540530789  三森歯科医院 〒961-0942 0248-23-2401三森　盛人 三森　盛人 平21. 5.27歯   歯外 矯歯診療所
     白河市愛宕町５１ 常　勤:    3 交代 小歯 現存
     (歯       3) 平27. 5.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5550530797  白河みなみ歯科クリニ〒961-0063 0248-24-3730医療法人白河みなみ歯鈴木　勝美 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 白河市字薄葉４－１３１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)　鈴木　勝美 平27.10. 1
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  5560530805  新白河歯科口腔外科医〒961-0856 0248-24-5551北原　朋広 北原　朋広 平22. 6. 2歯   歯外 小歯診療所
     療クリニック 白河市新白河４－５８ウィステリ常　勤:    1 新規 現存
     アＫ２　１階、２階 (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5570530813  Ｂｅｌｌｅデンタルク〒961-0831 0248-23-8461医療法人　Ｂｅｌｌｅ鈴木　健 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 白河市老久保１５－１ 常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)理事長　鈴木　健 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5580530839  五十嵐歯科医院 〒961-0905 0248-23-3473五十嵐　迪子 五十嵐　迪子 平26.11. 1歯   診療所
     白河市本町３６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5590530847  しらかわファミリー歯〒961-0831 024-821-0001成田　展章 成田　展章 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 白河市老久保２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5600530854  はやし歯科医院 〒961-0955 0248-24-1818林　千草 林　千草 平28.12.24歯   診療所
     白河市道場町１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5610530862  ＪＵＮ　ＤＥＮＴＡＬ〒961-0856 0248-21-8845医療法人　社団　佐藤佐藤　潤 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     　ＣＬＩＮＩＣ 白河市新白河一丁目９番１０ 常　勤:    1歯科医院　理事長　佐 新規 現存
     (歯       1)藤　唯彰 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5620530870  須藤歯科医院 〒961-0905 0248-22-6460須藤　彰大 須藤　彰大 平29.12.29歯   小歯 診療所
     白河市本町１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5630730272  印南歯科医院 〒962-0859 0248-75-6711印南　英世 印南　英世 昭51. 1. 8歯   診療所
     須賀川市塚田１４６番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5640730298  大内歯科医院 〒962-0022 0248-75-6613大内　道男 大内　道男 昭54. 9. 1歯   診療所
     須賀川市丸田町２５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5650730306  阪本歯科医院須賀川診〒962-0727 0248-79-3737阪本　健一 阪本　健一 昭55. 5. 1歯   診療所
     療所 須賀川市小作田字湯名塚１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5660730322  草野歯科医院 〒962-0839 0248-73-2266草野　秀樹 草野　秀樹 昭56. 4. 1歯   診療所
     須賀川市大町１２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5670730355  関根歯科医院 〒962-0032 0248-75-1370関根　昭男 関根　昭男 昭57. 4. 1歯   診療所
     須賀川市大袋町７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5680730363  舟山歯科医院 〒962-0017 0248-76-2004舟山　和男 舟山　和男 昭57. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     須賀川市西の内町１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5690730421  佐藤歯科医院 〒962-0847 0248-76-8143佐藤　裕行 佐藤　裕行 昭59.10. 1歯   診療所
     須賀川市諏訪町１０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5700730447  向陽歯科医院 〒962-0401 0248-72-3200穂積　良光 穂積　良光 平 3. 2. 1歯   診療所
     須賀川市向陽町８４１ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5710730454  小橋歯科医院 〒962-0813 0248-72-3003小橋　大成 小橋　大成 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     須賀川市和田字作の内３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5720730462  すずき歯科医院 〒962-0838 0248-72-0418鈴木　幸一 鈴木　幸一 平 3. 7. 1歯   診療所
     須賀川市南町３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5730730470  かわしま歯科 〒962-0839 0248-72-4686川島　弘子 川島　弘子 平 3.10. 1歯   診療所
     須賀川市大町９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5740730496  本田歯科医院 〒962-0817 0248-72-7600本田　浩成 本田　浩成 平 5. 3. 1歯   診療所
     須賀川市南上町１５９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5750730504  石井歯科医院 〒962-0838 0248-75-1313医療法人社団同心会　石井　滋 平 5. 4. 1歯   診療所
     須賀川市南町４８ 常　勤:    1理事長　石井　滋 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5760730520  さいとう歯科クリニッ〒962-0868 0248-72-0680齋藤　俊雄 齋藤　俊雄 平 6. 7. 1歯   診療所
     ク 須賀川市芦田塚４３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5770730538  新妻歯科医院 〒962-0063 0248-73-1182新妻　義弘 新妻　義弘 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     須賀川市西山寺町７０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5780730546  石井じゅんデンタルク〒962-0062 0248-76-6644石井　淳 石井　淳 平 7. 9. 1歯   診療所
     リニック 須賀川市山寺町１３６番地メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ド・ミュー１Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5790730587  田代歯科医院 〒962-0844 0248-73-2047田代　直也 田代　直也 平 9. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     須賀川市東町５３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5800730595  鈴木歯科医院 〒962-0007 0248-73-1183鈴木　良茂 鈴木　良茂 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     須賀川市下宿町８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5810730660  廣田歯科医院 〒962-0125 0248-68-2304廣田　哲夫 廣田　哲夫 昭58. 6. 1歯   診療所
     須賀川市堀込字内屋敷７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5820730678  岩瀬歯科医院 〒962-0302 0248-65-2131太田　純一 太田　純一 昭62. 5. 6歯   診療所
     須賀川市柱田字長井７６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5830730686  佐熊歯科医院 〒962-0203 0248-67-3220佐熊　富美子 佐熊　富美子 平 5. 4. 1歯   診療所
     須賀川市長沼字町尻４２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5840730702  桑名歯科医院 〒962-0122 0248-68-1432桑名　一明 桑名　一明 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     須賀川市木之崎字上之内２５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5850730736  森宿歯科医院 〒962-0001 0248-76-7767医療法人森宿歯科医院佐藤　克典 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     須賀川市森宿字御膳田３８－１６常　勤:    1　理事長　佐藤　克典 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  5860730751  にしむらデンタルオフ〒962-0062 0248-73-0373医療法人にしむら歯科西村　哲也 平18.11. 1歯   診療所
     ィス 須賀川市山寺町１１８番地 常　勤:    1　理事長　西村　哲也 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5870730777  ライフデンタルオフィ〒962-0013 0248-63-9981本内　秀明 本内　秀明 平19. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     ス 須賀川市岡東町１４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5880730827  アイン歯科医院 〒962-0846 0248-73-0383星川　毅 猪瀬　雅宏 平21.10. 1歯   診療所
     須賀川市加治町９－５ 常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5890730843  おのだ歯科医院 〒962-0844 0248-75-6052斧田　輝明 斧田　輝明 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     須賀川市東町５９－１２ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5900730850  松井歯科医院 〒962-0839 0248-73-3730松井　孝俊 松井　孝俊 平24. 1. 1歯   診療所
     須賀川市大町２７４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5910730876  くりの木小児歯科 〒962-0822 0248-63-1333医療法人　くりの木小円谷　憲司 平24.10. 1小歯 診療所
     須賀川市東作１４１－５ 常　勤:    1児歯科　理事長　円谷 組織変更 現存
     (歯       1)　憲司 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5920730892  空港通歯科医院 〒962-0837 0248-63-8210医療法人社団　空港通古賀　修一 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     須賀川市高久田境８７番地１メガ常　勤:    3歯科医院　理事長　古 組織変更 歯外 現存
     ステージ須賀川内 (歯       3)賀　修一 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5930730918  ゆき歯科クリニック 〒962-0842 0248-75-1600清川　由紀 清川　由紀 平27. 9. 1歯   診療所
     須賀川市宮先町５１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5940730934  円谷・山中歯科クリニ〒962-0866 0248-76-2055圓谷　安一 圓谷　安一 平28.12. 1歯   診療所
