在宅訪問歯科診療協力医 一覧表
ご 利用ください
このたび、 寝たきり状態の方が、 歯科治療をご希望される時に便利な
一覧表を作りました。
まずは、 お近くの歯科医院にご相談されることをおすすめします。

岩国地域

（岩国市・和木町）

相川歯科診療所
あかざき歯科医院
安東第二歯科
岩崎歯科医院
大矢歯科
岡崎歯科医院
岡田歯科医院
おかもと歯科クリニック
恩田歯科診療所
かぎとみ歯科
くしろ歯科医院
香坂歯科医院
こまい歯科
さきもと歯科クリニック
ささお歯科クリニック
塩田歯科医院

0827-32-1108
岩国市平田６丁目２４－１２

0827-31-7119
岩国市藤生町１丁目２７－２０

0827-22-1241
岩国市麻里布町７丁目２－３

0827-21-0271
岩国市麻里布町１丁目５－２８

0827-63-1182
岩国市由宇町南２丁目１－３６

0827-21-0322
岩国市今津町１丁目１６－３

0827-39-0023
岩国市保津町２丁目１５－１－１

0827-83-0118
岩国市周東町下久原１５６０－１

0827-22-7760
岩国市麻里布町１丁目４－４

0827-30-1418
岩国市三笠町１丁目３－１３

0827-41-0946
岩国市岩国３丁目１５－１

0827-31-7391
岩国市南岩国町３丁目２４－１９

0827-21-2722
岩国市麻里布町３丁目５－１８

0827-35-4705
岩国市山手町１丁目２－１６

重本歯科医院
小児歯科愛宕
たにもと歯科医院
ながはま歯科クリニック
林歯科医院
早野歯科医院
ひろかね歯科医院
ひろち歯科クリニック
ひろなか歯科医院
藤生歯科センター
藤政病院 歯科
桝尾歯科医院
桝尾歯科クリニック
松井歯科医院
松田歯科医院

