
在宅訪問歯科診療協力医　一覧表

岩国地域

岩国市藤生町１丁目２７－２０

岩国市麻里布町７丁目２－３

岩国市由宇町南２丁目１－３６

岩国市今津町２－１０－２７

岩国市保津町２丁目１５－１－１

岩国市周東町下久原１５６０－１

岩国市三笠町１丁目３－１３

岩国市岩国３丁目１５－１

岩国市南岩国町３丁目２４－１９

岩国市麻里布町３丁目５－１８

岩国市山手町１丁目２－１６

岩国市中津町１丁目２３－１８

岩国市多田９６９－１

岩国市岩国２丁目２－２４

岩国市錦町広瀬６７０７－７

岩国市由宇町中央２丁目９－１

岩国市南岩国町２丁目７８番３６号

岩国市玖珂町６０５３番地

岩国市尾津町２丁目１８－３

岩国市玖珂町５０６３

岩国市麻里布町３丁目４－１０

岩国市元町３丁目１０－１６

岩国市車町２丁目１６－４８

岩国市南岩国町３丁目３１－２５

岩国市山手町１丁目２４－１２

岩国市黒磯町１丁目１－２２

岩国市周東町下久原２４０３－１

岩国市由宇町中央２丁目７－２６

岩国市由宇町由宇崎５－１

岩国市昭和町２丁目５－１４

岩国市美和町渋前１３３７

岩国市立石町２－２－３６　ＢＳビル１Ｆ

岩国市周東町下久原１１４７－６

岩国市中津町２丁目１３－８

岩国市門前町３－２２－１６

岩国市車町２丁目７－２６

Yasuda dental clinic west
岩国市錦見４－８－９

（岩国市・和木町）



柳井地域

大島郡周防大島町大字平野２６９－３２

大島郡周防大島町小松２０９－３

大島郡周防大島町小松６８２－１２

大島郡周防大島大字久賀４７１５－８

大島郡周防大島町小松開作１４３－２３

大島郡周防大島町西方１６４１－３

大島郡周防大島町小松５４９－１

柳井市柳井津４２８

柳井市南町３丁目１－１

柳井市中央２丁目１３－１５

柳井市柳井４７０８－５

柳井市天神１６番２１号

柳井市中央２丁目２－２０

柳井市新市４－２３

岩国市錦町広瀬６６７８

岩国市玖珂町８０２－３

岩国市山手町１丁目９－１８　スオミハイツ1Ｆ

岩国市岩国２丁目１７－２７

岩国市玖珂町８５７－３

岩国市三笠町２丁目１－２１

玖珂郡和木町和木１丁目１４－１０

玖珂郡和木町和木２丁目３－１９

周防大島町・柳井市・

田布施町・平生町・上関町

柳井市伊保庄高須５０４３－４７

柳井市神代４１８３－１６

柳井市新庄３０７－８

柳井市柳井４７４２－１

柳井市中央 ２丁目１－１８

柳井市伊陸６７１４

柳井市中央１丁目１０－２０

柳井市柳井１５３６－５

熊毛郡平生町大字平生村６０５－４

熊毛郡田布施町下田布施９３７－１２

熊毛郡田布施町大字下田布施６９３－１５

熊毛郡平生町曽根２３５４－３６

熊毛郡平生町竪ヶ浜７７７－４

熊毛郡田布施町下田布施８６７－１

熊毛郡田布施町中央南３－４

熊毛郡上関町大字長島６０２－２

熊毛郡田布施町波野２１６５－６

周南地域

周南市政所１丁目１３－１１

周南市大神３丁目４－８

周南市桜木 １丁目８－１９

周南市三番町３丁目２２

周南市宮の前２丁目８－１０

（周南市・下松市・光市）



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

周南市周陽２－１－３－１０７

周南市高水原１丁目３－１９

周南市大字久米３２０１－１

周南市代々木通り１－８

周南市大字徳山字御弓丁４１８１

周南市橋本町１丁目３５

周南市大字下上字上野２０３２

周南市新清光台２丁目８－１

周南市大字戸田２８４８－２

周南市清水２丁目３－４

周南市久米中央五丁目４番１号

周南市栗屋７９７－３

周南市新地町１２－３５

周南市古泉２丁目１６－６

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

周南市昭和通り１丁目１０番地

周南市住崎町６－１７

周南市桜木１丁目５－１

周南市銀座１丁目８番地 銀座ｾﾝﾀ－ﾋﾞﾙ２Ｆ

周南市大字櫛ヶ浜１３４－１

周南市公園区５８５９－８

周南市楠木２丁目１４－８

周南市有楽町３０－２

周南市中央五丁目８番１号

下松市栄町２－５－６

下松市大手町１丁目２－８－１０１

下松市せせらぎ町２－７－１

下松市東陽４丁目２１－６

下松市北斗町６－２

