
令和４年２月２８日時点

NO. 市町村 医療機関名 郵便番号 所在地 医師名（敬称略）

1 岡山市北区 山本歯科医院 700-0013 岡山市北区伊福町2丁目15-27 山本　忠郷

2 岡山市北区 山本歯科医院 700-0013 岡山市北区伊福町2丁目15-27 山本　忠浩

3 岡山市北区 緑川歯科医院 700-0024 岡山市北区駅元町12番23号 緑川　皓明

4 岡山市北区 Kデンタルクリニック 700-0026
岡山市北区奉還町1-2-3
ｾｶﾝﾄﾞﾕｰｽ西口1F-C

小原　清見

5 岡山市北区 永澤歯科医院 700-0026 岡山市北区奉還町1-10-6 永澤　正信

6 岡山市北区 たけばやし歯科医院 700-0031 岡山市北区富町2-8-4 竹林　俊明

7 岡山市北区 きらり歯科クリニック 700-0035 岡山市北区高柳西町17-37 本郷　昌一

8 岡山市北区 PMJ歯科 700-0035 岡山市北区高柳西町16-13 黒瀬　真由美

9 岡山市北区 池田歯科医院 700-0055 岡山市北区西崎2丁目14-18 池田　泰章

10 岡山市北区 かわいデンタルクリニック 700-0065 岡山市北区野殿東町1-35 河井　紀子

11 岡山市北区 井上歯科医院 700-0083 岡山市北区津島新野1-6-38 井上　浄

12 岡山市北区 口分田歯科医院 700-0083 岡山市北区津島新野2丁目2-15 口分田　晃

13 岡山市北区 洲脇歯科医院 700-0087 岡山市北区津島京町3-1-29 洲脇　紀子

14 岡山市北区 Dorf中村歯科 700-0087 岡山市北区津島京町1-1-25 中村　壮一郎

15 岡山市北区 南本歯科医院 700-0089 岡山市北区津島本町3-23 南本　茂樹

16 岡山市北区 Daisy Dental Clinic 700-0089 岡山市北区津島本町3-23 中村  芳章

17 岡山市北区 滝歯科医院 700-0806 岡山市北区広瀬町2-31 瀧　陽一郎

18 岡山市北区 飯田歯科医院 700-0808 岡山市北区大和町2-9-15 飯田　信之

19 岡山市北区 中村歯科 700-0816 岡山市北区富田町2丁目6-11 中村　慶男

20 岡山市北区 黒瀬歯科医院 700-0816 岡山市北区富田町2丁目12-16 黒瀬  哲也

21 岡山市北区 グランデンタルクリニック 700-0822 岡山市北区表町1丁目9-64 清水　裕雄

22 岡山市北区 グランデンタルクリニック 700-0822 岡山市北区表町1丁目9-64 福江　善朗

23 岡山市北区 グランデンタルクリニック 700-0822 岡山市北区表町1丁目9-64 椋代　達典

24 岡山市北区 グランデンタルクリニック 700-0822 岡山市北区表町1丁目9-64 毛利　有佑

25 岡山市北区 中山下歯科 700-0822 岡山市北区表町1-2-34 藤井　高志

26 岡山市北区 城下歯科・矯正歯科 700-0823 岡山市北区丸の内1-1-8-1F 北原  和樹

27 岡山市北区 佐藤歯科医院 700-0825 岡山市北区田町1-7-9 佐藤  一夫

28 岡山市北区 中原歯科 700-0826 岡山市北区磨屋町10-5 中原　浩一

29 岡山市北区 むしあけ歯科クリニック 700-0827 岡山市北区平和町3-3 蟲明  徹

30 岡山市北区 坂野歯科医院 700-0833 岡山市北区天瀬5-1 古市　陽司
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31 岡山市北区 三浦歯科 700-0842 岡山市北区船頭町10 杉　容