0827-41-0516
岩国市岩国２丁目２－２４

0827-31-3167
岩国市門前町３丁目１２－３５ モンゼン９３ ２Ｆ

0827-72-2090
岩国市錦町広瀬６７０７－７

0827-31-0151
岩国市尾津町２丁目１８－３

0827-82-5885
岩国市玖珂町５０６３

0827-24-2355
岩国市麻里布町３丁目４－１０

0827-22-0648
岩国市元町３丁目１０－１６

0827-24-4355
岩国市車町２丁目１６－４８

0827-31-4181
岩国市南岩国町３丁目３１－２５

0827-31-6318
岩国市黒磯町１丁目１－２２

0827-84-1137
岩国市周東町下久原２４０３－１

0827-63-0128
岩国市由宇町中央２丁目７－２６

0827-63-0700
岩国市由宇町由宇崎５－１

0827-24-0008
岩国市麻里布町３丁目２０－１

0827-95-0118
岩国市美和町渋前１３３７

0827-21-0118

松原クリニック

0827-34-1188

岩国市中津町１丁目２３－１８

（歯科）

岩国市平田５丁目４２－１７

0827-41-0648

美川町歯科診療所

岩国市多田９６９－１

0827-76-0105
岩国市美川町四馬神１０５７

みちよ歯科医院
みどり歯科クリニック
むねまさ歯科クリニック
村山歯科クリニック
もりわき歯科クリニック
安田歯科

0827-21-3355
岩国市立石町２－２－３６ ＢＳビル１Ｆ

0827-83-0418
岩国市周東町下久原２４８０－１

0827-43-6480
岩国市錦見４丁目１７－２

0827-28-0648
岩国市平田１丁目３７－１１

0827-29-2677
岩国市山手町１丁目１６－１１

0827-21-1407
岩国市車町２丁目７－２６

楊井歯科医院

0827-72-2330

山中歯科医院

0827-82-2227

山元歯科医院
吉田歯科矯正歯科医院
米田歯科医院
ヨネダ歯科クリニック
杜本歯科医院
大和橋歯科
悠デンタルクリニック

岩国市錦町広瀬６６７８
岩国市玖珂町８０２－３

0827-21-1180
岩国市山手町１丁目９－１８ スオミハイツ 1 Ｆ

0827-41-0789
岩国市岩国２丁目１７－２７

0827-82-6551
岩国市玖珂町８５７－３

0827-23-0118
岩国市三笠町２丁目１－２１

0827-53-7777
玖珂郡和木町和木４丁目１４－９

0827-52-8100
玖珂郡和木町和木１丁目１４－１０

0827-28-5700
玖珂郡和木町和木２丁目３－１９

0820-23-3773

奥田歯科医院

柳井市中央２丁目１３－１５

かじやま歯科医院

0820-22-8882

神原歯科医院

0820-22-0469

清時歯科医院

0820-22-0643

柳井市柳井４７０８－５
柳井市中央２丁目２－２０
柳井市新市４－２３

0820-23-5522

坪井歯科医院

柳井市伊保庄高須５０４３－４７

戸田歯科医院

0820-45-5555

中尾歯科医院

0820-23-7878

柳井市神代４１８３－１６
柳井市新庄３０７－８

0820-22-0474

廣實歯科医院

柳井市中央 ２丁目１－１８

0820-26-1212

村中歯科医院

柳井市伊陸６７１４

0820-22-0767

山本歯科診療所

柳井市中央 １丁目１０－２０

0820-52-0118

くにちか歯科医院

熊毛郡田布施町下田布施９３７－１２

0820-52-1112

中村歯科

熊毛郡田布施町大字下田布施６９３－１５

0820-55-4008

はらだ歯科医院

熊毛郡田布施町麻郷３４２８－８２

0820-57-0088

ときまさ歯科医院

熊毛郡平生町竪ヶ浜７７７－４

0820-56-7080

ひろなか歯科

熊毛郡平生町曽根２３５４－３６

0820-52-3120

藤井歯科医院

柳井地域
河合歯科医院
貞平歯科医院