     ック 須賀川市栗谷沢１００－２０ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5950730942  遠藤歯科医院 〒962-0832 0248-73-3310遠藤　茂樹 遠藤　茂樹 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     須賀川市本町７２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5960730959  モアーズ歯科医院 〒962-0059 0248-72-4182野　輝雄 野　輝雄 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     須賀川市吉美根字土橋５６６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5970730967  医療法人昭美会ホワイ〒962-0017 0248-94-8430医療法人昭美会　理事外島　昭夫 平30. 5. 1歯   診療所
     ト歯科医院 須賀川市西の内町５６番地 常　勤:    1長　外島　昭夫 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5980830163  北見歯科医院 〒966-0825 0241-22-4350北見　千穂 北見　千穂 昭43. 4. 1歯   診療所
     喜多方市字御清水南７３５６－１常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5990830239  宮城歯科医院 〒966-0802 0241-22-7454宮城　圀泰 宮城　圀泰 昭54. 9.17歯   矯歯 診療所
     喜多方市字桜ガ丘２－７１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6000830247  志田歯科医院 〒966-0863 0241-22-0031志田　公司 志田　公司 昭54.10. 1歯   小歯 診療所
     喜多方市字町尻西４８９５－３ 常　勤:    1 移動 休止
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6010830270  アイ、デンタル、クリ〒966-0015 0241-24-4545五十嵐　章 五十嵐　章 昭58. 8. 1歯   診療所
     ニック 喜多方市関柴町上高額字宮越５３常　勤:    1 新規 現存
     ７－１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6020830288  鈴木歯科医院 〒966-0896 0241-24-4230鈴木　不二夫 鈴木　不二夫 昭60. 6. 1歯   診療所
     喜多方市字諏訪７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6030830312  福田歯科医院 〒966-0086 0241-23-1158福田　洋治 福田　洋治 平 3. 7. 1歯   診療所
     喜多方市字西四ッ谷３１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6040830320  物江歯科医院 〒966-0805 0241-23-1661物江　暁 物江　暁 平 4. 3.16歯   診療所
     喜多方市字小田付道上７０５３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3.16
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  6050830338  あきら歯科医院 〒966-0836 0241-24-5097佐藤　明 佐藤　明 平 5. 8. 1歯   診療所
     喜多方市字大坪７６１１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6060830346  小汲歯科医院 〒966-0871 0241-22-0154小汲　喜郎 小汲　喜郎 平 7.11. 1歯   診療所
     喜多方市字寺町南５０１４ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6070830353  大塚歯科クリニック 〒966-0093 0241-21-1188大塚　久高 大塚　久高 平 8.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     喜多方市字清水が丘１－７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6080830361  山田あつし歯科医院 〒966-0086 0241-21-1846山田　敦 山田　敦 平10.11. 1歯   診療所
     喜多方市字西四ツ谷９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6090830379  佐藤歯科医院 〒966-0862 0241-22-0344佐藤　滋 佐藤　滋 平13. 3. 1歯   診療所
     喜多方市字前田４９８７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6100830395  宮澤歯科医院 〒966-0015 0241-21-1166宮澤　弘 宮澤　弘 平16. 4. 5歯   診療所
     喜多方市関柴町上高額字広面８２常　勤:    1 新規 休止
     ３－１ (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6110830403  プラザ歯科医院 〒966-0097 0241-24-4066北見　知広 北見　知広 平16.10. 1歯   診療所
     喜多方市字通船場１３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6120830411  なるせ歯科医院 〒966-0087 0241-24-4676医療法人　ハナミズキ鳴瀬　伸 平17.10. 1歯   診療所
     喜多方市稲荷宮２－４ 常　勤:    1　理事長　鳴瀬　都美 新規 現存
     (歯       1)子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6130830429  塩川松崎歯科医院 〒969-3512 0241-27-4802松崎　賢造 松崎　賢造 昭54. 1. 1歯   診療所
     喜多方市塩川町字東栄町１－８－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6140830437  村澤歯科 〒969-3522 0241-27-3001村澤　健一 村澤　健一 昭60.12. 1歯   診療所
     喜多方市塩川町字新丁１７８８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6150830445  斎藤歯科医院 〒969-3512 0241-27-7711斎藤　禮治 斎藤　禮治 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     喜多方市塩川町字東栄町２－４－常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ５ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6160830452  さいとう歯科クリニッ〒969-4149 0241-38-3910齋藤　公英 齋藤　公英 平11. 9. 2歯   歯外 診療所
     ク 喜多方市山都町字谷地２２９６－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6170830478  佐藤歯科医院 〒966-0819 0241-22-0394佐藤　健一 佐藤　健一 平18.12. 1歯   診療所
     喜多方市字一丁目４５５８番地 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6180830486  松崎歯科医院 〒966-0041 0241-24-4221松崎　賢太郎 松崎　賢太郎 平21. 5. 1歯   矯歯 診療所
     喜多方市字蒔田３０９２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6190830494  井草歯科医院 〒966-0805 0241-22-1563井草　通子 井草　通子 平22. 5. 1歯   診療所
     喜多方市字小田付道上７００２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6200830502  うえの歯科医院 〒966-0046 0241-21-8852医療法人　うえの歯科上野　隆朋 平26. 4. 1歯   矯歯 診療所
     喜多方市字原田３６２１番地１ 常　勤:    2医院　理事長　上野　 組織変更 現存
     (歯       2)隆朋 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6210930146  新開歯科医院 〒976-0042 0244-36-3214新開　武 新開　武 昭46. 4. 1歯   診療所
     相馬市中村字宇多川町６１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6220930211  佐藤歯科医院 〒976-0042 0244-36-0707佐藤　正博 佐藤　正博 昭54. 6. 1歯   診療所
     相馬市中村字新町８６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6230930237  門馬歯科医院 〒976-0042 0244-36-4182門馬　安雄 門馬　安雄 昭55. 4. 1歯   診療所
     相馬市中村字北町３０－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6240930245  梶田歯科医院 〒976-0042 0244-36-1551梶田　浩二 梶田　浩二 昭56.11. 1歯   診療所
     相馬市中村２－５－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6250930286  菅野歯科医院 〒976-0015 0244-36-1525菅野　明彦 菅野　明彦 昭62.10. 5歯   矯歯 小歯診療所
     相馬市塚ノ町２－６－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6260930302  グリーン歯科 〒976-0013 0244-35-5112齋藤　佳孝 齋藤　佳孝 平 3. 8. 1歯   診療所
     相馬市小泉字高池４３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6270930310  あべ歯科医院 〒976-0036 0244-36-5511阿部　裕哉 阿部　裕哉 平 4. 4. 8歯   診療所
     相馬市馬場野字山越８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6280930328  山本歯科医院 〒976-0037 0244-35-2853山本　昇 山本　昇 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     相馬市中野字寺前４５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6290930336  山下歯科医院 〒976-0021 0244-38-6497山下　薫 山下　薫 平 5. 4. 1歯   診療所
     相馬市原釜字大津１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6300930344  ヒロシ歯科クリニック〒976-0042 0244-35-0567佐藤　宏 佐藤　宏 平 5. 5. 1歯   診療所
     相馬市中村字塚田５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6310930351  大井歯科医院 〒976-0042 0244-35-0808大井　通彰 大井　通彰 平 5. 6. 1歯   診療所
     相馬市中村字大手先４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6320930369  医療法人斎藤歯科医院〒976-0042 0244-36-2625医療法人斎藤歯科医院斉藤　六美 平11. 4. 1歯   診療所
     相馬市中村字錦町４－３ 常　勤:    1　理事長　斎藤　六美 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6330930377  原田歯科医院 〒976-0042 0244-35-2557原田　美紀 原田　美紀 平11.10. 1歯   診療所
     相馬市中村字北町２６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6340930385  わたなべ歯科クリニッ〒976-0042 0244-36-2345渡辺　亜希子 渡辺　亜希子 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 相馬市中村字新町１７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
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  6350930393  篠山歯科医院 〒976-0016 0244-36-1622篠山　真一 篠山　真一 平13. 5. 7歯   診療所
     相馬市沖ノ内２－１０－１ＫＭＳ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6360930401  八巻歯科医院 〒976-0042 0244-35-3061八巻　祐二 八巻　祐二 平22. 9. 1歯   診療所
     相馬市中村１－８－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6370930419  黒沢歯科医院 〒976-0042 0244-36-1414黒沢　真妃子 黒沢　真妃子 平23. 4. 1歯   診療所
     相馬市中村字桜ケ丘８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6380930450  桜ヶ丘デンタルクリニ〒976-0042 0244-26-7018医療法人　桜季会　理熊　光崇 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 相馬市中村字川沼４６番地 常　勤:    4事長　熊　光崇 組織変更 矯歯 現存