32 岡山市北区 ファミリー岡崎歯科 700-0901 岡山市北区本町5-20 岡崎　景

33 岡山市北区 森田歯科 700-0901 岡山市北区本町10-22 本町ﾋﾞﾙ3F 森田　巨樹

34 岡山市北区 吉田歯科医院 700-0902 岡山市北区錦町1-16 吉田  和英

35 岡山市北区 本郷歯科医院 700-0904 岡山市北区柳町2-6-28 本郷　弘

36 岡山市北区
一般財団法人淳風会
大供クリニック

700-0913 岡山市北区大供2-3-1 梶野　三沙

37 岡山市北区
一般財団法人淳風会
大供クリニック　歯科

700-0913 岡山市北区大供2-3-1 中村　友紀子

38 岡山市北区 塩津歯科医院 700-0933 岡山市北区奥田1丁目1-1 塩津　比佐夫

39 岡山市北区 木村歯科医院 700-0941 岡山市北区青江1-17-3 木村  里栄

40 岡山市北区 千原歯科クリニック 700-0941 岡山市北区青江3-2-26 千原　敏裕

41 岡山市北区 とし歯科クリニック 700-0951 岡山市北区田中599-8 髙野　登志雄

42 岡山市北区 北長瀬こども矯正歯科 700-0964 岡山市北区中仙道1-19-18 相山　達也

43 岡山市北区
黒住歯科診療所
中仙道診療所

700-0964 岡山市北区中仙道2-6-10 黒住　忠正

44 岡山市北区 ひだまり歯科 700-0973 岡山市北区下中野1214-5 粕山　拓郎

45 岡山市北区 スター歯科医院オカ 700-0975 岡山市北区今8丁目14番地29号 岡　宏徳

46 岡山市北区 まき歯科・矯正歯科クリニック 700-0975 岡山市北区今3丁目1番35号 牧  憲  久

47 岡山市北区 白石歯科クリニック 700-0976 岡山市北区辰巳32-102 白石　尊之

48 岡山市北区 さんべ歯科クリニック 700-0977 岡山市北区問屋町21-104 三部  俊博

49 岡山市北区
川崎医科大学
総合医療センター

700-8505 岡山市北区中山下2丁目6番1号 山本  友美

50 岡山市北区 岡山赤十字病院 700-8607 岡山市北区青江2-1-1 小林　幸生

51 岡山市北区 黒住歯科花尻診療所 701-0132 岡山市北区花尻ききょう町16-107 黒住　正三

52 岡山市北区
石津歯科矯正歯科
クリニック

701-0135 岡山市北区東花尻323-1 石津　裕識

53 岡山市北区 𦚰本歯科医院 701-0136 岡山市北区西花尻1239-1 𦚰本  昌廣

54 岡山市北区 かやはら歯科・小児歯科 701-0143 岡山市北区白石279-3 萱原　伸昭

55 岡山市北区 土山歯科医院 701-0144 岡山市北区久米32-1 土山　孝彦

56 岡山市北区 今保ファミリー歯科 701-0145 岡山市北区今保244-8 宮城　淳

57 岡山市北区 アクアデンタルクリニック 701-0145 岡山市北区今保262-22 髙田  尚吾

58 岡山市北区
はなみずき
デンタルクリニック

701-0151 岡山市北区平野285-2 峯柴  淳二

59 岡山市北区 矢尾デンタルクリニック 701-0153 岡山市北区庭瀬540 矢尾　尚武

60 岡山市北区 矢尾デンタルクリニック 701-0153 岡山市北区庭瀬540 矢尾　直明

61 岡山市北区 矢尾デンタルクリニック 701-0153 岡山市北区庭瀬540 坂田　友季子

62 岡山市北区 なつかわ歯科 701-0164 岡山市北区撫川1470-1 赤木　毅

63 岡山市北区 アップル歯科クリニック 701-1145 岡山市北区横井上211-1 金礪　毅

64 岡山市北区 アップル歯科クリニック 701-1145 岡山市北区横井上211-1 國友　宗義
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65 岡山市北区 おおしま歯科クリニック 701-1202 岡山市北区楢津317-12 大嶋　淳

