
市町村 医療機関名 住所 電話番号 特記事項

松江市 青戸歯科医院 北堀町225 21-3868

(0852) あさひな歯科 東出雲町揖屋2120-2 67-3303

足立歯科医院 山代町486-4 25-5100

安部歯科クリニック 大庭町104-19 31-7001

あま歯科クリニック
宍道町佐々布208-35 
ショッピングスクエアベル内

66-7278

いしいデンタルクリニック 大庭町1802-3 61-1414

板倉歯科医院 矢田町32-１ 27-3240

医療法人　井上幸歯科医院 春日町579-3 31-1180

上田歯科医院 殿町102 21-2798

内田歯科医院 西川津町666-2 27-8899

（医）江角歯科医院 邑生町667-2 34-0539

えみ歯科クリニック 大庭町1813-5 67-6805

医療法人　大町歯科医院 幸町803-30 24-5678

大町泰樹歯科医院 佐草町195-1 31-3990 12月は健診不可

おすか歯科医院 黒田町23-4 28-5858

恩田啓歯科医院 東朝日町209-7 26-5808

鹿島歯科診療所 鹿島町恵曇1 82-2833

片岡歯科医院 学園１丁目4-43 20-6678

勝部歯科クリニック 幸町828-14 23-8143

かなおか歯科医院 美保関町森山650-36 72-3833 ６月～８月は健診不可

蒲池歯科医院 比津が丘4-2-2 21-0703

神庭歯科医院 上乃木7-6-5 67-5555

くるみ歯科医院 西尾町1-11 61-6263

医療法人　ぐんじ歯科医院 古志原4-19-10 27-8181

ケンゾー歯科医院　酒井 上乃木9-12-2 31-1800

古賀歯科医院 浜乃木2-14-18 27-8110

児島歯科 島根町大芦2176-1 85-3360

さいとう歯科 秋鹿町3201-3 88-2601

しかた矯正・小児・歯科医院 灘町1-9 21-4632 ８月健診不可

清水歯科 嫁島町15-20 33-7833

令和元年度　後期高齢者歯科口腔健診　実施医療機関一覧表
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松江市 しらつき歯科医院 学園1-16-63 27-7776

(0852) 末森歯科医院 西川津町2693-22 55-2828

そのだ歯科クリニック 乃木福富町301-4 61-3388

高木歯科医院 東出雲町揖屋1228-3 52-2220

医療法人　多田歯科医院 東奥谷町243-10 25-5515

田中歯科医院 西持田町362-12 26-5290

JCHO 玉造病院 玉湯町湯町1-2 62-1609 水曜日・金曜日不可

医療法人　辻歯科医院 南田町147-1 24-4582

医療法人　歯科　恒松医院 東津田町1181 24-0201

としひろ歯科 東出雲町揖屋2227-1 67-5523

なかはた歯科医院 東本町2-59 22-1754

なかもと歯科・矯正歯科 竹矢町1761 67-2518
土曜日は健診不可
１６時まで対応

（医）にしきしんまち歯科 東出雲町錦新町2-3-1 52-7800

野坂歯科医院 八雲町日吉333-200 54-1788

のつ歯科 田和山町147-4 60-1182

医療法人淡公会
浜田歯科医院

砂子町201-2 24-2435

ひとみ歯科 灘町13-1 21-2860

深田歯科医院 宍道町宍道382 66-1646

福本歯科医院 玉湯町湯町1981-1 62-0648

藤井歯科医院 殿町248 21-2545

医療法人　松浦歯科医院 西浜佐陀町388 36-7140 午前のみ対応

松江記念病院　歯科口腔外科 上乃木3丁目4-1 27-8111

松江市立病院歯科口腔外科 乃白町32-1 60-8120

松江生協歯科クリニック 西津田7-14-21 26-0444

真理渡部歯科クリニック 殿町111 松江センチュリービル１F 23-4182

水野歯科クリニック 殿町32 24-3183

三原歯科クリニック 下東川津町26-2 22-4182

三原歯科医院 末次町50 21-3072

八束歯科クリニック 八束町波入1523-3 76-3666

山本歯科クリニック 南田町93-4 67-1841

𠮷川歯科クリニック 古志原2-22-32 25-9208
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松江市 ヨシダデンタルオフィス 堂形町735 26-5353