     (歯       4) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6390930468  馬陵歯科診療所 〒976-0042 0244-36-1888立谷　宏哉 立谷　宏哉 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     相馬市中村字塚田６１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6401030177  安齋歯科医院 〒964-0857 0243-22-0724安齋　勲 安齋　勲 昭50. 8. 1歯   診療所
     二本松市東町４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6411030185  安田歯科医院 〒964-0914 0243-23-0642安田　明弘 安田　明弘 昭51. 8.18歯   診療所
     二本松市市海道１１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6421030250  岩本歯科医院 〒964-0917 0243-22-0033岩本　繁夫 岩本　繁夫 昭60.11. 1歯   診療所
     二本松市本町２－１９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6431030268  大内歯科医院 〒964-0916 0243-23-0750大内　英二 大内　英二 昭61.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     二本松市向原２６４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6441030276  伊藤歯科医院 〒964-0807 0243-22-2277伊藤　修一 伊藤　修一 昭63. 4. 1歯   診療所
     二本松市金色久保１９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6451030284  渡辺歯科医院 〒964-0917 0243-22-0057渡辺　英弥 渡辺　英弥 平元. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     二本松市本町２－１９０ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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  6461030326  三愛歯科診療所 〒964-0911 0243-23-5152斎藤　俊明 斎藤　俊明 平 2. 4.17歯   矯歯 診療所
     二本松市亀谷２－２６１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6471030342  金子歯科 〒964-0904 0243-22-4356医療法人　広仁会　理金子　郁哉 平 7. 4. 1歯   診療所
     二本松市郭内１－１５ 常　勤:    1事長　金子　謙二 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6481030359  しみず歯科医院 〒964-0873 0243-22-9090清水　英文 清水　英文 平 7. 6. 1歯   診療所
     二本松市東裏５２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6491030367  ほんだ歯科クリニック〒964-0917 0243-22-8862本田　祐樹 本田　祐樹 平 7. 8. 1歯   診療所
     二本松市本町１－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6501030383  岩﨑歯科医院 〒964-0881 0243-22-8500医療法人　岩﨑歯科医岩﨑　克彦 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     二本松市藤之前３３－５ 常　勤:    1院　理事長　岩﨑　克 組織変更 現存
     (歯       1)彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6511030391  佐藤歯科医院 〒964-0313 0243-55-2596佐藤　清人 佐藤　清人 昭56. 1. 1歯   診療所
     二本松市小浜字新町１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6521030417  みうら歯科医院 〒964-0313 0243-55-3008三浦　弘明 三浦　弘明 昭63. 4.14歯   診療所
     二本松市小浜字鳥居町１１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6531030433  和田歯科クリニック 〒964-0313 0243-55-2286和田　敏亮 和田　敏亮 平 3. 5. 7歯   診療所
     二本松市小浜字鳥居町４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6541030441  とうのす歯科医院 〒969-1404 0243-22-8422鴇巣　幸彦 鴇巣　幸彦 平 6.10. 1歯   矯歯 診療所
     二本松市油井字八軒町２３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6551030458  今古堂歯科医院 〒964-0304 0243-57-2184本田　周 本田　周 平 9. 6. 1歯   診療所
     二本松市西新殿字松林６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6561030466  さいとう歯科医院 〒964-0202 0243-46-2814斎藤　吉嗣 斎藤　吉嗣 平10. 5. 1歯   診療所
     二本松市針道字町９ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
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  6571030474  東和歯科クリニック 〒964-0111 0243-61-7855医療法人　亘喜会　理石田　亘 平13. 5. 1歯   診療所
     二本松市太田字沢木屋１５６ 常　勤:    1事長　石田　亘 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6581030482  さとうデンタルクリニ〒969-1404 0243-62-0418佐藤　公麗 佐藤　公麗 平17. 5. 1歯   矯歯 診療所
     ック 二本松市油井字福岡１６１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6591030508  デンティスト　ワタナ〒964-0906 0243-22-0612渡邉　徹 渡邉　徹 平18.12. 1歯   診療所
     ベ 二本松市若宮２－１６４－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6601030524  あだたら歯科医院 〒964-0911 0243-22-0397栗林　博隆 栗林　博隆 平23. 5. 6歯   診療所
     二本松市亀谷２－２１４－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6611030540  こんの歯科 〒964-0902 0243-24-7371今野　幹夫 今野　幹夫 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     二本松市竹田２－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6621130043  さいす歯科 〒963-4312 0247-82-4188西須　栄治 西須　栄治 昭56. 3. 1歯   診療所
     田村市船引町船引字下中田６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6631130050  箱崎歯科医院 〒963-4312 0247-82-4533箱崎　仁 箱崎　仁 昭59. 1.11歯   診療所
     田村市船引町船引字畑添３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6641130068  渡辺歯科医院 〒963-4312 0247-82-4777渡辺　善之 渡辺　善之 昭62.12. 1歯   診療所
     田村市船引町船引字五升車６９－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6651130084  佐藤歯科医院 〒963-4312 0247-82-2121医療法人　賢歯会　理佐藤　賢次郎 平元.12. 1歯   診療所
     田村市船引町船引字扇田８０ 常　勤:    1事長　佐藤　賢次郎 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6661130118  土屋歯科医院 〒963-4111 0247-79-3488土屋　敬三 土屋　敬三 平 7. 5. 1歯   診療所
     田村市大越町上大越字槻木２６３常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6671130126  医療法人積誠会　博多〒963-4312 0247-82-1211医療法人　積誠会　理博多　俊文 平 9.10. 1歯   診療所
     歯科医院 田村市船引町船引字和尚坦１３ 常　勤:    1事長　博多　俊文 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6681130134  医療法人　菅野歯科医〒963-4312 0247-82-5841医療法人　菅野歯科医菅野　和幸 平12.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 田村市船引町船引字原田３５ 常　勤:    1院　理事長　菅野　和 組織変更 現存
     (歯       1)幸 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6691130142  瀬下歯科医院 〒963-3602 0247-78-3151瀬下　夏生 瀬下　夏生 平13.11.13歯   診療所
     田村市滝根町神俣字関場５３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6701130159  遠藤歯科医院 〒963-3602 0247-78-2017医療法人清心会　遠藤遠藤　陽子 平14.10. 1歯   歯外 診療所
     田村市滝根町神俣字町５６ 常　勤:    1歯科医院　理事長　遠 組織変更 現存
     (歯       1)藤　陽子 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6711130167  伊藤歯科医院 〒963-4602 0247-67-1182伊藤　彰 伊藤　彰 平16. 1. 1歯   診療所
     田村市常葉町常葉字古御門１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6721130175  田村市立都路歯科診療〒963-4701 0247-75-2208田村市長　本田　仁一渡辺　慎也 平17. 3. 1歯   診療所
     所 田村市都路町古道字寺下５０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6731130183  おくあき歯科医院 〒963-4317 0247-82-5565奥秋　敏成 奥秋　敏成 平17. 5. 6歯   診療所
     田村市船引町東部台３－５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6741130191  医療法人積善堂博多歯〒963-3602 0247-78-2005医療法人積善堂　理事博多　美保子 平23. 1. 1歯   診療所
     科クリニック 田村市滝根町神俣字関場１１ 常　勤:    2長　博多　美保子 その他 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6751130209  ＪＡ歯科診療所　きら〒963-4311 0247-61-6755福島さくら農業協同組外島　彩 平28. 4. 1歯   歯外 診療所
     ら歯科医院 田村市船引町今泉字鳥足３４０番常　勤:    1合　代表理事組合長　 新規 現存
     地１号 (歯       1)結城　政美 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6761230033  森岡歯科医院 〒975-0006 0244-24-0814森岡　正人 森岡　正人 昭52.11. 1歯   診療所
     南相馬市原町区橋本町１－１０７常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6771230058  かとう歯科医院 〒975-0014 0244-24-3838加藤　悟郎 加藤　悟郎 昭62. 6. 3歯   診療所
     南相馬市原町区西町１－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6781230066  鈴木歯科医院 〒975-0008 0244-23-2707鈴木　章夫 鈴木　章夫 平元. 9. 1歯   診療所
     南相馬市原町区本町３－２０ 常　勤:    1 移動 休止
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6791230074  竹林歯科医院 〒975-0038 0244-24-6060竹林　実 竹林　実 平 2. 4. 2歯   診療所
     南相馬市原町区日の出町１９７－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6801230090  松永歯科医院 〒975-0007 0244-23-2669松永　郁子 松永　郁子 平 5. 1. 1歯   診療所
     南相馬市原町区南町２－１１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6811230108  山田歯科医院 〒975-0008 0244-23-2709山田　隆信 山田　隆信 平 5. 2. 1歯   診療所
     南相馬市原町区本町３－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6821230116  草野歯科 〒975-0062 0244-24-3663医療法人草野歯科　理郡司　良律 平 5. 4. 1歯   診療所