66 岡山市北区 大月歯科医院 701-1202 岡山市北区楢津959-4 大月　要

67 岡山市北区 さくら歯科医院 701-1203 岡山市北区一宮山崎253-4 大谷  範子

68 岡山市北区 熊代歯科医院 701-1211 岡山市北区一宮484 熊代　進

69 岡山市北区 熊代歯科医院 701-1211 岡山市北区一宮484 スモリンスキ　祐子

70 岡山市北区 中川歯科医院 701-1214 岡山市北区辛川市場309-1 中川　清志

71 岡山市北区 芳賀北山歯科 701-1221 岡山市北区芳賀5112 北山　仁

72 岡山市北区 久門田歯科医院 701-1334 岡山市北区高松原古才680 久門田　俊治

73 岡山市北区 久門田歯科医院 701-1334 岡山市北区高松原古才680 久門田　美香

74 岡山市北区 エンドウ歯科医院 701-1341 岡山市北区吉備津1168 遠藤　彰治

75 岡山市北区 竹谷歯科医院 701-1341 岡山市北区吉備津1016-19 竹谷　裕之

76 岡山市北区 竹谷歯科医院 701-1341 岡山市北区吉備津1016-19 竹谷　雅之

77 岡山市北区 アイエイ高尾歯科クリニック 701-1351 岡山市北区門前402-7 高尾　純子

78 岡山市北区 垪和歯科医院 701-1463 岡山市北区足守1664 垪和　隆文

79 岡山市北区 中田歯科クリニック 701-1464 岡山市北区下足守1916-3 中田　浩昌

80 岡山市北区 バンエイ歯科 708-0976 岡山市北区辰巳2-103 湯原　幹夫

81 岡山市北区 あさひ歯科医院 709-2121 岡山市北区御津宇垣1641 土肥　範勝

82 岡山市北区 メイプルデンタルクリニック 709-2121 岡山市北区御津宇垣1687-2 畦平　智友美

83 岡山市北区 本郷歯科医院 709-2133 岡山市北区御津金川762 本郷　明彦

84 岡山市中区 ゆずりは歯科クリニック 702-8005 岡山市中区江崎82ｰ1 山下　将

85 岡山市中区 旭南歯科診療所 702-8006 岡山市中区藤崎347-1 片岡　千枝

86 岡山市中区 毛利歯科医院 702-8006 岡山市中区藤崎402番地2 毛利　行雄

87 岡山市中区 旭南歯科診療所 702-8006 岡山市中区藤崎347-1 片岡　千枝

88 岡山市中区 沼本歯科医院 703-8205 岡山市中区中井453-5 沼本　章博

89 岡山市中区 高島歯科医院 703-8208 岡山市中区今在家300-3 田中　正義

90 岡山市中区 福池歯科医院 703-8233 岡山市中区高屋364-1 福池　昇

91 岡山市中区 もりもと歯科クリニック 703-8233 岡山市中区高屋341-6 森本　雄太

92 岡山市中区 しらひげ歯科クリニック 703-8235 岡山市中区原尾島3-8-52 白髭　智子

93 岡山市中区 江口歯科 国富診療所 703-8236 岡山市中区国富626番地の2 江口　方浩

94 岡山市中区 医療法人　津谷歯科医院 703-8261 岡山市中区海吉1807-14 津谷　良

95 岡山市中区 ひかさ歯科医院 703-8262 岡山市中区福泊252-1 暈　貴行

96 岡山市中区 岡山Y'ｓ小児・矯正歯科 703-8265 岡山市中区倉田508-21 相山　達也

97 岡山市中区 岡山Y’ｓ小児・矯正歯科 703-8265 岡山市中区倉田508-21 仲村  陽平

98 岡山市中区 くろせ歯科クリニック 703-8266 岡山市中区湊381-48 黒瀬　昌彦
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99 岡山市中区 くろせ歯科クリニック 703-8266 岡山市中区湊381-48 黒瀬　洋輔