下松市美里町３丁目９－６

下松市藤光町１－１０－３１

下松市西市二丁目３番３１号

下松市中市１丁目１０番３２号

下松市望町２丁目１２－２４

下松市大字末武上１０７７－１０

下松市穂積町４丁目２－１５

下松市南花岡６丁目９－１２

下松市大字西豊井字殿ヶ浴６４５－２

下松市栄町１丁目８－２１

下松市駅南二丁目５番１号

下松市琴平町２－７－２８

下松市古川町４丁目１－５

下松市西柳２丁目２－３５

下松市せせらぎ町三丁目７番３号

光市浅江３丁目２５－９

光市虹ヶ丘１丁目５－３７

光市島田１－２－１７

光市光井４丁目３４－８

光市室積新開２丁目３－１



⼭⼝・防府地域

山口市小郡黄金町１４番８号

山口市小郡黄金町７－６６

山口市小郡大正町８－８

山口市平井１６７１－１

山口市大内矢田北二丁目１－２

山口市小郡長谷１丁目１－１

山口市吉敷中東３丁目１３－１１

山口市江崎２２２４－５

山口市天花１丁目３－２２

山口市平井６２２

山口市朝田９０２－７

山口市鋳銭司下中津５６７２－１

山口市道場門前１丁目１－１８ どうもんパークビル２Ｆ

山口市大内矢田北一丁目１８－２５

山口市阿東徳佐下４２－１

（山口市・防府市）

山口市小郡新町四丁目２番２１号

山口市小郡明治北１丁目１２－５

山口市大内矢田南一丁目１９番２０号

山口市松美町６－３１

山口市小郡下郷１１２４－３

山口市阿知須４８１７－１２

山口市小郡新町六丁目３番１号

山口市平井３７７－６

山口市秋穂東６２６８

山口市葵１丁目１－３

山口市香山町６－２４

山口市金古曽町１－３

山口市平井１３９６－６

山口市糸米１丁目１－１３

山口市小郡下郷９３５

山口市阿知須４８３９－２

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

山口市中央４丁目１番１号

山口市湯田温泉２－２－１２

山口市大内長野山鼻４７４－７

山口市中河原町２－３０

山口市鋳銭司５９５８－３

山口市大内御堀３８０２－１

山口市吉敷上東２丁目３番１０号

山口市小郡下郷１６２６－１３

光市光井９丁目１０－１０

光市宮ノ下町１１－６

光市岩田２３４６－１

光市中央５丁目１１－７

光市室積４丁目１－１

光市岩田２４８３－６

光市上島田３－１０－１５



宇部・⼩野⽥地域宇部・⼩野⽥地域

宇部市大字東岐波５６８７－５

宇部市大字中野開作字五ノ割４１５－３

（宇部市・山陽小野田市・美祢市）

宇部市松山町４丁目８－２０

宇部市厚南北一丁目８番５－１０１号

宇部市大字西岐波東原１２２７

宇部市昭和町４丁目１－１７

宇部市厚南中央五丁目７番２０号

宇部市島２丁目４－１７－１０２

宇部市則貞６丁目２－１１

宇部市西岐波神楽田１３４６－１４

宇部市居能町２丁目９－３２

宇部市恩田町３丁目８－１９

宇部市神原町２丁目１－６２

宇部市東平原２丁目７－１８

宇部市東岐波５６２３－１

宇部市五十目山町１６－４２

宇部市五十目山町１２－４１

宇部市大小路１丁目１３－３３

宇部市松島町９－５

宇部市東岐波１０５２－１

宇部市常盤町２丁目４－１５

宇部市大字西岐波２７７５－７

宇部市西宇部南２丁目１２番３２号

宇部市東本町２丁目１－１２

宇部市松山町１丁目７－２０

宇部市相生町６－２３

宇部市西岐波大沢４５６０－６

宇部市山門４丁目１番１号

宇部市南小羽山町２丁目２０－３

山口市葵町２丁目９番３１号

山口市古熊３丁目７１２番１

山口市黒川５７２－４

山口市葵２丁目２－３０

山口市鰐石町５番２０号

山口市嘉川３５９８－２

防府市高倉２－５－３５

防府市東松崎町４－２６－２

防府市高井５２５－２

防府市仁井令１０４７－８

防府市大字高井５４４

防府市緑町一丁目１１番１７号

防府市田島３３１－２

防府市大字新田５９０－３

防府市大字植松５５９－１ コスパ防府メディカルビル 1 Ｆ

防府市栄町１丁目６－１１

防府市牟礼今宿２丁目２３－１６

防府市新田１丁目８－３

防府市車塚町９－３４

※１ かかりつけの患者に限る※１ かかりつけの患者に限る

※２ 要相談※２ 要相談

※１※１

※２※２

※１※１

※１※１

※１※１

※１※１

※１※１