杉原歯科医院
武中歯科医院
武中デンタルクリニック
東和・武中歯科
中村歯科医院
おきた歯科医院

周防大島町・柳井市・
田布施町・平生町・上関町

守友歯科クリニック
上関町歯科診療所

0820-78-0006
大島郡周防大島町大字平野２６９－３２

熊毛郡田布施町下田布施８６７－１

やまもと歯科

0820-74-3467

0820-51-2255
熊毛郡田布施町中央南３－４

0820-62-0600
熊毛郡上関町大字長島６０２－２

0820-53-0648
熊毛郡田布施町波野２１５６－６

大島郡周防大島町小松２０９－３

0820-74-2109
大島郡周防大島町小松６８２－１２

0820-72-2322
大島郡周防大島大字久賀４７１５－８

0820-74-5543
大島郡周防大島町小松開作１４３－２３

0820-78-1777
大島郡周防大島町西方１６４１－３

0820-74-2500
大島郡周防大島町小松５４９－１

0820-23-3748
柳井市南町３丁目１－１

周南地域
愛歯科診療所
あずま歯科医院
伊東歯科医院
石田歯科診療所

（周南市・下松市・光市）

0834-62-6001
周南市政所１丁目１３－１１

0834-62-6641
周南市大神３丁目４－８

0834-28-3802
周南市桜木 １丁目８－１９

0834-21-2516
周南市三番町３丁目２２

井上歯科医院

0834-21-1441
周南市平和通り２丁目４４

おもかわ歯科医院

0834-63-1772

兼石歯科医院

0834-22-0050

かねおか歯科クリニック

0834-22-0300

河村歯科医院
久米歯科医院
クラタ歯科
こやま歯科医院
近藤歯科医院
さいとう歯科医院
さきしげ歯科医院
佐々木歯科医院
佐波歯科医院
清水歯科医院

周南市古川町３－１７
周南市月丘町４－２０
周南市千代田町１－１８

0834-39-1212
周南市周陽２－１－３－１０７

0834-25-2234
周南市大字久米３２０１－１

0834-22-1785
周南市代々木通り１－８

0834-22-6622
周南市大字徳山字御弓丁４１８１

0834-21-2578
周南市橋本町１丁目３５

0834-63-7773
周南市大字下上字上野２０３２

0833-91-3272
周南市新清光台２丁目８－１

0834-83-4114
周南市大字戸田２８４８－２

0834-63-0288
周南市清水２丁目３－４

0833-91-2113
周南市高水原２丁目２番３号

神内歯科クリニック

0834-25-3129

水津歯科クリニック

0834-62-0480

タナカ歯科医院
津田歯科医院

周南市栗屋７９７－３
周南市新地町１２－３５

0834-64-1147
周南市福川１丁目１０－１０

0834-64-3142
周南市古泉２丁目１６－６

徳本歯科医院

0833-91-6200

友村歯科医院

0834-31-0123

なかたまり歯科

0834-61-2111

平野歯科医院
ふじい歯科クリニック

周南市呼坂７４７－１２
周南市若宮町２丁目２４
周南市福川南町３－８

0834-28-5555
周南市楠木１丁目８－１１

0834-27-0118
周南市昭和通り１丁目１０番地

ほんだ歯科

0834-21-0830

まさる歯科医院

0834-27-6480

松原歯科医院

周南市梅園町３－１０
周南市住崎町６－１７

0834-31-8201
周南市銀座１丁目８番地 銀座ｾﾝﾀ－ﾋﾞﾙ２Ｆ

みと歯科クリニック

0834-29-4182
周南市楠木２丁目１４－８

八塚歯科医院

0834-21-1639

青柳歯科医院

0833-44-1881

おがわ歯科クリニック
かねしげ歯科クリニック
しみず歯科医院
下村歯科
諏訪歯科医院
田中歯科医院
ぬのまき歯科クリニック
原田歯科医院
原野歯科医院
福永歯科クリニック
ふじもと歯科クリニック
古川町武居歯科医院
みわ歯科クリニック

