
岡山市内歯科医師会連合会　訪問診療協力医療機関一覧

R4.1現在

佐藤歯科医院 北区田町１－７－９ 222-8711

滝歯科医院 北区広瀬町２－３１ 222-0045

中村歯科医院 北区富田町２－６－１１ 224-6480

まつお歯科 北区蕃山町３－３０　吉備ｼｽﾃﾑ蕃山町ﾋﾞﾙ４F 227-5288

三宅歯科 北区丸の内２－１０－１３ 224-1665

ヨコヤマ歯科医院 北区内山下１－１０－２ 222-8507

桂歯科クリニック 北区奉還町１－９－４ 253-6480

飛田歯科医院 北区広瀬町１１-１９ 222-3194

横山歯科・矯正歯科医院 北区南方２－１－２６ 222-5649

伊島 ドルフ中村歯科 北区津島京町１－１－２５ 253-1122

秋田歯科医院 北区津島福居１－６－３７ 253-0264

ＭＡＥＤＡ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 北区津島西坂１－１－２７ 214-0505

石井 Ｋデンタルクリニック 北区奉還町１－２－３　セカンドユース西口１Ｆ－Ｃ 254-1171

池田歯科医院 北区西崎２－１４－１８ 252-1335

妹尾歯科医院 北区西崎１-10-4 255-4666

船橋歯科医院 北区三門中町１－７ 252-2512

きらり歯科クリニック 北区高柳西町１７－３７ 255-4182

大野 なかの歯科クリニック 北区矢坂東町６－１ 256-4618

ファミリー岡崎歯科 北区本町５－２０　高島屋東館２Ｆ 232-0003

小橋歯科医院 北区幸町２－４ 231-3270

樋口クリニック 北区下石井２－１－１０　ＫＥビル３Ｆ 221-3131

森田歯科 北区本町１０－２２　３F 231-3508

吉田歯科医院 北区錦町１－１６ 222-2068

岡崎歯科医院 北区上中野２－２７－１９ 243-3913

ひだまり歯科 北区下中野１２１４－５ 236-8698

鈴木歯科医院 北区野田２－４－１　シティセンタービル１F 243-7324

塩津歯科医院 北区奥田１－１－１ 223-7600

三浦歯科 北区船頭町１０ 231-1468

きらら歯科 北区清輝橋２－２－２２ 232-7360

坂野歯科医院 北区天瀬５－１ 231-3368

岡吉歯科医院 北区青江４－２－１０ 234-5688

木村歯科医院 北区青江１－１７－３ 223-1518

くろだデンタルクリニック 北区富田４２１－４ 225-5313

千原歯科クリニック 北区青江３－２－２６ 232-8020

福浜 くまざわ歯科診療室 南区福富中２－１－３ 265-1020

髙知歯科医院 南区福浜町５－１２ 264-4945

ハナフサデンタルクリニック 南区福浜西町３－１３ 265-6481

井奥歯科医院 南区あけぼの町１５－１３ 262-0757

すえき歯科医院 南区南輝２－５－２－１ 264-8241

みつはし歯科医院 南区並木町２－１３－１５ 261-6118

旭東 にし歯科クリニック 中区小橋町２－３－５ 270-1180

三勲 江口歯科国富診療所 中区国富６２６－２ 270-8811

宇野 しらひげ歯科クリニック 中区原尾島３－８－５２ 206-5588

小野歯科クリニック 中区山崎３４６－７ 274-0055

くろせ歯科クリニック 中区湊３８１－４８ 277-8362

小川歯科医院 中区円山９０－９　YSタウン円山２F 276-0212

吉田歯科医院 中区円山１０２３ 276-8210
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北長瀬こども矯正歯科 北区中仙道１－１９－１８ 239-8110

さんべ歯科クリニック 北区問屋町２１－１０４ 259-4658

みつ星歯科クリニック 北区北長瀬表町２－１７－８０ 241-0333

藤井歯科医院 北区今５－１－２７ 243-8878

まき歯科・矯正歯科クリニック 北区今３－１－３５ 243-1006

プリード歯科 北区田中１４３－１１８ 246-3118

アクアデンタルクリニック 北区今保２６２－２２ 250-0648

今保ファミリー歯科 北区今保２４４－８ 245-0852

芳田 和気歯科医院 南区新保１３１８－１０ 243-9111

芳明 なかぼ歯科クリニック 南区西市８０６－７ 245-7860

くましろ歯科医院 南区宮浦３６６ 267-1328

島津歯科郡診療所 南区郡１４４０ 267-2067

高島 高島歯科医院 中区今在家３００－３ 275-1028

政田 かどや歯科医院 東区政津７４３－１ 948-4414

髙原歯科医院 東区西大寺中２－１８－２ 942-2340

中里歯科医院 東区西大寺中野本町１－３０ 942-7818

太伯 えたに歯科医院 東区神崎町８８－１ 946-1118

熊代歯科医院 北区一宮４８４ 284-0069

あかりデンタルクリニック 北区西辛川６５７－１ 959-4701

平津 さくら歯科医院 北区一宮山崎２５３－４ 284-8511

たか歯科医院 北区富原３９１０　北村ビル２F 256-8348

アップル歯科クリニック 北区横井上２１１－１ 294-3839

久門田歯科医院 北区高松原古才６８０ 287-2050

高松ファミリー歯科 北区小山１０８－１　ＭＳビル２Ｆ 287-8841

石津歯科矯正歯科クリニック 北区東花尻３２３－１ 292-4618

脇本歯科医院 北区西花尻１２３９－１ 292-3181

なつかわ歯科 北区撫川１４７０－１ 292-6800

はなみずきデンタルクリニック 北区平野２８５－２ 728‐5518

矢尾デンタルクリニック 北区庭瀬５４０ 293-6666

さとう歯科クリニック 南区妹尾１３８０－３ 363-1180

林歯科医院 南区妹尾１４４６－１ 282-0541

あいの里クリニック・歯科 南区大福９５０－６ 281-6622

三宅ハロー歯科 南区大福３６９－８ 282-0086

浮田 草ケ部歯科診療所 東区草ケ部９１３－１２ 238-9840

城東台 城東台ファミリー歯科 東区城東台西２－１６－６ 279-9123

平島 たなか歯科医院 東区東平島１２１９－１ 297-5790

興除 彩起歯科 南区中畦３１３－１ 298-3844

後藤歯科医院 南区東畦７６６－１１ 281-3231

わたなべ歯科クリニック 南区東畦１１２－１０ 281-0201

足守 中田歯科クリニック 北区下足守１９１６－３ 295-2510

第二藤田 うねつぼ歯科 南区藤田５６０-５３２ 296-3939

御津 本郷歯科医院 北区御津金川７６２ 724-2898

岩藤胃腸科・外科・歯科クリニック 東区瀬戸町沖３４３ 952-1166

岸田歯科医院 東区瀬戸町瀬戸８８－５ 952-2585

こころ歯クリニック 東区瀬戸町下１８８－１ 206-1621

千種 なのはな歯科医院 東区瀬戸町万富６３７-２ 953-1441
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