100 岡山市中区 小野歯科クリニック 703-8267 岡山市中区山崎346-7 小野　総一郎

101 岡山市中区 小川歯科医院 703-8271 岡山市中区円山90-9 YSﾀｳﾝ円山2F 小川　七郎

102 岡山市中区 安井歯科クリニック 703-8275 岡山市中区門田屋敷1-9-35 安井　洋平

103 岡山市東区 きたじま歯科 704-8116 岡山市東区西大寺中3丁目16-23 喜多嶋　洋史

104 岡山市東区 西田歯科医院 704-8116 岡山市東区西大寺中1丁目10-8 西田　宜可

105 岡山市東区 髙原歯科医院 704-8116 岡山市東区西大寺中2-18-2 髙原　克彦

106 岡山市東区 松尾歯科医院 704-8126 岡山市東区西大寺浜137-19 松尾　学

107 岡山市東区 えたに歯科医院 704-8138 岡山市東区神崎町88-1 恵谷　潤三

108 岡山市東区 かどや歯科医院 704-8165 岡山市東区政津743-1 角谷　真一

109 岡山市東区 ファミリー歯科　松永歯科医院 704-8171 岡山市東区目黒町61番地 松永　匡司

110 岡山市東区 数田歯科医院 704-8173 岡山市東区可知5丁目124-2 数田　泰則

111 岡山市東区 きしもと歯科クリニック 704-8173 岡山市東区可知1丁目62-9 岸本  健二

112 岡山市東区 林病院　歯科 704-8191 岡山市東区西大寺中野498番地の1 林　良宣

113 岡山市東区 中里歯科医院 704-8192 岡山市東区西大寺中野本町1-30 飯島　輝明

114 岡山市東区 城東台ファミリー歯科 709-0624 岡山市東区城東台西2丁目16-6 横山　明倫

115 岡山市東区 たなか歯科医院 709-0631 岡山市東区東平島1219-1 田中　由紀子

116 岡山市東区 こばやし歯科医院 709-0631 岡山市東区東平島1440-1 小林　和也

117 岡山市東区 草ヶ部歯科診療所 709-0635 岡山市東区草ｹ部913-12 赤澤　洋

118 岡山市東区 なのはな歯科医院 709-0841 岡山市東区瀬戸町万富637-2 沼本　庸子

119 岡山市東区
岩藤胃腸科・外科・
歯科クリニック

709-0855 岡山市東区瀬戸町沖343 岩藤　葉子

120 岡山市東区 福井歯科 709-0856 岡山市東区瀬戸町下195 日下　芳紀

121 岡山市南区 とよはま歯科 700-0853 岡山市南区豊浜町1-21 䕃山  公之

122 岡山市南区 トヨナリ歯科 700-0942 岡山市南区豊成3丁目20-110 安達  泉

123 岡山市南区 ふじわら歯科クリニック 700-0944 岡山市南区泉田437-6 藤原　正治

124 岡山市南区 片山歯科医院 700-0945 岡山市南区新保216 片山　唯史

125 岡山市南区 なかぼ歯科クリニック 700-0953 岡山市南区西市806-7 仲保　聡

126 岡山市南区
医療法人良友会サン
ファミリー歯科クリニック

700-0953 岡山市南区西市852-2 木下  正良

127 岡山市南区 ファインデンタルクリニック 701-0203 岡山市南区古新田1199-8 弘末　勝

128 岡山市南区 小若歯科医院 701-0204 岡山市南区大福1263 小若　純久

129 岡山市南区
青木内科小児科医院
あいの里クリニック・歯科

701-0204 岡山市南区大福950-6 松島　章子

130 岡山市南区
青木内科小児科医院
あいの里クリニック・歯科

701-0204 岡山市南区大福950-6 山本　道代

131 岡山市南区
青木内科小児科医院
あいの里クリニック・歯科

701-0204 岡山市南区大福950-6 丸尾　かおり

132 岡山市南区
青木内科小児科医院
あいの里クリニック・歯科

701-0204 岡山市南区大福950-6 杉井　明日香
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133 岡山市南区 さとう歯科クリニック 701-0205 岡山市南区妹尾1380-3 佐藤　公麿