※１※１

※１※１

※１※１

※２※２

※２※２

※２※２



宇部市琴芝町１丁目２－１６

宇部市沼２丁目１０－１６

宇部市大字木田字朝倉

宇部市中央町３丁目４－５

宇部市寿町３丁目７－１１

宇部市岬町１丁目９－２０－１

宇部市黒石北四丁目４番３５号

宇部市小松原町２丁目１－２３

宇部市船木９７９

宇部市東岐波３７９７－４

宇部市常盤町２丁目５－２５

宇部市開１丁目３－１

宇部市大字小野３９０２－１

山陽小野田市大字厚狭１０４２－１

山陽小野田市大字郡３１５８－３

山陽小野田市山野井１５８８－１４０

山陽小野田市千代町１－８－２６

山陽小野田市中央２丁目４－１９

山陽小野田市く し山１－１７－２０

山陽小野田市中川１丁目５－１２

山陽小野田市揥山１丁目５－５

山陽小野田市北竜王町８－１０

美祢市伊佐町伊佐４８４３

美祢市大嶺町東分沖田１３８４－１

美祢市秋芳町秋吉５３６８－２

美祢市大嶺町東分字前川２９０－８

美祢市美東町大田５３６５－１

萩地域

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

萩市大字樽屋町５５番地

萩市大字下田万１０３６

萩市椿東平方２９３４－１０

萩市平安古町２１２－２

萩市大字須佐４５７９－１

萩市土原字川島沖田４８８－３

萩市高佐下３２－１０

萩市古魚店町２７－１

萩市椿東３１３７－２０

（萩市・阿武町）

美祢市美東町綾木２６４９－１

美祢市大嶺町東分３７５－１

美祢市伊佐町伊佐４８０８－１１

※１※１



⻑⾨地域

長門市西深川４０８２－１

長門市油谷河原１１１０－１

長門市東深川１１７６－２

長門市東深川緑ヶ丘９０６－１

長門市仙崎１１０８

長門市東深川１３７０－１

長門市東深川９０１－１

長門市仙崎１０８７－６６

長門市油谷新別名９９３－１１

長門市油谷向津具下３１２７－１

長門市三隅下１４８４

（長門市）

下関地域

下関市王司川端１－５－１

下関市長府土居の内町１－１６

（下関市）

下関市菊川町大字下岡枝１６９

下関市豊田町大字矢田１１４－１

下関市王喜本町３丁目１７－１５

下関市川中豊町１－３－５

下関市細江町１丁目３－２

下関市吉見本町２丁目１－１５

下関市秋根南町１丁目６－９

下関市後田町２丁目１番４２号

下関市長府金屋町５－１５

下関市長府亀の甲１－３－１

下関市豊北町神田１２２２－１

下関市上田中町２丁目７－１５

下関市横野町３丁目５－７

下関市豊田町矢田２７１

下関市長府印内町１－１４

下関市今浦町１０－２７

下関市長府中浜町４－６

下関市長府松原町４－９

下関市竹崎町３丁目８－２３

下関市竹崎町２丁目１１－６

下関市細江町１丁目６－７

下関市豊浦町小串石堂７－１４１

下関市細江町１－２－３

下関市秋根南町１丁目１－２６

下関市上新地町３丁目６－５

萩市見島３５－２

萩市椿２９７６－４

萩市唐樋町８６

萩市今古萩町１５

阿武郡阿武町奈古２８５６－１



山口県在宅歯科保健医療連携室

〈受付時間　月曜日～金曜日 ： ９時３０分～１６時〉

☎
岩国市麻里布町４丁目７－４　大安ビル２Ｆ

〈受付時間　月・火・水・金：９時～１７時　木：９時～１２時〉

☎
柳井市中央２丁目２－２０

〈受付時間　月～金：９時～１７時　土：９時～１２時３０分〉

☎
周南市今宿町３－５５

〈受付時間　月曜日～金曜日 ： ９時～１７時〉

☎
山口市吉敷下東一丁目４番１号
　（山口県歯科医師会口腔保健センター内）

〈受付時間　月曜日～金曜日 ： ９時～１７時〉

☎
宇部市琴芝町２丁目６－１４

〈受付時間　月曜日～金曜日 ： ９時３０分～１７時〉

☎
萩市大字平安古町２０８番地１

〈受付時間　月・火・水・金：９時～１７時　木：９時～１２時〉

☎
長門市東深川１３７０－１　なかむら歯科内

〈受付時間　月曜日～金曜日 ： ９時～１７時〉

☎
下関市貴船町三丁目１番３７号

〒753-8501　山口市滝町 1-1 〒753-0814　山口市吉敷下東一丁目 4 番 1 号
TEL 083-933-2950　FAX 083-933-2969 TEL 083-928-8020　FAX 083-928-8025

令和４年８月発行