     南相馬市原町区本陣前１－１－５常　勤:    1事長　郡司　良律 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6831230124  すすむ歯科医院 〒975-0033 0244-26-1062佐藤　進 佐藤　進 平 6. 7. 1歯   矯歯 診療所
     南相馬市原町区高見町２－１２２常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6841230157  高澤歯科医院 〒975-0042 0244-22-8200高澤　文彦 高澤　文彦 平 6. 9. 1歯   診療所
     南相馬市原町区雫字上江３６－２常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6851230165  羽生歯科医院 〒975-0003 0244-23-3214羽生　和弘 羽生　和弘 平10. 1. 1歯   診療所
     南相馬市原町区栄町２－８３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6861230173  板倉歯科医院 〒975-0001 0244-23-2462板倉　良暢 板倉　良暢 平12. 1. 1歯   診療所
     南相馬市原町区大町１－４２－１常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6871230181  いしばし歯科 〒975-0072 0244-23-6022石橋　眞喜子 石橋　眞喜子 平12.12. 2歯   診療所
     南相馬市原町区北長野字北原田３常　勤:    1 新規 現存
     ０６ (歯       1) 平24.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6881230199  松本歯科医院 〒975-0031 0244-24-1687松本　断 松本　断 平13.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     南相馬市原町区錦町１－８１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6891230207  沖田歯科クリニック 〒975-0007 0244-23-0303沖田　雅之 沖田　雅之 平14.10.11歯   小歯 診療所
     南相馬市原町区南町３丁目９７－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平26.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6901230215  医療法人白耀会　くま〒975-0032 0244-25-3443医療法人　白耀会　理熊耳　隆洋 平14.10. 1歯   診療所
     がみ歯科医院 南相馬市原町区桜井町１－１２９常　勤:    1事長　熊耳　隆洋 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6911230231  西町歯科医院 〒979-2334 0244-46-5534吉田　豊 吉田　豊 昭58.11. 1歯   診療所
     南相馬市鹿島区西町１－１１８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6921230256  大沼歯科医院 〒979-2333 0244-46-5970大沼　俊美 大沼　俊美 昭63. 1.14歯   診療所
     南相馬市鹿島区寺内字古川１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6931230280  清信歯科医院 〒979-2111 0244-44-5887清信　成一 清信　成一 平 8. 5. 1歯   診療所
     南相馬市小高区仲町１－６８ 常　勤:    1 移動 休止
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6941230306  相良歯科医院 〒979-2335 0244-67-2525相良　一也 相良　一也 平11. 7.24歯   診療所
     南相馬市鹿島区鹿島字町１６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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  6951230314  木幡歯科医院 〒979-2335 0244-46-2244木幡　孝 木幡　孝 平16. 1. 5歯   診療所
     南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内１常　勤:    1 交代 現存
     ０８－２ (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6961230330  吉田歯科医院 〒979-2335 0244-46-2287佐藤　亜矢子 佐藤　亜矢子 平18. 7.20歯   診療所
     南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内６常　勤:    1 交代 休止
     ２ (歯       1) 平24. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6971230355  小林歯科医院 〒975-0032 0244-23-2727小林　礼樹 小林　礼樹 平19. 1.15歯   診療所
     南相馬市原町区桜井町２－８６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6981230363  河田歯科医院 〒975-0003 0244-24-2969河田　修一郎 河田　修一郎 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     南相馬市原町区栄町３－６５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6991230389  国見歯科診療所 〒975-0015 0244-24-4141佐藤　正人 佐藤　正人 平22. 4.12歯   矯歯 診療所
     南相馬市原町区国見町２－１１３常　勤:    1 移動 現存
     －１ (歯       1) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7001230397  荒川歯科医院 〒975-0004 0244-23-3428荒川　二朗 荒川　二朗 平24.11. 1歯   診療所
     南相馬市原町区旭町１－６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7011230405  廣瀬歯科医院 〒975-0001 0244-23-2207廣瀬　久美子 廣瀬　久美子 平25.10. 2歯   診療所
     南相馬市原町区大町１－７６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7021330049  月舘町歯科診療所 〒960-0901 024-572-2332荻生　徳司 荻生　徳司 昭57. 3. 1歯   診療所
     伊達市月舘町布川字西原３１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7031330056  ひかり歯科クリニック〒960-0609 024-575-2525佐藤　和彦 佐藤　和彦 昭58.10. 1歯   診療所
     伊達市保原町字１２ー９ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7041330072  鈴木歯科医院 〒960-0628 024-575-2305鈴木　松吉 鈴木　松吉 平元. 1.10歯   診療所
     伊達市保原町字実町２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7051330106  みやぐち歯科医院 〒960-0611 024-575-3700宮口　達司 宮口　達司 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     伊達市保原町字城ノ内５２－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7061330122  佳医会福田歯科医院 〒960-0754 024-577-0087福田　稔 福田　稔 平 2.11. 7歯   診療所
     伊達市梁川町字栄町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7071330130  医療法人大橋デンタル〒960-0787 024-577-4545医療法人大橋デンタル大橋　道明 平 3.10. 1歯   診療所
     梁川診療所 伊達市梁川町字山城舘４２－２ 常　勤:    2　理事長　落合　政幸 組織変更 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7081330148  中木歯科医院 〒960-0714 024-577-7533医療法人中木歯科医院中木　哲朗 平 7. 5. 1歯   診療所
     伊達市梁川町幸町１３ 常　勤:    1　理事長　中木　哲朗 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7091330163  医療法人東城歯科クリ〒960-0634 024-575-3068医療法人東城歯科クリ東城　泰弘 平 8.10. 1歯   診療所
     ニック 伊達市保原町大泉字大地内９５－常　勤:    1ニック　理事長　東城 新規 現存
     ５ (歯       1)　泰弘 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7101330171  鈴木歯科医院 〒960-0801 024-586-3418鈴木　直樹 鈴木　直樹 平 9. 5. 1歯   診療所
     伊達市霊山町掛田字西裏５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7111330197  高野歯科医院 〒960-0615 024-575-5232高野　研一 高野　研一 平12. 4. 1歯   矯歯 診療所
     伊達市保原町５－１５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7121330205  西川歯科医院 〒960-0464 024-583-3201西川　祐介 西川　祐介 平12. 5.11歯   診療所
     伊達市南堀３０－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7131330213  ファミリー歯科クリニ〒960-0684 024-574-3183田原　充 田原　充 平13. 5. 7歯   小歯 診療所
     ック 伊達市保原町上保原字神明町１８常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7141330221  伊達デンタルクリニッ〒960-0418 024-584-3501医療法人伊達デンタル浅野　栄一朗 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 伊達市岡前２０－８ 常　勤:    3クリニック　理事長　 移動 歯外 現存
     (歯       3)浅野栄一朗 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       2)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7151330239  さいとう歯科医院 〒960-0604 024-576-7673医療法人　さいとう歯斎藤　博安 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊達市保原町字元木８８－４ 常　勤:    1科医院　理事長　斎藤 組織変更 現存
     (歯       1)　博安 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7161330254  こもりや歯科 〒960-0611 024-575-2221小森谷　亮 小森谷　亮 平16. 9.21歯   診療所
     伊達市保原町字城ノ内１６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7171330262  医療法人陽雄会　すず〒960-0759 024-577-1848医療法人　陽雄会　理佐藤　久恭 平17.10. 1歯   診療所
     たけ歯科クリニック 伊達市梁川町広瀬町４５－２ 常　勤:    1事長　佐藤　喜久雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7181330296  医療法人社団譽会　譽〒960-0785 024-577-0236医療法人社団譽会ほん誉田　多太雄 平19. 4. 1歯   診療所
     田歯科医院 伊達市梁川町字小梁川２５－３ 常　勤:    2だ歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)譽田　徹 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7191330304  池田歯科医院 〒960-0745 0245-77-7938医療法人篤心会　理事池田　丈博 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊達市梁川町右城町４６－１ 常　勤:    2長　池田　由美子 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7201330312  往診歯科ＦＩＮＥＢＩ〒960-0404 024-583-2225医療法人　伊達デンタ高玉　典彦 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     ＴＥ 伊達市原島１－１ 常　勤:    1ルクリニック　理事長 新規 現存
     (歯       1)　浅野　栄一朗 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7211330353  オーラルステーション〒960-0653 024-576-2393山田　満憲 山田　満憲 平29. 1. 1歯   診療所