134 岡山市南区 林歯科医院 701-0205 岡山市南区妹尾1446-1 林　好一

135 岡山市南区 藤田歯科医院 701-0205 岡山市南区妹尾955-5 藤田　和久

136 岡山市南区 藤田歯科医院 701-0205 岡山市南区妹尾955-5 藤田　史子

137 岡山市南区 わたなべ歯科クリニック 701-0211 岡山市南区東畝112-10 河本　泰之

138 岡山市南区 イエスデンタルクリニック 701-0211 岡山市南区東畦155-1-101 多田　徹

139 岡山市南区 イエスデンタルクリニック 701-0211 岡山市南区東畦155-1-101 渡辺　豊

140 岡山市南区 わたなべ歯科クリニック 701-0211 岡山市南区東畦112-10 多田　徹

141 岡山市南区 わたなべ歯科クリニック 701-0211 岡山市南区東畦112-10 河本　泰之

142 岡山市南区 たがしら歯科医院 701-0212 岡山市南区内尾455-3 田頭　一晃

143 岡山市南区 彩起歯科 701-0213 岡山市南区中畦313-1 三宅　伸治

144 岡山市南区 小野田歯科医院 701-0221 岡山市南区藤田676-116 小野田　昌司

145 岡山市南区
医療法人 愛歯会
島津歯科郡診療所

702-8011 岡山市南区郡1440 島津  晶

146 岡山市南区 くましろ歯科医院 702-8014 岡山市南区宮浦366 熊代　直樹

147 岡山市南区 すえき歯科医院 702-8023 岡山市南区南輝2丁目5-2-1号 居樹　秀明

148 岡山市南区 うらやす歯科医院 702-8026 岡山市南区浦安本町42-8 福浜　明宏

149 岡山市南区 はなふさ歯科医院 702-8026 岡山市南区浦安本町73-6 武内　友紀

150 岡山市南区 ハナフサデンタルクリニック 702-8034 岡山市南区福浜西町3-13 花房　英孝

151 岡山市南区 高知歯科医院 702-8035 岡山市南区福浜町5-12 高知　宏喜

152 岡山市南区 横山歯科医院 702-8037 岡山市南区千鳥町22-8 横山　裕

153 岡山市南区 もみの木歯科クリニック 702-8038 岡山市南区松浜町8-11 三浦　真由美

154 岡山市南区 垣野歯科医院 702-8056 岡山市南区築港新町2-6-19 垣野　正篤

155 岡山市南区 高橋歯科診療所 709-1216 岡山市南区宗津東町959-40 藤田　陽子

156 倉敷市 まつもと歯科クリニック 710-0002 倉敷市生坂134-1 松本　修明

157 倉敷市 太田歯科医院 710-0016 倉敷市中庄3594番地26 太田  隆温

158 倉敷市 こみやま歯科 710-0016 倉敷市中庄1599 小見山  佳世子

159 倉敷市
医療法人 康和会
近藤歯科クリニック

710-0023 倉敷市帯高617-16 近藤  康弘

160 倉敷市 三宅歯科 710-0026 倉敷市加須山579-4 三宅　力夫

161 倉敷市 とよす歯科医院 710-0027 倉敷市西田227-6 吉原　史郎

162 倉敷市 よし歯科医院 710-0036 倉敷市粒浦692-20 丹治　義之

163 倉敷市 近藤歯科医院 710-0038 倉敷市新田2780-1 近藤　修六

164 倉敷市 正畠歯科医院 710-0046 倉敷市中央2丁目18-8 正畠　昌幸

165 倉敷市 黒木歯科医院 710-0048 倉敷市福島231-4 黒木　祐二

166 倉敷市 早瀬歯科医院 710-0051 倉敷市幸町11-5 早瀬　智子
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167 倉敷市 橋本歯科医院 710-0055 倉敷市阿知2-12-8 橋本　真治