周南市有楽町３０－２
下松市栄町２－５－６

0833-48-9345
下松市大字末武下４６３－１６

0833-46-3131
下松市東陽４丁目２１－６

0833-43-8241
下松市美里町３丁目９－６

0833-43-0403
下松市藤光町１－１０－３１

0833-41-0603
下松市中市１丁目１０番３２号

0833-44-1900
下松市望町２丁目１２－２４

0833-48-8841
下松市穂積町４丁目２－１５

0833-43-1010
下松市南花岡６丁目９－１２

0833-41-6212
下松市大字西豊井字殿ヶ浴６４５－２

0833-41-0968
下松市駅南二丁目５番１号

0833-48-7068
下松市大字東豊井字海善寺１９５６－２０

0833-44-2323
下松市古川町４丁目１－５

0833-41-7856
下松市西柳２丁目２－３５

大上歯科医院

0833-71-4606

儀本歯科医院

0833-72-4200

すずき歯科医院

0833-71-4144

諏訪歯科医院

0833-72-5755

たむら歯科

光市島田４丁目１１－１５
光市浅江３丁目２５－９
光市光井４丁目３４－８
光市浅江３丁目２０－１

0833-79-0120
光市室積新開２丁目３－１

中川歯科医院

0833-72-8049

守田歯科医院

0833-78-0457

藤本歯科診療所

0833-71-1342

松田歯科クリニック

0833-79-2533

友愛歯科医院

0833-79-0517

光市宮ノ下町１１－６
光市室積松原１５－７
光市中央５丁目１１－７
光市室積松原４番３号
光市室積４丁目１－１

大和歯科医院

0820-48-4978

よしはら歯科クリニック

0833-76-0820

光市岩田２４８３－６
光市上島田３－１０－１５

⼭⼝・防府地域

山口市小郡黄金町１４番８号

阿知須歯科

0836-65-2021

アップル歯科医院

083-921-1303

いけだ歯科クリニック
市川歯科小児歯科
いとう歯科クリニック
稲光歯科医院

083-973-0648
山口市阿知須４８３９－２
山口市平井１６７１－１

083-927-8018
山口市大内矢田北二丁目１－２

083-974-4649
山口市小郡下郷２２７１－４ メディカルパーク小郡

083-921-6200
山口市吉敷中東３丁目１３－１１

083-989-6480
山口市江崎２２２４－５

083-923-0919
山口市天花１丁目３－２２

いのうえデンタル
クリニック

山口市平井６２９- ５ ユニゾン山大通り１Ｆ

上田歯科医院

083-923-3345

内田歯科医院
内海歯科道門診療所
ＭＫデンタルオフィス
大内宇都宮歯科医院
おおた歯科医院
岡医院

歯科

岡村歯科医院
おぐら歯科医院
小田歯科
加藤歯科医院
きらら・しまた歯科

083-902-3314
山口市朝田９０２－７

083-985-0418
山口市鋳銭司下中津５６７２－１

083-920-6045
山口市道場門前２丁目８－２１ 日専連ビル１Ｆ

083-995-0118
山口市道場門前１丁目１－１８ どうもんパークビル２Ｆ

083-927-3618
山口市大内矢田北一丁目１８－２５

083-956-0770
山口市阿東徳佐下４２－１

083-973-5222
山口市小郡新町四丁目２番２１号

083-972-0608
山口市小郡下郷１２１９－３７

083-927-8888
山口市大内矢田南一丁目１９番２０号

083-923-6480
山口市松美町６－３１

083-972-2104
山口市小郡下郷１１２４－３

0836-66-2525
山口市阿知須４８１７－１２

083-902-8217
山口市大内中央２丁目１４番１７号

くわはら歯科医院

083-923-0011

児玉歯科

083-932-7800

こだま歯科医院

083-921-0106

（山口市・防府市）

アイベックス
デンタルクリニック

石原まごころ歯科

くろいわ歯科クリニック

ごとう歯科

山口市平井１３９６－６
山口市宮野下３１０６－１
山口市矢原１４２５－１

083-972-0418
山口市小郡新町六丁目３番１号

佐伯歯科

083-923-7770

佐川歯科医院

083-984-4380

塩田歯科医院

083-924-4288

新谷歯科医院
すみ歯科医院
高村歯科医院
中央歯科医院

山口市平井３７７－６
山口市秋穂東６１９－５
山口市葵１丁目１－３

083-973-3333
山口市小郡下郷７８６－１０

083-920-2468