     デンタルクリニック 伊達市保原町字泉町９０番地２９常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7221330361  ハロー矯正歯科・歯科〒960-0446 024-583-5418遠藤　久 遠藤　久 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 伊達市諏訪野１丁目１－１２３ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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  7231330379  大橋歯科医院 〒960-0501 024-584-2413大橋　弘昌 大橋　弘昌 平29. 6. 1歯   診療所
     伊達市伏黒字一本石８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7241430013  あい歯科クリニック 〒969-1131 0243-33-5888西山　和彦 西山　和彦 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     本宮市本宮字南町裡４７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7251430021  大道寺歯科医院 〒969-1133 0243-33-3307大道寺　智幸 大道寺　智幸 平元. 5. 2歯   診療所
     本宮市本宮字中條８４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7261430039  国分歯科医院 〒969-1141 0243-34-2226国分　光壽 国分　光壽 平元.12.18歯   診療所
     本宮市本宮字兼谷５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7271430054  医療法人鈴木歯科医院〒969-1101 0243-34-3457医療法人鈴木歯科医院鈴木　隆 平11. 2. 1歯   診療所
     本宮市高木字平内６７－５ 常　勤:    1　理事長鈴木隆 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7281430062  のうち歯科クリニック〒969-1149 0243-63-2288野内　学 野内　学 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     本宮市本宮字万世１３２－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7291430070  白沢中央歯科医院 〒969-1204 0243-44-4360医療法人心王会　理事国分　篤 平12. 4. 1歯   診療所
     本宮市糠沢字石神１１２ 常　勤:    1長　国分篤 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7301430088  もとみやデンタルクリ〒969-1101 0243-34-4185大谷　和彦 大谷　和彦 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ニック 本宮市高木字滝ノ入５１－５０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7311430104  国分歯科医院 〒969-1133 0243-34-2074医療法人　国分歯科医國分　敏行 平16. 1. 1歯   診療所
     本宮市本宮字中條３０－８ 常　勤:    1院　理事長　國分　敏 移動 現存
     (歯       1)行 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7321430138  あさひデンタルクリニ〒969-1104 0243-63-1711松谷　雅子 松谷　雅子 平17. 5.12歯   小歯 診療所
     ック 本宮市荒井字東学壇２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7331430146  白澤歯科クリニック 〒969-1149 0243-33-3358菅島　正栄 菅島　正栄 平21. 3. 2歯   小歯 歯外診療所
     本宮市本宮字万世１６４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7341430153  荒井歯科クリニック 〒969-1104 0243-33-3133池山　丈二 池山　丈二 平21.11. 1歯   診療所
     本宮市荒井字久保田９２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7351430161  まゆみ歯科クリニック〒969-1149 0243-33-3666医療法人　まゆみ歯科渡邊　俊 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     本宮市本宮字万世２０９－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)渡邊　俊 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7361430179  ＪＡ歯科医院　もとみ〒969-1164 0243-24-7980ふくしま未来農業協同櫻井　直樹 平28. 9. 1歯   診療所
     や 本宮市本宮字戸崎１４－１ 常　勤:    1組合　代表理事組合長 新規 現存
     (歯       1)　菅野　孝志 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7372030556  菊池歯科医院 〒969-1601 024-582-2023菊池　久利 菊池　久利 昭51. 7. 1歯   診療所
     伊達郡桑折町字北町１１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7382030739  斎藤歯科医院 〒969-1643 024-582-6221斎藤　慎一 斎藤　慎一 昭62. 6. 1歯   診療所
     伊達郡桑折町大字谷地字石塚２－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7392030747  島貫歯科医院 〒969-1605 024-582-3255島貫　光泰 島貫　光泰 昭62. 7. 1歯   診療所
     伊達郡桑折町堰合６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7402030820  笆歯科医院 〒960-1453 024-565-3455笆　啓介 笆　啓介 平元. 9. 5歯   診療所
     伊達郡川俣町字瓦町７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7412030895  馬場歯科医院 〒969-1614 024-582-2439馬場　博 馬場　博 平 5. 4. 1歯   診療所
     伊達郡桑折町字本町３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7422030929  赤井畑歯科医院 〒969-1771 024-585-5551赤井畑　直明 赤井畑　直明 平 5.11. 1歯   診療所
     伊達郡国見町大字山崎字太子堂３常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7432031059  田中歯科クリニック 〒969-1606 024-581-2225田中　吉雄 田中　吉雄 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊達郡桑折町字東段８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7442031091  加藤歯科医院 〒960-1422 024-566-5151加藤　幸正 加藤　幸正 平13. 7.25歯   診療所
     伊達郡川俣町字新中町２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7452031141  安田歯科医院 〒960-1456 024-565-3651安田　賴子 安田　賴子 平15. 4. 1歯   診療所
     伊達郡川俣町字中丁２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7462031158  トオル歯科医院 〒969-1651 024-582-6170佐々木　徹 佐々木　徹 平15. 3.25歯   小歯 診療所
     伊達郡桑折町大字万正寺字道東７常　勤:    2 移動 現存
     －３ (歯       2) 平27. 3.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7472031182  鈴木歯科医院 〒969-1661 024-582-1184鈴木　勝人 鈴木　勝人 平15.11. 7歯   小歯 歯外診療所
     伊達郡桑折町大字上郡字堰上１－常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １１ (歯       2) 平27.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7482031208  シルク歯科医院 〒960-1406 024-566-4122工藤　千剛 工藤　千剛 平17. 4. 1歯   診療所
     伊達郡川俣町鶴沢字芦ヶ作１０－常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7492031232  ひまわりデンタルクリ〒969-1761 024-585-1102後藤　重則 後藤　重則 平18.12. 1歯   診療所
     ニック 伊達郡国見町藤田字中沢１－１０常　勤:    1 新規 現存
     －２１ (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7502031257  相原歯科医院 〒960-1453 024-565-2071相原　健 相原　健 平21. 1. 1歯   診療所
     伊達郡川俣町字瓦町６２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7512031265  あんどう歯科医院 〒969-1761 024-585-1183医療法人　青い海　理安藤　秀樹 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊達郡国見町藤田町尻二１２－１常　勤:    1事長　安藤　秀樹 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7522031273  藤川歯科医院 〒960-1443 024-566-3621奥村　和佳子 奥村　和佳子 平29. 1. 2歯   診療所
     伊達郡川俣町字大内６－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7532130380  渡辺歯科医院 〒969-1302 0243-48-2920渡辺　明比古 渡辺　明比古 昭57. 8. 1歯   診療所
     安達郡大玉村玉井字薄黒内１２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7542130422  五十嵐歯科クリニック〒969-1301 0243-48-3907五十嵐　淳夫 五十嵐　淳夫 昭63. 2. 1歯   診療所
     安達郡大玉村大山字仲江３２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7552230073  関根歯科医院 〒969-0401 0248-62-2284関根　祐壽 関根　祐壽 昭51.11. 1歯   診療所
     岩瀬郡鏡石町本町２４１－３ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7562230099  天栄歯科医院 〒962-0511 0248-83-2043岡部　信雄 岡部　信雄 昭59. 7. 2歯   診療所
     岩瀬郡天栄村大字白子字家内神１常　勤:    1 新規 現存
     ４－３ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7572230107  松本歯科医院 〒969-0404 0248-62-6480松本　修 松本　修 昭59. 8. 1歯   診療所
     岩瀬郡鏡石町中央１７５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7582230156  曽根歯科医院 〒969-0401 0248-62-3151曽根　正敏 曽根　正敏 平 2. 5. 1歯   診療所
     岩瀬郡鏡石町岡ノ内１９８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7592230271  医療法人　社団　佐藤〒962-0112 0248-83-2227医療法人　社団　佐藤佐藤　唯彰 平23. 6. 1歯   診療所
     歯科医院 岩瀬郡天栄村大字飯豊字上原２３常　勤:    1歯科医院　理事長　佐 移動 現存
     (歯       1)藤　唯彰 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7602330469  押部歯科医院 〒967-0004 0241-62-4536押部　康二 押部　康二 昭61.10. 1歯   診療所
     南会津郡南会津町田島字大坪甲４常　勤:    1 移動 現存
     ７１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7612330477  赤塚歯科医院 〒968-0421 0241-82-2728赤塚　公寿 赤塚　公寿 昭61.12. 1歯   診療所
     南会津郡只見町只見字上ノ原１７常　勤:    1 新規 現存
     ８９－８ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7622330493  長谷川歯科医院 〒967-0004 0241-62-0408小林　明子 小林　明子 昭63. 6. 1歯   診療所
     南会津郡南会津町田島字本町甲３常　勤:    1 新規 現存
     ８９４－２ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7632330519  羽染歯科医院 〒967-0501 0241-76-2115羽染　直樹 羽染　直樹 平 4.10. 1歯   診療所
     南会津郡南会津町古町字居平１１常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7642330527  新藤歯科医院 〒967-0603 0241-72-2610新藤　洋子 新藤　洋子 平 5. 6. 1歯   診療所