168 倉敷市 森歯科医院 710-0056 倉敷市鶴形1-4-14 森　正博

169 倉敷市 薮内歯科 710-0062 倉敷市浜町2-10-29 薮内　政憲

170 倉敷市 医療生協
コープくらしき歯科 710-0065 倉敷市宮前384-1 滝本　博

171 倉敷市 東原歯科医院 701-0112 倉敷市下庄469-7 東原　慶和

172 倉敷市 うえむら歯科医院 710-0133 倉敷市藤戸町藤戸2-12 上村　勝人

173 倉敷市 ファミール歯科 710-0142 倉敷市林173-1 原　博章

174 倉敷市 塩津歯科医院 710-0142 倉敷市林2183-1 塩津　邦弘

175 倉敷市 塩津歯科医院 710-0142 倉敷市林2183-1 宮井  久敬

176 倉敷市 塩津歯科医院 710-0142 倉敷市林2183-1 宮井  由記子

177 倉敷市 しんくら歯科医院 710-0253 倉敷市新倉敷駅前1丁目60-1 藤井　秀紀

178 倉敷市 川西歯科医院 710-0253 倉敷市新倉敷駅前2丁目13番地 川西  三貴

179 倉敷市 おひさま歯科クリニック 710-0802 倉敷市水江1419-2-2 福岡　隆治

180 倉敷市 グリーン歯科クリニック 710-0802 倉敷市水江1番地 松本  ゆみ

181 倉敷市 柴田歯科医院 710-0803 倉敷市中島1372-3 柴田　宏

182 倉敷市 桑鶴歯科医院 710-0803 倉敷市中島827-1 桑鶴　義人

183 倉敷市 桑鶴歯科医院 710-0803 倉敷市中島827-1 桑鶴　洋子

184 倉敷市 三愛歯科クリニック 710-0811 倉敷市川入686-1 山﨑　一弘

185 倉敷市 三愛歯科クリニック 710-0811 倉敷市川入686-1 山﨑　ゆかり

186 倉敷市 アリオ倉敷デンタルオフィス 710-0813 倉敷市寿町12-2 小見山  信

187 倉敷市 野瀬歯科医院 710-0824 倉敷市白楽町399-1 野瀬　浩一

188 倉敷市 おおうえ歯科医院 710-0825 倉敷市安江619-15 石井ﾋﾞﾙ2F 大上　史郎

189 倉敷市 稲垣歯科医院 710-0826 倉敷市老松町4丁目6-26 稲垣　智子

190 倉敷市
医療法人 誠和会
倉敷第一病院

710-0826 倉敷市老松町5-3-10 伊藤  由紀子

191 倉敷市 石村歯科クリニック 710-0831 倉敷市田ﾉ上1131-2 石村　均

192 倉敷市 中村歯科クリニック 710-0833 倉敷市西中新田324-6 中村　雅行

193 倉敷市 沼本歯科医院 710-0834 倉敷市笹沖26-3 沼本　修

194 倉敷市 くらうち歯科医院 710-0842 倉敷市吉岡461-2 蔵内　眞

195 倉敷市 難波歯科医院 710-0847 倉敷市東富井432-1 難波  秀樹

196 倉敷市 にしおか歯科 710-1101 倉敷市茶屋町1659 西岡　博志

197 倉敷市 フラワー歯科 710-1101 倉敷市茶屋町477-14 葛西　健司

198 倉敷市 植村歯科 710-1313 倉敷市真備町川辺894-1 植村　昌隆

199 倉敷市 須藤歯科診療所 711-0904 倉敷市 児島唐琴3-5-11 須藤　洋一

200 倉敷市 松三歯科医院 711-0907 倉敷市児島上の町3-1-41 松三　洋夫
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201 倉敷市 古谷歯科医院 711-0911 倉敷市児島小川1丁目3-5 古谷　裕資

202 倉敷市 中塚歯科医院 711-0911 倉敷市児島小川7-2-53 中塚  浩章

203 倉敷市 難波歯科医院 711-0913 倉敷市児島味野1丁目7-10 難波  浩夫

204 倉敷市 藤原歯科医院 711-0913 倉敷市児島味野1-13-30 藤原　英修

205 倉敷市 大嶋歯科クリニック 711-0922 倉敷市児島元浜町169 大嶋　敏秀

206 倉敷市 連島あさの歯科 712-0807 倉敷市神田4丁目10-25 浅野　将宏

207 倉敷市 ふなびき歯科 712-8004 倉敷市水島南亀島町18-22 船曵　洋司

208 倉敷市 はすのは歯科 712-8006 倉敷市連島町鶴新田1886-1 丸濵　功太郎

209 倉敷市 倉敷中央病院リバーサイド 712-8007 倉敷市鶴の浦2-6-11 白井　知恵子

210 倉敷市 福富歯科医院 712-8011 倉敷市連島町連島467 福富　茂

211 倉敷市 酒井歯科医院 712-8024 倉敷市水島北春日1-24 酒井　幸恵

212 倉敷市 医療生協
水島歯科診療所 712-8025 倉敷市水島南春日町11-20 辻　重真

213 倉敷市 医療生協
水島歯科診療所 712-8025 倉敷市水島南春日町11-20 北村　正和

214 倉敷市 (医)米田歯科医院 712-8032 倉敷市北畝5-17-47 米田　典行

215 倉敷市 りんご歯科 712-8039 倉敷市水島相生町9-18 尾山　正高

216 倉敷市 さえき歯科医院 712-8043 倉敷市広江5-2-31 佐伯　正則

217 倉敷市 横見歯科医院 712-8046 倉敷市福田町古新田1209-47 横見　由貴夫

218 倉敷市 てらち歯科医院 712-8055 倉敷市南畝7-1-36 寺地　恭一

219 倉敷市 今兼歯科医院 712-8061 倉敷市神田4-3-30 今兼　則夫

220 倉敷市 水島中央病院　歯科 712-8064 倉敷市水島青葉町4-5 田村　淳

221 倉敷市 玉島病院歯科 713-8103 倉敷市玉島乙島4030 瀬崎　靖之

222 倉敷市 吉川歯科医院 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎1-2-27 吉川　明良

223 倉敷市 石田歯科医院 713-8122 倉敷市玉島中央町1-22-43 石田　元久

224 倉敷市 草地歯科医院 713-8125 倉敷市玉島勇崎174-6 草地　一

225 津山市 高坂歯科医院 708-0003 津山市北園町38-15 高坂　信子

226 津山市 芦田歯科医院 708-0013 津山市二宮63-3 芦田　庄司

227 津山市 芦田歯科医院 708-0013 津山市二宮63番地3 芦田  昌和

228 津山市 鶴山歯科クリニック 708-0022 津山市山下69-71 皆木　克朗

229 津山市 浦上歯科医院 708-0052 津山市田町5-1 浦上　清

230 津山市 神尾歯科医院 708-0841 津山市川崎435-6 神尾　隆行

231 津山市 かんざき歯科医院 708-0856 津山市西吉田39-3 神﨑　保利

232 津山市 ひら歯科医院 708-0884 津山市津山口68-2 平　滋之

233 津山市 たかやま歯科医院 708-1223 津山市坂上429-2 髙山　善敬

234 津山市 小林歯科医院 708-1224 津山市上村103番地の13 小林  恭佳
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235 玉野市 仲田歯科医院 706-0002 玉野市築港1丁目12-5 仲田  節史