(0852)
医療法人煌星会
よしの歯科クリニック

玉湯町湯町422-2 33-7654

ワタナベ歯科 東忌部町645-5 33-9003

浜田市 青笹歯科医院 朝日町7-12 23-0641

(0855) 石橋歯科医院 京町27 22-0143

大山歯科医院 旭町今市384-11 45-0048

岡本歯科 田町1470 22-1440 衛生士在院時のみ対応

医療法人　梶原歯科医院 朝日町53-1 22-0662

小松原歯科医院 長沢町3112-3 22-0155

こんどう歯科医院 治和町イ89-7 24-7373

斎藤歯科医院 三隅町西河内479-5 32-0042
月・火・金・土の診
療時間内（水・木・
日・祝は休診日）

杉本歯科医院 国分町2304 28-3311 平日午前のみ対応

竹田歯科医院 周布町イ434-1 27-1032

たけはら歯科クリニック 相生町4215 23-3698

田中歯科金城医院 金城町下来原1541-6 42-0823

ながうら歯科 片庭町90-1 23-0880

長野歯科医院 熱田町796-4 27-0585

かずあきデンタルクリニック 長沢町118-8 22-2719

西島歯科医院 京町36-2 22-1548

医療法人　口福会　パール歯科 黒川町4229-3 23-3988

みやもと歯科医院 新町1-5 22-0960

山根歯科医院 三隅町三隅1325-1 32-0145

出雲市 医療法人　あい歯科クリニック 矢野町160-1 24-8020

(0853) いずも歯科クリニック 姫原2-8-11 31-4618

いとう歯科クリニック 塩冶町1011-3 25-0418

井原歯科医院 斐川町荘原2855-2 72-6610

岩﨑歯科医院 佐田町八幡原185-11 85-2000

えのもと歯科 神門町1388-4 23-3455

医療法人島根勤労者医療協会 
塩冶歯科診療所

塩冶有原町4丁目79 23-3205 10月～12月健診不可

医療法人  塩冶川田歯科医院 塩冶町766-5 23-3133
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出雲市 おおの歯科医院 多伎町多岐877-6 86-2900

(0853) オガワ歯科医院 今市町842-40 23-5590

小田川歯科医院 大社町北荒木1195-4 53-3550

医療法人政信会   
おやま歯科医院

小山町142-3 22-6480

かとう歯科クリニック 稲岡町18-1 25-1520 午後２時以降対応

医療法人　かわと歯科
かわと歯科医院

稲岡町33-7 24-2228

倉塚歯科医院 塩冶町2076 22-7302

クローバー歯科 渡橋町1066ｲｵﾝﾓｰﾙ出雲１F 25-9386

けんこう歯科医院 佐田町八幡原1307-2 85-2500

小池歯科医院 大社町杵築南864-1 53-2417

こう歯科医院 浜町字若宮340-1 24-8839

郷原歯科医院 平田町5345-2 63-4182

兒玉歯科医院 古志町876-1 21-1998

さいとう歯科医院 塩冶神前6-4-9 22-4180
月曜日から金曜日
午前中のみ対応

佐和歯科医院 大津町2098-9 21-1060 土曜日不可

島田歯科医院 平田町903-13 63-4660

角歯科医院 大社町杵築東491 53-2032

そう歯科医院 平田町1630 63-0888

高橋歯科医院 大社町杵築東399 53-2284

田中歯科医院 大津町626-4 22-6679

たなか歯科医院 斐川町上直江3089 73-8155

田原歯科医院 知井宮町1281-2 21-8270

医療法人　 
歯科恒松医院

平田町2260-33 63-2405

歯科恒松医院 今市町北本町4-4-9 23-6680

医療法人 手銭歯科医院 大社町北荒木334-1 53-5205

どうぜん歯科医院 平田町7705 62-9188

医療法人 円明会
直江歯科診療所

斐川町上直江978-2 72-0159

医療法人　中澤歯科医院 大塚町782-4 24-2020

医療法人　 
和　いのうえ歯科

西平田町92-1 63-3477

なんば歯科医院 斐川町富村1959-1 73-8030

にこらい歯科クリニック出雲 塩冶善行町12-2中村ビル１階 25-7170
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出雲市 はやし歯科クリニック 大津町1652 23-8214