山口市金古曽町１－３

083-956-0611
山口市阿東徳佐中３２９１－１

083-922-2813
山口市糸米１丁目１－１３

寺岡歯科診療所

083-973-1057

長崎歯科医院

083-923-0808

野中歯科医院

083-923-7733

はりま歯科クリニック

083-941-5522

福田歯科医院
ふくなが歯科医院

山口市小郡下郷９３５
山口市宮島町８－１２
山口市桜畠２丁目８－７
山口市矢原７－８

083-922-2179
山口市湯田温泉２－２－１２

083-927-5777
山口市大内長野山鼻４７４－７

藤井歯科医院

083-925-6640

藤井歯科医院

083-973-2767

藤重歯科医院
ふなつ歯科
ふるや歯科
ほそだ歯科
益城歯科医院
松浦歯科医院

山口市中河原町２－３０
山口市小郡下郷１１８４

083-927-9777
山口市大内長野１７８９－５

083-986-3700
山口市鋳銭司５９５８－３

083-927-3958
山口市大内御堀３８０２－１

083-934-3711
山口市吉敷上東２丁目３番１０号

083-973-0655
山口市小郡下郷１６２６－１３

083-922-3210
山口市米屋町１－４

みつおか歯科クリニック

083-921-6870
山口市古熊３丁目７１２番１

0836-41-8814

アップル歯科

宇部市厚南北一丁目８番５－１０１号

ｍｉｗａ歯科

083-922-2020
山口市葵２丁目２－３０

歯科・矯正歯科
アールクリニック

むくのき歯科医院

083-934-0550

井本歯科医院

やすもと歯科医院

083-989-5888

山内歯科

小郡

山口市鰐石町５番２０号
山口市嘉川３５９８－２

083-972-2415
山口市小郡黄金町７－６６

ローズデンタル
クリニック

083-976-4182

あい歯科クリニック

0835-21-1192

緒方歯科医院

0835-23-2801

かわの歯科医院

0835-36-1854

きしもと歯科医院
きむら歯科医院

山口市小郡栄町２－１
防府市高倉２－５－３５
防府市戎町１－１０－２８
防府市大字奈美２８６－５

0835-25-3370
防府市大字大崎３２７－１

0835-22-1184
防府市東松崎町４－２６－２

こうの歯科クリニック

0835-21-0101

小林歯科医院

0835-23-6480

しらいし歯科クリニック

0835-38-1848

防府市高井５２５－２
防府市田島３７１－６
防府市緑町一丁目１１番１７号

城島歯科医院

0835-24-4242

周陽歯科医院

0835-23-3197

なごみ歯科クリニック

防府市田島３３１－２
防府市大字新田５９０－３

0835-28-0753
防府市大字植松５５９－１ コスパ防府メディカルビル 1 Ｆ

深野歯科医院

0835-22-0757

山野歯科医院

0835-38-0619

まりふ歯科・こども歯科
右田歯科医院

防府市栄町１－６－１１
防府市牟礼今宿２丁目２３－１６

0835-22-9192
防府市新田１丁目８－３

0835-24-0123
防府市新田７７５－７

※１

宇部・⼩野⽥地域

（宇部市・山陽小野田市・美祢市）
愛歯科診療所

0836-58-5880
宇部市大字東岐波５６８７－５

ＡＱＵＡ石井歯科 ※２ 0836-37-1717
宇部歯周再生インプラントクリニック 宇部市松山町４丁目８－２０

0836-41-4182
宇部市厚南中央五丁目７番２０号

0836-33-5585

おかの歯科医院

宇部市島２丁目４－１７－１０２

0836-51-8383

おさき歯科医院

宇部市西岐波神楽田１３４６－１４

おりたりゅうじ歯科医院

0836-51-6430
宇部市西岐波大沢４５６０－６

0836-32-1658

梶井歯科医院

宇部市居能町２丁目９－３２

0836-22-0272

かねこ歯科医院

宇部市恩田町３丁目８－１９

※１

神原歯科医院 ※２

0836-37-0808
宇部市神原町２丁目１－６２

0836-22-3377

かわむら歯科

宇部市東平原２丁目７－１８

きわ歯科クリニック

0836-58-6607

さかむら歯科医院

0836-36-2636

しんたく歯科医院
椙山歯科医院

※１

宇部市東岐波５６２３－１
宇部市野中５丁目５－１

0836-35-1515
宇部市大小路１丁目１３－３３

0836-21-9568
宇部市松島町９－５

すみかわ歯科医院
第一歯科診療所

※１
※２

