岡山市内歯科医師会連合会 在宅訪問歯科診療協力医一覧（平成２７年１２月現在）
中学校区

中央中

京山中
岡北中

石井中

桑田中

岡輝中
福浜中
福南中
芳泉中
東山中
操山中

操南中

富山中

御南中

芳田中
光南台中
竜操中
高島中

小学校区

診療所名称
あいさか歯科医院
井上デンタルクリニック
笠井医院
草野歯科医院
滝歯科医院
中原歯科
中央小
中村歯科
三宅歯科
むしあけ歯科クリニック
MOMO DENTAL CLINIC
横山歯科・矯正歯科医院
森本歯科医院
伊島小
岡山中央歯科クリニック
洲脇歯科医院
津島小
南本歯科医院
御野小
ミント歯科クリニック
牧石小
ないとう歯科医院
石井小
黒瀬歯科医院
池田歯科医院
三門小
PMJ歯科診療所
船橋歯科医院
大野小
なかの歯科クリニック
ファミリー岡崎歯科
小坂歯科医院
旧出石小 小橋歯科医院
樋口クリニック
松浦歯科
大元小
平松歯科医院
きらら歯科
清輝小
塩津歯科医院
髙知歯科医院
平福小
ハナフサデンタルクリニック
垣野歯科医院
南輝小
みつはし歯科医院
芳泉小
スマイル歯科医院
浦安小
はなふさ歯科医院
旭東小
ふせや歯科医院
江口歯科国富診療所
三勲小
安井歯科クリニック
けやき通り歯科
宇野小
しらひげ歯科クリニック
旭南歯科診療所
操南小
さながわ歯科クリニック
毛利歯科医院
操明小
角南歯科医院
小川歯科医院
富山小
津谷歯科医院
吉田歯科医院
スター歯科医院オカ
白石歯科クリニック
西小
多田歯科医院
まき歯科クリニック
バンエイ歯科医院
御南小
今保ファミリー歯科
芳田小
ふじわら歯科クリニック
岡野歯科医院
芳明小
なかぼ歯科クリニック
甲浦小
くましろ歯科医院
幡多小
福池歯科医院
高島歯科医院
高島小
沼本歯科医院

診療所住所
岡山市北区南方3-10-36-1
岡山市北区表町3-6-24
岡山市北区中山下2-5-43
岡山市北区野田屋町2-7-13
岡山市北区広瀬町2-31
岡山市北区磨屋町10-5
岡山市北区富田町2-6-11
岡山市北区丸の内2-10-13
岡山市北区平和町3-3
岡山市北区野田屋町1-6-20
岡山市北区南方2-1-26
岡山市北区野田屋町1-1-3
岡山市北区伊島北町7-5-5F
岡山市北区津島京町3-1-29
岡山市北区津島本町3-23
岡山市北区大和町1-1-37
岡山市北区牟佐1054
岡山市北区駅元町29-10
岡山市北区西崎2-14-18
岡山市北区高柳西町16-13 TMCﾋﾞﾙ6F
岡山市北区三門中町1-7
岡山市北区矢坂東町6-1
岡山市北区本町5-20 高島屋東館2階
岡山市北区柳町2-11-13
岡山市北区幸町2-4
岡山市北区下石井2-1-10 KEﾋﾞﾙ3F
岡山市北区本町6-30 第1ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2号館6F
岡山市北区野田3-1-13 共商ﾋﾞﾙ1F
岡山市北区清輝橋1-2-7
岡山市北区奥田1-1-1
岡山市南区福浜町5-12
岡山市南区福浜西町3-13
岡山市南区築港新町2-6-19
岡山市南区並木町2-13-15
岡山市南区芳泉2-4-20
岡山市南区浦安本町73-6
岡山市中区門田屋敷本町1-14
岡山市中区国富626-2
岡山市中区門田屋敷1-9-35
岡山市中区東川原171-8
岡山市中区原尾島3-8-52
岡山市中区藤崎347-1
岡山市中区倉田691-25
岡山市中区藤崎402-2
岡山市中区藤崎563-7
岡山市中区円山90-9 YSﾀｳﾝ円山2階
岡山市中区海吉1807-14
岡山市中区円山1023
岡山市北区今8-14-36
岡山市北区辰巳32-102
岡山市北区中仙道2-27-8
岡山市北区今3-1-35
岡山市北区辰巳2-103
岡山市北区今保244-8
岡山市南区泉田437-6
岡山市南区当新田470-8
岡山市南区西市806-7
岡山市南区宮浦366
岡山市中区高屋364-1
岡山市中区今在家300-3
岡山市中区中井453-5
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電話番号
086-801-3533
086-224-6332
086-235-9288
086-221-1174
086-222-0045
086-222-6101
086-224-6480
086-224-1665
086-222-5201
086-225-2020
086-222-5649
086-226-0801
086-898-1118
086-254-1610
086-256-2788
086-222-0648
086-229-3118
086-252-3600
086-252-1335
086-252-0648
086-252-2512
086-256-4618
086-232-0003
086-222-3431
086-231-3270
086-238-8885
086-232-8068
086-250-4618
086-232-7360
086-223-7600
086-264-4945
086-265-6481
086-262-7588
086-261-6118
086-241-3747
086-265-7007
086-272-0950
086-270-8811
086-272-2766
086-271-4618
086-206-5588
086-277-3452
086-200-3737
086-277-1182
086-276-5210
086-276-0212
086-276-4911
086-276-8210
086-245-0505
086-246-1400
086-244-8814
086-243-1006
086-241-1451
086-245-0852
086-246-2410
086-243-4658
086-245-7860
086-267-1328
086-272-3323
086-275-1028
086-275-3433