     南会津郡南会津町大新田字松原上常　勤:    1 交代 現存
     ９０６－１ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7652330535  稲富歯科医院 〒967-0004 0241-62-0001稲富　健祐 稲富　健祐 平 6. 7. 1歯   診療所
     南会津郡南会津町田島字上町甲４常　勤:    2 交代 現存
     ０１６ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7662330550  医療法人社団　慈愛恵〒967-0013 0241-66-2580医療法人社団　慈愛恵松本　勝利 平10. 4. 1歯   診療所
     真会　あらかい歯科医南会津郡南会津町関本字下休場７常　勤:    3真会　理事長　松本　 組織変更 現存
     院 ２９ー１ (歯       3)勝利 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7672330576  なかむら歯科医院 〒967-0004 0241-62-1255中村　文彦 中村　文彦 平10. 5. 1歯   矯歯 診療所
     南会津郡南会津町田島字北下原１常　勤:    1 新規 現存
     ９８ー１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7682330618  さくら歯科医院 〒969-5204 0241-67-4001池田　清貴 池田　清貴 平16.12. 1歯   診療所
     南会津郡下郷町大字弥五島字道上常　勤:    1 新規 現存
     ３３０１－１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7692330634  むろい歯科医院 〒967-0004 0241-62-8020室井　剛史 室井　剛史 平18. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     南会津郡南会津町田島字本町甲３常　勤:    1 新規 現存
     ８４１－６ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7702530266  二瓶歯科医院 〒969-4406 0241-45-2843二瓶　文子 二瓶　文子 昭52. 8.22歯   矯歯 診療所
     耶麻郡西会津町野沢字上原乙２３常　勤:    2 交代 現存
     ５３ (歯       2) 平28. 8.22
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  7712530282  斎藤歯科医院 〒969-2663 0242-66-2341斎藤　龍 斎藤　龍 昭56. 9. 1歯   診療所
     耶麻郡猪苗代町大字川桁字西幸野常　勤:    2 新規 現存
     ２１４７ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7722530308  補生堂歯科医院 〒969-4406 0241-45-4188渡部　晴彦 渡部　晴彦 昭59.11. 1歯   診療所
     耶麻郡西会津町野沢字鹿島前乙２常　勤:    1 新規 現存
     ２７７－１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7732530357  あしはら歯科医院 〒969-3121 0242-62-5311医療法人恵歯会　理事山本　毅 平元. 7. 1歯   診療所
     耶麻郡猪苗代町芦原９１－１ 常　勤:    8長　山城　拓也 新規 現存
     (歯       8) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7742530365  医療法人佐藤歯科 〒969-3122 0242-62-3055医療法人佐藤歯科　理佐藤　方則 平 2. 1. 1歯   診療所
     耶麻郡猪苗代町字新町４９１７－常　勤:    1事長　佐藤　方則 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7752530423  長谷川歯科医院 〒969-3121 0242-62-3217山添　光子 山添　聡 平19. 7.17歯   診療所
     耶麻郡猪苗代町字裏町４４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7762530431  長谷川歯科医院駅前分〒969-3133 0242-62-2525山添　光子 山添　光子 平19. 7.17歯   診療所
     院 耶麻郡猪苗代町大字千代田字ドウ常　勤:    2 交代 現存
     フケ４７ (歯       2) 平25. 7.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7772530449  大竹歯科医院 〒969-3122 0242-62-3708小野　隆樹 小野　隆樹 平19.11.15歯   診療所
     耶麻郡猪苗代町字新町４８５８－常　勤:    1 移動 現存
     １・４８５９－２ (歯       1) 平25.11.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7782530456  おきなしま大人こども〒969-3284 0242-65-2115二瓶　亜津子 二瓶　亜津子 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字家北常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ８０３－１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7792630231  猪俣歯科医院 〒969-6543 0242-83-3100猪俣　渉 猪俣　渉 昭48. 1. 1歯   診療所
     河沼郡会津坂下町字市中２番甲３常　勤:    1 新規 現存
     ６６１ (歯       1) 平30. 1. 1
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  7802630348  酒井歯科医院 〒969-6531 0242-83-1582医療法人社団祥陽会　酒井　陽二郎 平 4. 5. 1歯   矯歯 診療所
     河沼郡会津坂下町字上口５００ 常　勤:    2理事長　酒井　陽二郎 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7812630355  玉木歯科医院 〒969-6566 0242-83-4818玉木　玄一 玉木　玄一 平 6.11. 1歯   診療所
     河沼郡会津坂下町字稲荷塚６４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7822630371  中島歯科医院 〒969-6553 0242-83-9292中島　十四夫 中島　十四夫 平 8.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     河沼郡会津坂下町字西南町裏甲４常　勤:    2 新規 現存
     ００５－１ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7832630397  小久保歯科医院 〒969-6534 0242-83-2421小久保　俊一 小久保　俊一 平 9. 8. 1歯   診療所
     河沼郡会津坂下町字小川原１０３常　勤:    1 移動 現存
     ５ー３ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7842630413  二瓶歯科 〒969-7209 0241-41-1880二瓶　好暢 二瓶　好暢 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     河沼郡柳津町大字細八字堺乙１０常　勤:    1 新規 現存
     ９－１２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7852630421  大友歯科医院 〒969-6534 0242-84-1688大友　友昭 大友　友昭 平16.11. 1歯   診療所
     河沼郡会津坂下町字小川原９６４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7862630439  さとう歯科・矯正歯科〒969-6557 0242-83-2348佐藤　清司 佐藤　清司 平23. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     クリニック 河沼郡会津坂下町字市中四番甲３常　勤:    2 移動 現存
     ７８４－１ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7872630447  あかぎ歯科・小児歯科〒969-6534 0242-85-8033医療法人あかぎ内科消赤城　陽一郎 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     河沼郡会津坂下町字小川原９９２常　勤:    2化器科医院　理事長　 新規 現存
     (歯       2)赤城　靖隆 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7882730411  水口歯科医院 〒969-6264 0242-54-2127水口　秀文 水口　秀文 昭62. 1. 1歯   診療所
     大沼郡会津美里町字高田甲２８９常　勤:    4 交代 現存
     ０ (歯       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7892730445  金子歯科医院 〒969-6155 0242-56-3988金子　保 金子　保 平 3. 9. 4歯   診療所
     大沼郡会津美里町字北川原２７－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平24. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7902730478  江川歯科医院 〒969-6052 0242-56-2118江川　和弘 江川　和弘 平 7.11. 1歯   診療所
     大沼郡会津美里町字黒川４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7912730486  福田歯科医院 〒969-6264 0242-54-2030福田　恵 福田　恵 平11. 1. 1歯   診療所
     大沼郡会津美里町字高田甲２８４常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7922730510  菅家歯科医院 〒969-6263 0242-54-3414萱場　博子 萱場　博子 平20. 2. 6歯   矯歯 歯外診療所
     大沼郡会津美里町字宮北３１４０常　勤:    2 移動 小歯 現存
     －３ (歯       2) 平26. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7932730528  本郷歯科診療所 〒969-6152 0242-56-3019柴田　学 柴田　学 平21. 1. 5歯   診療所
     大沼郡会津美里町字川原町甲１８常　勤:    1 交代 現存
     ２３－１ (歯       1) 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7942830161  酒井歯科医院 〒969-0221 0248-42-2303酒井　学 酒井　学 昭48. 3. 1歯   診療所
     西白河郡矢吹町中町３２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7952830195  岩谷歯科医院 〒969-0221 0248-42-4363岩谷　和夫 岩谷　和夫 昭53. 2. 1歯   診療所
     西白河郡矢吹町中町２３０ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7962830377  古市歯科クリニック 〒961-0102 0248-52-2894古市　公哉 古市　公哉 平元. 6. 5歯   診療所
     西白河郡中島村大字滑津字二ッ山常　勤:    1 新規 現存
     ２７－３ (歯       1) 平28. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7972830385  和田歯科医院 〒969-0272 0248-44-4180和田　雅彦 和田　雅彦 平元. 6. 1歯   診療所
     西白河郡矢吹町曙町１９５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7982830435  たまち歯科医院 〒969-0227 0248-44-4889佐久間　弘 佐久間　弘 平 4.10. 1歯   診療所
     西白河郡矢吹町田町１９１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7992830450  医療法人内藤歯科医院〒961-8091 0248-25-0331医療法人内藤歯科医院内藤　尊文 平 5. 2. 1歯   診療所
     西白河郡西郷村大字熊倉字折口原常　勤:    1　理事長　内藤　尊文 組織変更 現存
     １５３－５ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8002830476  赤沼歯科医院 〒969-0101 0248-53-2004赤沼　龍一 赤沼　龍一 平 6. 5. 1歯   診療所
     西白河郡泉崎村下宿５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8012830484  すずき歯科 〒969-0222 0248-44-5555鈴木　進太郎 鈴木　進太郎 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     西白河郡矢吹町八幡町２６８－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8022830492  海野歯科医院 〒961-8031 0248-25-7474海野　茂雄 海野　茂雄 平 7.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西白河郡西郷村大字米字西原２６常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8032830518  本柳歯科医院 〒969-0101 0248-53-5030本柳　智樹 本柳　智樹 平 8. 1. 1歯   診療所