0836-58-0643
宇部市東岐波１０５２－１

0836-31-6427
宇部市常盤町２丁目４－１５

たかい歯科・ ※２
0836-54-0234
矯正歯科クリニック 宇部市大字西岐波２７７５－７
高野歯科医院
たなか歯科

※１

※１

0836-21-2312
宇部市東本町２丁目１－１２

トキワ歯科医院

※１

藤田歯科医院

0836-51-1141
宇部市今村北五丁目９番３６号

0836-37-0666
宇部市松山町１丁目７－２０

0836-21-2759
宇部市相生町６－２３

0836-34-3580

久野歯科医院
平木歯科医院

0836-44-3388
宇部市西宇部南２丁目１２番３２号

田村歯科

中務歯科医院

0836-34-1177
宇部市西梶返３丁目３－８

徳久歯科クリニック
※１ かかりつけの患者に限る
※２ 要相談

0836-51-6480
宇部市大字西岐波東原１２２７

宇部市南小羽山町２丁目２０－３
※１

0836-34-1118
宇部市琴芝町１丁目２－１６

0836-32-7000
宇部市沼２丁目１０－１６

ホワイト歯科

※１
※２

ふたまたせ歯科
前出歯科医院
松尾歯科クリニック
みさき歯科
村田デンタルクリニック
毛利歯科医院

0836-32-9373
宇部市南小羽山町一丁目１－４

0836-62-1212
宇部市大字木田字朝倉

0836-34-4100
宇部市中央町３丁目４－５

0836-36-6480
宇部市寿町３丁目７－１１

0836-37-2750
宇部市岬町１丁目９－２０－１

0836-39-8572
宇部市黒石北四丁目４番３５号

山下歯科医院

0836-58-2500

ユー歯科医院
あさ歯科クリニック
伊佐歯科医院
かねひろ歯科医院
公園通り歯科
嶋本歯科医院
しもかど歯科医院
すみれ歯科医院
田中デンタルクリニック
多原歯科医院
平木歯科医院
松永歯科医院
みはら歯科
竜王歯科
伊佐歯科診療所

はしもと歯科医院
みとう歯科医院
美祢歯科医院
みのだ歯科医院

0837-62-1716
美祢市秋芳町秋吉５３６８－２

08396-2-0199
美祢市美東町大田５３６５－１

08396-2-5656
美祢市美東町綾木２６４９－１

0837-53-0020
美祢市大嶺町東分３７５－１

0837-53-1838
美祢市伊佐町伊佐４８０８－１１

0836-32-2778
0836-67-0045

山内歯科 宇部

秋芳歯科医院

0837-52-1826
美祢市大嶺町東分沖田１３８４－１

宇部市小松原町２丁目１－２３

山﨑歯科医院

山根歯科医院

きじま歯科クリニック

宇部市船木９７９
宇部市東岐波区磯地

0836-21-5512
宇部市常盤町２丁目５－２５

0836-21-2415
宇部市開１丁目３－１

0836-64-5020
宇部市大字小野３９０２－１

0836-71-0418
山陽小野田市大字厚狭１０４２－１

0836-75-0555
山陽小野田市大字郡３１５８－３

0836-72-2466
山陽小野田市山野井１５８８－１４０

0836-39-6983
山陽小野田市千代町１－８－２６

0836-83-2098
山陽小野田市セメント町５－１０

0836-72-2772
山陽小野田市郡３９５－６

0836-74-8020
山陽小野田市郡３２６６－２９

0836-84-3600
山陽小野田市日の出３丁目１５－１６

0836-84-9060
山陽小野田市中川１丁目５－１２

0836-83-2631
山陽小野田市揥山１丁目５－５

0836-83-3511
山陽小野田市北竜王町１－２４

0836-83-0333
山陽小野田市北竜王町８－１０

0836-88-2929
山陽小野田市須恵東３５６７－４

0837-52-0814
美祢市伊佐町伊佐４８４３

萩地域

（萩市・阿武町）

あおぞら歯科医院

0838-26-4182

ありた歯科

0838-22-4321

石川歯科医院

0838-22-1246

井上歯科医院

0838-25-1687

いまだ歯科医院

0838-26-2771

大谷歯科医院

0838-22-0527

おか歯科

0838-22-8241

澤村歯科医院

0838-22-1223

すえます歯科医院

0838-21-4525

高雄歯科クリニック
田万川歯科診療所
登城歯科医院
ないとう歯科医院
仁保歯科医院
土原歯科医院

萩市御許町１２３
萩市椿２７４５－３
萩市吉田町１６
萩市東田町２７
萩市今古萩町５８
萩市下五間町３６
萩市土原２８８－１８
萩市江向３区４０６
萩市椿東１０６８－３