岡山市内歯科医師会連合会 在宅訪問歯科診療協力医一覧（平成２７年１２月現在）
中学校区
旭東中
上南中

西大寺中

山南中
上道中
興除中

吉備中

妹尾中

福田中

中山中

香和中
高松中
高松中
足守中
御津中
灘崎中
建部中

瀬戸中

小学校区
診療所名称
芥子山小 ファミリー歯科 松永歯科医院
政田小
かどや歯科医院
きたじま歯科
高原歯科医院
西大寺小
中里歯科医院
上の町クリニック
西大寺南小 松尾歯科クリニック
えたに歯科医院
太伯小
しみず歯科クリニック
城東台小 城東台ファミリー歯科
彩起歯科
興除小
たがしら歯科医院
東畦小
わたなべ歯科クリニック
陵南小
石津歯科矯正歯科クリニック
なつかわ歯科
吉備小
はなみずきデンタルクリニック
矢尾デンタルクリニック
大橋歯科医院
妹尾小
林歯科医院
藤田歯科医院
小若歯科医院
福田小
ハロー歯科
平松歯科
熊代歯科医院
中山小
中川歯科医院
大月歯科医院
平津小
さくら歯科医院
島津歯科平津診療所
津高台グリ－ン歯科
横井小
アップル歯科クリニック
久門田歯科医院
庄内小
アイエイ高尾歯科クリニック
高松ファミリー歯科
鯉山小
エンドウ歯科医院
中田歯科クリニック
足守小
垪和歯科医院
御津小
本郷歯科医院
灘崎小
高橋歯科診療所
建部小
いしかわ歯科医院
岸田歯科医院
こころ歯クリニック
江西小
福井歯科
吉崎歯科
千種小
なのはな歯科医院

診療所住所
岡山市東区目黒町61
岡山市東区政津743-1
岡山市東区西大寺中3-16-23
岡山市東区西大寺中2-18-2
岡山市東区西大寺中野本町1-30
岡山市東区西大寺上2-9-26
岡山市東区金岡東町1-12-40-1
岡山市東区神崎町88-1
岡山市東区邑久郷319-8
岡山市東区城東台西2-16-6
岡山市南区中畦313-1
岡山市南区内尾455-3
岡山市南区東畦112-10
岡山市北区東花尻323-1
岡山市北区撫川1470-1
岡山市北区平野285-2
岡山市北区庭瀬540
岡山市南区妹尾2348-2
岡山市南区妹尾1446-1
岡山市南区妹尾955-5
岡山市南区大福1263
岡山市南区大福369-8
岡山市南区大福145-3
岡山市北区一宮484
岡山市北区辛川市場309-1
岡山市北区楢津959-4
岡山市北区一宮山崎253-4
岡山市北区楢津花川田723-1
岡山市北区津高1010-1
岡山市北区横井上211-1
岡山市北区高松原古才680
岡山市北区門前402-7
岡山市北区小山108-1 MSﾋﾞﾙ2F
岡山市北区吉備津1168
岡山市北区下足守1916-3
岡山市北区足守1664
岡山市北区御津金川762
岡山市南区宗津959-40
岡山市北区建部町宮地31-1
岡山市東区瀬戸町瀬戸88-5
岡山市東区瀬戸町下188-1
岡山市東区瀬戸町下195
岡山市東区瀬戸町瀬戸78-5
岡山市東区瀬戸町万富637-2
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電話番号
086-942-0648
086-948-4414
086-944-8099
086-942-2340
086-942-7818
086-943-4568
086-942-0323
086-946-1118
086-946-9090
086-279-9123
086-298-3844
086-282-6400
086-281-0201
086-292-4618
086-292-6800
086-728-5518
086-293-6666
086-282-2201
086-282-0541
086-281-2323
086-282-0356
086-282-0086
086-281-3346
086-284-0069
086-284-1174
086-284-4684
086-284-8511
086-284-0677
086-251-2155
086-294-3839
086-287-2050
086-287-7651
086-287-8841
086-287-2112
086-295-2510
086-295-0119
086-724-2898
086-362-3535
086-722-2003
086-952-2585
086-206-1621
086-952-0020
086-952-0313
086-953-1441