     西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸７常　勤:    2 新規 現存
     ５－５ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8042830534  水野谷歯科医院 〒961-0102 0248-52-3933水野谷　安信 水野谷　安信 平 8. 7. 1歯   診療所
     西白河郡中島村大字滑津字元村７常　勤:    1 新規 現存
     ８－１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8052830567  国馬歯科医院 〒969-0244 0248-45-2781國馬　正樹 國馬　正樹 平 9. 1.13歯   診療所
     西白河郡矢吹町奉行塚１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8062830575  あっぷる歯科 〒961-8061 0248-31-2078青村　尚明 青村　尚明 平11.10.12歯   小歯 診療所
     西白河郡西郷村大字小田倉字岩下常　勤:    1 新規 現存
     １１－１イオン白河西郷店内　１(歯       1) 平29.10.12
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8072830591  吉田歯科クリニック 〒961-0106 0248-51-1661吉田　展也 吉田　展也 平12. 7. 1歯   診療所
     西白河郡中島村大字二子塚字前田常　勤:    2 新規 現存
     １７－１０ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8082830609  佐久間歯科医院 〒969-0213 0248-44-3118医療法人　伸道会　理佐久間　義道 平12.10. 1歯   診療所
     西白河郡矢吹町本町４０－３ 常　勤:    1事長　佐久間　義道 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8092830625  ゆりのき歯科クリニッ〒961-8051 0248-24-7533相馬　親良 相馬　親良 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 西白河郡西郷村字下前田東５－１常　勤:    2 交代 現存
     大松ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8102830641  むつみ歯科医院 〒969-0222 0248-41-1623栁沼　睦 栁沼　睦 平17. 4.11歯   歯外 診療所
     西白河郡矢吹町字八幡町６０１－常　勤:    2 新規 現存
     ３ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8112830658  芳賀医院歯科室 〒961-8061 0248-25-2862芳賀　信義 芳賀　信義 平19. 1. 4歯   小歯 歯外診療所
     西白河郡西郷村大字小田倉字上野常　勤:    1 交代 現存
     原４５１ (歯       1) 平25. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8122830674  いがらし歯科クリニッ〒961-8055 0248-21-6222有賀　奈津 有賀　奈津 平20. 1. 5歯   小歯 診療所
     ク 西白河郡西郷村字道南西９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8132830708  なみ歯科クリニック 〒969-0102 0248-21-8143本柳　波穂 本柳　波穂 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西白河郡泉崎村大字関和久字上野常　勤:    1 新規 現存
     舘２１０－３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8142830724  ひぐち歯科クリニック〒969-0224 0248-21-5307樋口　暁人 樋口　暁人 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     西白河郡矢吹町大久保３９４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8152830732  医療法人卓秀会　あゆ〒969-0236 0248-44-5122医療法人卓秀会　理事酒井　秀 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     り歯科クリニック 西白河郡矢吹町一本木４６３番地常　勤:    1長　酒井　秀 組織変更 矯歯 現存
     の２１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8162930177  古張歯科医院 〒963-5118 0247-46-2820古張　武 古張　武 昭48. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東白川郡矢祭町大字東舘字粧神場常　勤:    2 歯外 現存
     １ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8172930235  塩田博文歯科 〒963-6131 0247-33-6483塩田　博文 塩田　博文 昭55. 7. 1歯   診療所
     東白川郡棚倉町大字棚倉字新町５常　勤:    4 新規 現存
     ２ー１ (歯       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8182930250  やえしま歯科医院 〒963-5405 0247-43-0376八重嶋　政俊 八重嶋　政俊 昭58. 4. 4歯   診療所
     東白川郡塙町大字塙字代宮町５８常　勤:    2 現存
     －４ (歯       2) 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8192930268  トリヰ歯科 〒963-6131 0247-33-3115鳥居　秀夫 鳥居　秀夫 昭60. 8. 1歯   診療所
     東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏４常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8202930409  かなざわ歯科医院 〒963-5405 0247-43-3933金澤　清光 金澤　清光 平 7.12. 1歯   診療所
     東白川郡塙町大字塙字大町２－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8212930425  佐藤歯科医院 〒963-5118 0247-46-3488佐藤　洋一 佐藤　洋一 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東白川郡矢祭町大字東舘字石田２常　勤:    1 組織変更 現存
     ４－１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8222930433  中島歯科クリニック 〒963-6103 0247-33-4135中島　徹 中島　徹 平10. 1.19歯   診療所
     東白川郡棚倉町大字逆川字前山１常　勤:    1 新規 現存
     １－５ (歯       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8232930458  あきやま歯科医院 〒963-6100 0247-33-8041秋山孝男 秋山孝男 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     東白川郡棚倉町大字棚倉字観音向常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8242930516  穂積歯科医院 〒963-5405 0247-43-0001穂積　洋史 穂積　洋史 平12. 9.13歯   診療所
     東白川郡塙町大字塙字大町１－２常　勤:    2 交代 現存
     ７ (歯       2) 平24. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8252930532  緑川歯科医院 〒963-5405 0247-43-4182緑川　正 緑川　正 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     東白川郡塙町大字塙字大町３－２常　勤:    1 新規 現存
     ７－１ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8262930540  はら歯科クリニック 〒963-6131 0247-23-0818原　憲司 原　憲司 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東白川郡棚倉町大字棚倉字水白田常　勤:    1 新規 現存
     ４４－４ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8272930573  医療法人社団登龍会　〒963-6131 0247-33-7770医療法人社団登龍会　服部　敏 平25. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     棚倉中央歯科医院 東白川郡棚倉町大字棚倉字宮下１常　勤:    1理事長　服部　敏 組織変更 歯外 現存
     ９９番地３ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8282930581  医療法人昭美会　さめ〒963-8401 0247-49-2149医療法人昭美会　理事小松　正三 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     がわ歯科医院 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新常　勤:    1長　外島　昭夫 組織変更 現存
     宿１８９番地１ (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8293030183  我妻歯科医院 〒963-7808 0247-26-1515我妻　正男 我妻　正男 昭42. 9. 9歯   診療所
     石川郡石川町大字双里字本宮９７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8303030282  医療法人社団青柳歯科〒963-7858 0247-26-2002医療法人　社団　青柳鈴木　晴彦 昭60. 1. 1歯   診療所
     医院 石川郡石川町字下泉１６９ 常　勤:    3歯科医院　理事長　鈴 組織変更 現存
     (歯       3)木　晴彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8313030332  福田歯科クリニック 〒963-6312 0247-57-3981福田　量一 福田　量一 昭62. 8. 1歯   診療所
     石川郡玉川村大字小高字南畷１２常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8323030340  東北平田歯科医院 〒963-8202 0247-55-3355沢村　秋彦 沢村　秋彦 昭62.11.28歯   矯歯 小歯診療所
     石川郡平田村大字上蓬田字新屋敷常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平29.11.28
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8333030357  富永歯科医院 〒963-6204 0247-36-3231富永　明彦 富永　明彦 昭63. 5. 2歯   診療所
     石川郡浅川町大字浅川字大明塚１常　勤:    1 新規 現存
     ４－２ (歯       1) 平30. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8343030365  三瓶歯科医院 〒963-7843 0247-26-7011三瓶　清司 三瓶　清司 平 2. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石川郡石川町字屋敷ノ入６５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8353030381  鈴木歯科医院 〒963-7859 0247-26-2346医療法人　鈴木歯科医鈴木　孝明 平 5.10. 1歯   診療所
     石川郡石川町字南町９１ 常　勤:    2院　理事長　鈴木　孝 組織変更 現存
     (歯       2)明 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8363030431  永沼歯科医院　役場前〒963-8304 0247-53-4848永沼　祥二 永沼　祥二 平 7. 1. 1歯   診療所
     石川郡古殿町大字松川字新桑原４常　勤:    1 移動 現存
     ２－１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8373030456  福田歯科医院 〒963-7801 0247-26-3343福田　量次 福田　量次 平 7. 8. 1歯   診療所
     石川郡石川町大字湯郷渡字米子平常　勤:    1 交代 現存
     １９５－１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8383030480  藤田歯科医院 〒963-6218 0247-36-2055藤田　憲仁 藤田　憲仁 平14. 6. 1歯   診療所
     石川郡浅川町東大畑字大名大塚３常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8393030498  石川ファミリー歯科ク〒963-7808 0247-26-0648加藤　謙一 加藤　謙一 平15. 1. 4歯   診療所
     リニック 石川郡石川町大字双里字谷津前２常　勤:    1 交代 現存
     ４－２ (歯       1) 平27. 1. 4