0838-22-1548
萩市御許町４２－１ アトラス萩店１F

08387-2-0062
萩市大字下田万１０３６

0838-26-2525
萩市椿東平方２９３４－１０

0838-25-4145
萩市平安古町２１２－２

08387-6-3007
萩市大字須佐４５７９－１

0838-25-0380
萩市土原字川島沖田４８８－３

細田歯科医院

08388-8-0677

まつうら歯科医院

0838-26-1182

萩市高佐下３２－１０
萩市古魚店町２７－１

0838-26-1222

まつお歯科医院

萩市椿東３１３７－２０－３

見島歯科診療所

0838-23-3325

南崎歯科医院

0838-22-3718

村上歯科医院

0838-25-2828

村田歯科医院

0838-22-1729

もんでん歯科医院

0838-22-0016

萩市見島３５番地の２
萩市椿２９７６－４
萩市唐樋町８６
萩市大字浜崎町２４
萩市今古萩町１５

08388-2-2065

和田歯科医院

阿武郡阿武町奈古２８５６－１

井上歯科医院
植田歯科菊川診療所
植田歯科医院
王喜歯科医院
岡歯科医院
加藤歯科医院
亀山歯科医院
クズヤマ歯科

⻑⾨地域

（長門市）

0837-22-6527

上野歯科医院

0837-32-2555

財満歯科医院

長門市油谷河原１１１０－１

0837-22-0803

杉山歯科医院

佐々木歯科医院

長門市東深川１１７６－２

0837-22-6480

田中歯科医院

重田歯科医院

長門市東深川緑ヶ丘９０６－１

丹下歯科仙崎診療所

0837-26-0051

なかむら歯科

0837-22-2188

新藤歯科医院

長門市仙崎１１０８
滝部歯科医院

長門市東深川１３７０－１

0837-22-4542

徳永歯科クリニック

長門市東深川９０１－１

西村歯科医院

0837-26-2200

藤井歯科医院

0837-32-0037

藤本歯科医院

小西歯科診療所

長門市西深川４０８２－１

重田歯科医院

西嶋歯科医院

くぼ歯科

登根歯科医院

長門市仙崎１０８７－６６
なかがわ歯科医院

長門市油谷新別名９９３－１１

0837-34-0380
0837-37-2356

吉村歯科医院

0837-43-1706

相沢歯科医院

西嶋歯科医院

ひまわり歯科医院

（下関市）
廣田歯科医院

アイリス歯科
083-255-3030
インプラントクリニック 下関市伊倉新町４丁目４－３９

083-254-1800
下関市川中豊町１－３－５

083-231-1182
下関市細江町１丁目３－２

083-261-0418
下関市彦島本村町６－１５－７ 田中ビル２Ｆ

083-228-1155
下関市後田町２丁目１番４２号

083-776-5118
下関市豊浦町大字宇賀７２６９－４１

083-246-1533
下関市長府金屋町５－１５

083-246-1121
下関市長府亀の甲１－３－１

083-786-1818
下関市豊北町神田１２２２－１

083-222-2245
下関市上田中町２丁目７－１５

083-766-0202
下関市豊田町矢田２３７－５

083-782-0191
下関市豊北町大字滝部２９７０－１

083-258-0909
下関市横野町３丁目５－７

083-266-8011
下関市彦島江の浦町１丁目７－２

083-255-0330
下関市武久町１丁目１９－１７

083-766-0039

長門市三隅下１４８４

下関市南部町２３－３

083-281-0091
下関市王喜本町３丁目１７－１５

中村歯科診療所

長門市日置上６０９２

083-222-2004

083-766-0200
下関市豊田町大字矢田１１４－１

083-253-5331

西嶋歯科医院

下関地域

083-287-0073