236 玉野市 How.谷歯科医院 706-0011 玉野市宇野8-2-7 谷　俊彦

237 玉野市 あさの歯科医院 706-0014 玉野市玉原2丁目16-26 浅野　透

238 玉野市 桜井歯科医院 706-0021 玉野市和田3-4-6 桜井　修司

239 玉野市 近藤歯科医院 706-0313 玉野市西田井地2060-3 近藤　信太郎

240 笠岡市 ももの里病院 714-0021 笠岡市園井2263 中津　継夫

241 笠岡市 高橋歯科医院 714-0042 笠岡市美の浜9-68 髙橋　久美子

242 笠岡市 いがらし歯科医院 714-0082 笠岡市一番町3-12 五十嵐　克志

243 井原市 アルファ歯科クリニック 715-0006 井原市西江原町979-1 佐藤　和良

244 井原市 ナツメサトウシカイイン 715-0019 井原市井原町574-1 佐藤　正喜

245 井原市 三宅歯科医院 715-0019 井原市井原町1399-1 三宅　教夫

246 井原市 横山歯科医院 715-0021 井原市上出部町420-1 横山　雅之

247 井原市 井原歯科クリニック 715-0022 井原市下出部町1丁目2-8 茂原  倫朗

248 井原市 井原歯科クリニック 715-0022 井原市下出部町1-2-8 茂原　路子

249 総社市 髙橋歯科医院 710-1201 総社市久代3814-1 髙橋  貢

250 総社市 あおぞら歯科クリニック 719-1102 総社市東阿曽1897-1 黒﨑  昭夫

251 総社市 はっとり歯科クリニック 719-1125 総社市井手605-5 芝本　康宏

252 総社市 亀山歯科医院 719-1126 総社市総社1-1-33 亀山　達弘

253 総社市 吉井歯科医院 719-1126 総社市総社1-11-8 吉井　成一

254 総社市 タナベ歯科医院 719-1131 総社市中央2-7-33 田邉　和宗

255 総社市 タナベ歯科医院 719-1131 総社市中央2-7-33 田邉　昭

256 総社市 高木歯科医院 719-1134 総社市真壁1021 高木　哲弘

257 総社市 吉備路歯科医院 719-1137 総社市三輪1121-1 清田　章之

258 総社市 たんぽぽ歯科クリニック 719-1155 総社市小寺985-1 本行  博

259 総社市 西歯科医院 719-1156 総社市門田1258-2 西  延昌

260 総社市
医療法人ﾃｨｰｱﾝﾄﾞﾜｲ
山手グリーン歯科医院

719-1162 総社市岡谷119番地の5 松本  敏光

261 高梁市 医療法人 池田医院 716-0021 高梁市中間町58 池田  滋樹

262 高梁市 池田医院 716-0021 高梁市中間町58 池田　恵子

263 高梁市 妹尾歯科医院 716-0034 高梁市東町1901-1 妹尾　直記

264 高梁市 樋口歯科医院 716-0036 高梁市松原通り2123番地 樋口　亜由子

265 高梁市 高梁市川上診療所 716-0201 高梁市川上町地頭2340 藤井　崇史

266 高梁市 高梁市備中歯科診療所 716-0303 高梁市備中町長屋27-13 藤澤  拓生

267 新見市 池田歯科医院 718-0003 新見市高尾272-13 池田  正

268 新見市 医療生協
阿新歯科診療所 718-0011 新見市新見736-2 山﨑　美佳
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269 新見市 哲西町歯科診療所 719-3701 新見市哲西町矢田3604 堀田　雄一

270 備前市 岸本歯科診療所 701-3204 備前市日生町日生1269-1 岸本　真

271 備前市 みなみ歯科医院 701-3204 備前市日生町日生1436-3 南　哲之介

272 備前市 森島歯科医院 705-0021 備前市西片上1140 森島　秀一

273 備前市 森島歯科医院 705-0021 備前市西片上1140 森島　寛

274 備前市 久本歯科医院 705-0033 備前市穂浪395-17 久本　昌弘

275 備前市 ひまわり歯科医院 705-0033 備前市穂浪3051 上田　美和

276 備前市 中嶋歯科医院 705-0132 備前市三石303 中嶋  浩貴

277 備前市 早瀬歯科診療所 709-0224 備前市吉永町吉永中828 早瀬　由治

278 瀬戸内市 大西歯科クリニック 701-4221 瀬戸内市邑久町尾張100-3 大西　俊之

279 瀬戸内市 なかしま歯科医院 701-4221 瀬戸内市邑久町尾張1244-4 桑山　香織

280 瀬戸内市 なかしま歯科医院 701-4221 瀬戸内市邑久町尾張1244-4 中島　啓一朗

281 瀬戸内市 太田歯科医院 701-4234 瀬戸内市邑久町大富741 太田  志麻

282 瀬戸内市 小林歯科クリニック 701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄177-5 小林　良平