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  8403030506  中井歯科医院 〒963-8111 0247-54-2020中井　重彰 中井　重彰 平15. 4. 1歯   矯歯 診療所
     石川郡平田村大字東山字宮ノ田和常　勤:    2 交代 現存
     ５２ (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8413030514  中井歯科蓬田分院 〒963-8202 0247-55-2101中井　重彰 中井　重彰 平15. 4. 1歯   矯歯 診療所
     石川郡平田村大字上蓬田字大石１常　勤:    2 交代 現存
     ５ (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8423030522  月田歯科医院 〒963-6315 0247-57-4400医療法人社団七曜会　月田　秀夫 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石川郡玉川村大字中字道上６－２常　勤:    2理事長　月田　秀夫 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8433030530  中島歯科医院 〒963-7862 0247-26-2769中島　規子 中島　規子 平25. 7.10歯   矯歯 小歯診療所
     石川郡石川町字鹿ノ坂２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7.10
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8443030555  近内歯科医院 〒963-7859 0247-26-1577医療法人　福星会　理近内　令一 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     石川郡石川町字南町５９番地２ 常　勤:    4事長　近内　令一 組織変更 現存
     (歯       4) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8453030571  橋本歯科医院 〒963-7859 0247-57-6874橋本　達也 橋本　達也 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     石川郡石川町字南町５８番地１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8463030589  野木歯科医院 〒963-8305 0247-53-2111野木　香子 野木　香子 平29. 1. 1歯   診療所
     石川郡古殿町大字竹貫字竹貫３２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8473030597  こばり歯科 〒963-6217 0247-57-6086小針　啓司 小針　啓司 平29. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     石川郡浅川町簑輪字作田７５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8483130512  医療法人　和修会　本〒963-7759 0247-62-3417医療法人　和修会　理本田　修 昭62. 1. 1歯   診療所
     田歯科医院 田村郡三春町字大町１６１ 常　勤:    1事長　本田　修 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 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［福島県］

［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    88 頁

  8493130603  小野デンタルクリニッ〒963-3406 0247-72-6363木村　正智 木村　正智 平 4. 5. 1歯   診療所
     ク 田村郡小野町大字皮篭石字寺脇１常　勤:    1 新規 現存
     ７－１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8503130645  野口歯科医院 〒963-3401 0247-72-2300野口　和広 野口　和広 平 5. 5. 1歯   診療所
     田村郡小野町大字小野新町字中通常　勤:    1 新規 現存
     １４８－７ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8513130793  宗像歯科医院 〒963-7731 024-944-2300医療法人　宗像歯科医宗像　清貴 平15. 3.25歯   診療所
     田村郡三春町大字下舞木字間明田常　勤:    1院　理事長　宗像　清 組織変更 現存
     ２６－１ (歯       1)貴 平27. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8523130819  小山歯科医院 〒963-7766 0247-62-3840小山　伸一 小山　伸一 平16. 7.19歯   診療所
     田村郡三春町字中町３０－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8533130827  斉藤歯科クリニック 〒963-7747 0247-61-2666齋藤　浩人 齋藤　浩人 平17.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     田村郡三春町雁木田１９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8543130835  桜ヶ丘歯科クリニック〒963-7711 0247-61-5445廣橋　聡 廣橋　聡 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     田村郡三春町桜ケ丘１－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8553130850  山田歯科医院 〒963-3401 0247-72-2140山田　清太郎 山田　清太郎 平24. 6.29歯   診療所
     田村郡小野町大字小野新町字東馬常　勤:    1 新規 現存
     番３－１ (歯       1) 平30. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8563130868  原歯科医院 〒963-7704 0247-73-8255医療法人　健一会　理林　健一 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     田村郡三春町大字熊耳字下荒井１常　勤:    1事長　林　健一 新規 現存
     ９０－１ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8573230338  栗山歯科医院 〒979-1521 0240-35-3216栗山　忠男 栗山　忠男 昭49. 8.20歯   診療所
     双葉郡浪江町大字権現堂字町頭２常　勤:    1 新規 休止
     １ (歯       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8583230411  柚原歯科医院 〒979-1531 0240-35-5381柚原　秀市 柚原　秀市 昭58. 4. 1歯   診療所
     双葉郡浪江町大字川添字葉山５３常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8593230429  今村歯科医院 〒979-1112 0240-22-5725今村　俊彦 今村　俊彦 昭58. 7. 1歯   診療所
     双葉郡富岡町中央２ー３０ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28. 7. 1
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  8603230510  泉田歯科医院 〒979-1521 0240-34-4832泉田　一蔵 泉田　一蔵 昭61. 8. 1歯   診療所
     双葉郡浪江町大字権現堂字下蔵役常　勤:    1 新規 休止
     目２ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8613230577  佐山歯科医院 〒979-1308 0240-32-5578佐山　彰一 佐山　彰一 平元. 7. 1歯   診療所
     双葉郡大熊町大字下野上字大野１常　勤:    1 新規 休止
     ２５－３ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8623230627  川崎歯科医院 〒979-1472 0240-33-2047川崎　良輔 川崎　良輔 平 2.11.26歯   診療所
     双葉郡双葉町大字新山字牛踏８０常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8633230668  とみざわ歯科 〒979-1472 0240-33-4929冨沢　史子 冨沢　史子 平 4. 6. 1歯   診療所
     双葉郡双葉町大字新山字根小屋６常　勤:    1 新規 休止
     －１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8643230734  豊嶋歯科医院 〒979-1521 0240-35-3040豊嶋宏 豊嶋　宏 平10. 9. 1歯   診療所
     双葉郡浪江町大字権現堂字南深町常　勤:    1 移動 休止
     ８ー２ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8653230742  医療法人こわた歯科医〒979-1513 0240-35-5522医療法人こわた歯科医木幡　瑞秋 平10.10. 1歯   矯歯 診療所
     院 双葉郡浪江町大字幾世橋字田中前常　勤:    2院　理事長木幡　瑞秋 組織変更 休止
     １ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8663230767  医療法人而成会松本歯〒979-1421 0240-33-3488医療法人而成会　理事松本　啓 平11.11. 1歯   診療所
     科医院 双葉郡双葉町大字前田字桜町３１常　勤:    1長　松本啓 組織変更 現存
     －１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8673230783  山村デンタルクリニッ〒979-1536 0240-34-3110山村　文弘 山村　文弘 平13.10. 2歯   矯歯 診療所
     ク 双葉郡浪江町大字加倉字下加倉９常　勤:    1 新規 休止
     ９－３ (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8683230825  葛尾歯科診療所 〒979-1602 0240-29-2110永山　正明 永山　正明 平17. 8. 4歯   診療所
     双葉郡葛尾村落合字菅ノ又６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8693230833  掛田歯科医院 〒979-1302 0240-31-1210掛田　丈一 掛田　丈一 平18. 2.20歯   診療所
     双葉郡大熊町小入野字西大和久１常　勤:    1 新規 休止
     ９９－３ (歯       1) 平30. 2.20
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  8703230841  さくら歯科医院 〒979-1151 0240-23-6479髙柳　尚智 髙柳　尚智 平18. 5.17歯   診療所
     双葉郡富岡町本岡字関ノ前１９７常　勤:    2 新規 現存
     －７ (歯       2) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8713230866  穴田歯科医院 〒979-1161 0240-22-3522穴田　佳則 穴田　佳則 平20. 7. 6歯   診療所
     双葉郡富岡町夜の森南３丁目５４常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平26. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8723230882  冨沢歯科医院 〒979-1308 0240-25-8551冨沢　健一郎 冨沢　健一郎 平22. 4.27歯   診療所
     双葉郡大熊町大字下野上字金谷平常　勤:    1 新規 休止
     ５４２－２ (歯       1) 平28. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8733230916  医療法人にしはら歯科〒979-1521 0240-35-1599医療法人にしはら歯科西原　一成 平22. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     クリニック 双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 休止
     ２１ (歯       1)西原　一成 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8743230924  医療法人　社団　新妻〒979-0402 0240-27-4020医療法人　社団　新妻新妻　俊商 平26. 7. 1歯   診療所
     歯科医院　広野 双葉郡広野町下北迫字前川原６１常　勤:    1歯科医院　理事長　新 新規 現存
     番地 (歯       1)妻俊商 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8753230932  蒲生歯科医院 〒979-0604 0240-25-2061医療法人　双仁会　理蒲生　正若 平28. 7. 1歯   診療所
     双葉郡楢葉町大字北田字中満２８常　勤:    2事長　蒲生　正若 移動 現存
     ９－３ (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8763330443  新地歯科医院 〒979-2703 0244-62-4436金成　俊也 金成　俊也 平23. 7. 1歯   診療所
     相馬郡新地町小川字北原１２１－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