下関市菊川町大字下岡枝１６９

なかしま歯科医院

長門市油谷向津具下３１２７－１

村岡歯科医院

083-245-0841
下関市長府土居の内町１－１６

下関市熊野西町８－３５
下関市豊田町矢田２７１

083-245-4677
下関市長府印内町１－１４

083-258-0094
下関市安岡駅前１丁目８－１６

083-775-2088
下関市豊浦町大字吉永１４４３－５

083-258-4181
下関市安岡町１丁目１０－１４

ファミリー矯正歯科
Kirara

下関市川中豊町１－４－２２

福田歯科医院

083-246-2210

083-251-0488
下関市長府中浜町４－６

083-782-1669

藤井歯科医院

山口歯科医院

下関市豊北町滝部３４１０－１

083-222-0221

藤井歯科診療所

山口歯科医院

下関市竹崎町３丁目８－２３

083-222-9304

藤田歯科医院

山本歯科医院

下関市竹崎町２丁目１１－６

083-233-4778

帆足歯科医院

芳川歯科医院

下関市上田中町２－２１－２

083-222-5542
下関市細江町１丁目６－７

083-774-0088
下関市豊浦町小串石堂７－１４１

083-256-1482
下関市秋根南町１丁目１－２６

083-222-9943
下関市上新地町３丁目６－５

山口県在宅歯科保健医療連携室
山口県では 「山口県在宅歯科保健医療連携室」 を開設いたしました。
歯科医院へ通院できない寝たきり状態の方で治療を希望される場合
は、 歯科医院の紹介などを行いますのでご相談ください。
歯科医師や歯科衛生士が自宅 ・ 施設 ・ 病院などに訪問して歯科治療
やお口のトラブルなどに対応いたします。

◎岩国地区在宅歯科保健医療連携室
【岩国市・和木町】

◎宇部・小野田地区在宅歯科保健医療連携室
【宇部市・山陽小野田市・美祢市】

〈受付時間 月曜日～金曜日 ： ９時３０分～１６時〉

〈受付時間 月曜日～金曜日 ： ９時～１７時〉

☎ ： 0827-23-0020

☎ ： 0836-31-0876

岩国市麻里布町４丁目７－４ 大安ビル２Ｆ

宇部市琴芝町２丁目６－１４

◎柳井地区在宅歯科保健医療連携室
【周防大島町・柳井市・田布施町・平生町・上関町】

◎萩地区在宅歯科保健医療連携室
【萩市・阿武町】

〈受付時間 月・火・水・金：９時～１７時 木：９時～１２時〉

〈受付時間 月曜日～金曜日 ： ９時３０分～１７時〉

☎ ： 0820-22-8018

☎ ： 0838-22-2385

柳井市中央２丁目２－２０

萩市大字平安古町２０８番地１

◎周南地区在宅歯科保健医療連携室
【周南市・下松市・光市】

◎長門地区在宅歯科保健医療連携室
【長門市】

〈受付時間 月～金 ： ９時～１７時 土 ： ９時～１２時３０分〉

〈受付時間 月・火・水・金：９時～１７時 木：９時～１２時〉

☎ ： 0834-32-1717

☎ ： 0837-22-8090

周南市今宿町３－５５

長門市東深川１３７０－１ なかむら歯科医院内

◎山口県在宅歯科保健医療連携室
【山口市・防府市】

◎下関地区在宅歯科保健医療連携室
【下関市】

〈受付時間 月曜日～金曜日 ： ９時～１７時〉

〈受付時間 月曜日～金曜日 ： ９時～１７時〉

☎ ： 083-928-1108

☎ ： 083-234-8020

山口市吉敷下東一丁目４番１号

下関市貴船町三丁目１番３７号

（山口県歯科医師会口腔保健センター内）

山口県健康福祉部 健康増進課 ・ 公益社団法人 山口県歯科医師会
〒753-8501 山口市滝町 1-1
TEL 083-933-2950 FAX 083-933-2969

〒753-0814 山口市吉敷下東一丁目 4 番 1 号
TEL 083-928-8020 FAX 083-928-8025
平成２９年３月発行