283 赤磐市 角南歯科医院 701-2503 赤磐市周匝717-5 角南　整司

284 赤磐市 西岡歯科医院 709-0721 赤磐市桜ｶﾞ丘東6-6-280 西岡　宏樹

285 赤磐市 梶原歯科医院 709-0802 赤磐市桜が丘西7丁目1-10 梶原  一真

286 赤磐市 梶原歯科医院 709-0803 赤磐市桜が丘西7丁目1-11 梶原  京子

287 赤磐市 明石歯科医院 709-0816 赤磐市下市104-1 明石　順子

288 赤磐市 片岡医院 709-0817 赤磐市上市355-4 片岡　久美子

289 赤磐市 こしむねファミリー歯科医院 709-0831 赤磐市五日市107-1 越宗　紳二郎

290 真庭市 西尾歯科医院 717-0501 真庭市蒜山中福田205 西尾　泰正

291 真庭市 大國歯科医院 717-0602 真庭市蒜山上福田690-3 大國　伸

292 真庭市 ちはる歯科矯正歯科 719-3144 真庭市落合垂水250-2 村上　ちはる

293 真庭市 はら こども・ファミリー歯科 719-3201 真庭市久世58-7 工藤　麻子

294 真庭市 医)むとう歯科 719-3201 真庭市久世2618-1 武藤  愛治

295 真庭市 ふくしま歯科医院 719-3201 真庭市久世2508 福島　啓介

296 美作市 遠藤歯科クリニック 701-2604 美作市福本604-5 遠藤　義孝

297 美作市 貞森歯科クリニック 707-0014 美作市北山90-1 貞森　平樹

298 美作市 駿河歯科医院 707-0062 美作市湯郷176-2 菊池  剛史

299 美作市 駿河歯科医院 707-0062 美作市湯郷176-2 駿河　充城

300 浅口市 雀部歯科医院 719-0104 浅口市金光町占見新田391-1 雀部  研一

301 浅口市 雀部歯科医院 719-0104 浅口市金光町占見新田391-1 雀部  陽一郎

302 浅口市 しろやま歯科クリニック 719-0251 浅口市鴨方町六条院西2281-7 城山　博
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303 浅口市 雀部歯科医院鴨方診療所 719-0252 浅口市鴨方町六条院中2301-1 雀部　啓二

304 和気町 武内歯科医院 709-0442 和気郡和気町福富616-1 武内　典之

305 和気町 北川病院 709-0497 和気郡和気町和気277 上原　淳二

306 早島町 はら歯科医院 701-0304 都窪郡早島町早島1242 原　哲也

307 里庄町 えだき歯科医院 719-0301 浅口郡里庄町里見6228-3 枝木　彰

308 矢掛町 中西歯科医院 714-1201 小田郡矢掛町矢掛2566-1 中西　史彦

309 矢掛町 坂本歯科医院 714-1201 小田郡矢掛町矢掛2620 坂本　昌彦

310 矢掛町 鳥越歯科医院 714-1224 小田郡矢掛町本掘1136-1 鳥越　英志

311 新庄村
新庄村国民健康保険
歯科診療所

717-0201 真庭郡新庄村1998-1 金盛　久展

312 鏡野町 石川歯科医院 708-0332 苫田郡鏡野町吉原383-1 石川　光伸

313 鏡野町 椋代歯科医院 708-0333 苫田郡鏡野町古川416-1 椋代　龍彦

314 鏡野町 椋代歯科医院 708-0333 苫田郡鏡野町古川416-1 椋代  達典

315 鏡野町
鏡野町国民健康保険
上斎原歯科診療所

708-0601 苫田郡鏡野町上斎原480番地の1 澤田　弘一

316 勝央町 小坂田歯科医院 709-4316 勝田郡勝央町勝間田178 小坂田　静二

317 久米南町 萩原歯科医院 709-3614 久米郡久米南町下弓削391-8 萩原　和繁

318 久米南町 小山歯科医院 709-3614 久米郡久米南町下弓削1153 小山　貴弘

319 美咲町 石戸歯科医院 708-1533 久米郡美咲町久木275-5 石戸　善一郎

320 美咲町 石原歯科医院 709-3717 久米郡美咲町原田1724の1 石原　美章

321 美咲町 石原歯科医院 709-3717 久米郡美咲町原田1724の1 石原　和加子

322 吉備中央町 ひろおか歯科医院 709-2331 加賀郡吉備中央町下加茂1051-14 廣岡　徹彦
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