(0853) 原歯科医院 斐川町学頭693-2 72-0616

医療法人政信会   
ひかわ歯科医院

斐川町直江4780 72-0909

樋野歯科 大津新崎町1-46-7 22-0331

ひで歯科医院 駅南町1-9-3 20-8870

ひまわり歯科 斐川町上直江2514-20 72-5123

ひらた歯科クリニック 白枝町560-1 23-8888

ふじえ歯科医院 大津新崎町5-74 22-7080

ふじえ歯科・矯正歯科クリニック 松寄下町713 21-0297 午前中のみ対応

ママレイド歯科 白枝町1196-5 23-1184 午前中のみ対応

みしま歯科医院 小山町296-5 21-6293

医療法人社団
みやまつ歯科クリニック

斐川町併川1636-16 72-4185

めぐみ歯科 大津朝倉1-14-1 24-4182

矢野歯科医院 高岡町500-2 21-0402

山田歯科医院 斐川町荘原2215-1 72-9502

山本歯科医院 下古志町700-5 22-1405

わかば歯科医院 平田町2260-20 63-1310

益田市
医療法人歯徳会　 
伊東歯科医院益田診療所

有明町1-21 22-8150

(0856) 大庭歯科医院 須子町20-38 23-6222

大畑歯科医院 あけぼの西町12-1 23-2755

医療法人　社団　 
大森歯科医院

乙吉町イ89-10 23-1997

おむら歯科医院 駅前町31-24 22-5120

かもしま歯科 かもしま西町2-12 32-3132

医療法人河広会   
河野歯科医院

幸町1-3 22-1067

こころ歯科 遠田町326-2 27-0939

ことぶき歯科医院 幸町4-71 24-0770

斎藤歯科医院 駅前町9-18 22-0379

斎藤歯科医院 横田町426-6 25-1513

医療法人　しらがみ歯科 久城町911-2 31-0202

澄川歯科医院 美都町仙道911-1 52-7118
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益田市 大同歯科医院 幸町3-37 23-0167

(0856) 中島歯科医院 高津5-14-24 23-7418
午前９時～１０時の
み対応（診療日にご
注意願います。）

匹見歯科診療所 匹見町匹見イ-1166 56-0202

万葉歯科医院 高津町1-37-24 24-2500

美都歯科診療所 美都町都茂1165-1 52-2544

歯科　緑ヶ丘クリニック 高津6丁目16-30 24-2266

みゆき歯科 染羽町4-35 31-2272

医療法人良歯会 
椋歯科医院

駅前町5-11 22-2210

安村歯科医院 下本郷町177-2 23-7717

大田市 あおば歯科医院 大田町吉永柳ヶ坪1551-1 86-7717

(0854) 石田歯科 大田町大田イ449-1 82-0705 午前中のみ対応

（医）泉慈会　 泉歯科医院 仁摩町仁万524-1 88-3881

医療法人社団　優仁会　 
大澤歯科医院

久手町刺鹿2418 82-8905

大庭歯科医院 祖式町1082-1 85-2700

医療法人　おごし歯科医院 久手町刺鹿708-4 82-0520

景山デンタルクリニック 大田町大田イ636-1 83-7707

楫野歯科医院 大田町大田口335 乙 82-0714

デンタル・アート・クリニック 大田町大田口979-1 84-0321

中村歯科クリニック 長久町長久イ281-1 82-1182

ニコライ歯科医院 大田町大田イ193-1 82-3322
水曜日・土曜日
午後不可

西村歯科医院 波根町1341-1 85-8621

秦歯科医院 大田町大田ハ100-4 82-3811

もりわき歯科クリニック 大田町大田イ244-2 84-8020

(0855) 前田歯科医院 温泉津町小浜イ10-9 65-1502

安来市 島田歯科クリニック 安来町1225-1 23-0823

(0854) 高橋歯科医院 広瀬町広瀬884-1 32-2751

医療法人　社団　たんぽぽ歯科医院 広瀬町広瀬1904-1 32-2061

仲佐歯科医院 安来町1624 22-1515

長谷川歯科診療所 南十神町27 23-2146

長谷川歯科医院 安来町1130-11 22-2508
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安来市
医療法人　社団　 
日立記念病院　歯科

安来町1278-5 22-2180

(0854) ベル歯科医院 伯太町安田1687-1 37-0081

吉田歯科医院 安来町1901-1 22-2126

医療法人　吉田歯科クリニック 飯島町409-1 23-1323

江津市 佐々木歯科医院 和木町606-24 52-0811

(0855) 菅田歯科医院 都野津町2365-1 53-0150

多田歯科医院 都野津町2283-4 53-0736

永井歯科医院 嘉久志町イ1299-1 52-0123

平下歯科医院 江津町809-6 52-2149

ふじい歯科クリニック 敬川町1181-16 53-4366

雲南市 青木歯科医院 加茂町加茂中855-1 49-8800

(0854) 医療法人　社団　足立歯科 三刀屋町三刀屋1066-2 45-2717

磯遊歯科医院 大東町南村202-5 43-2267 土曜日午後のみ可能

井上歯科医院 木次町里方1013-1 42-0554

雲南市立病院附属掛合診療所 掛合町掛合1312 62-0135

医療法人　有愛会  落合歯科医院 掛合町掛合2150-10 62-0081

医療法人　有愛会　 
落合歯科医院　吉田分院

吉田町吉田2541 74-0849

さくら歯科クリニック 木次町新市29 42-0729

医療法人　社団　上代歯科 三刀屋町三刀屋1061 45-2024

だいさ歯科医院 三刀屋町三刀屋68-2 45-2666

医療法人　ドレミ歯科医院 大東町飯田785-1 43-6480 ７月・８月健診不可

野々村歯科医院 大東町大東2404-7 43-2457

秦野歯科医院 木次町下熊谷1541-1 42-0039 12月健診不可

もりわき歯科 木次町木次780-26 42-5838

医療法人　緑国会  山本歯科医院 加茂町加茂中1061-1 49-7105

奥出雲町 太田歯科クリニック 三成710-6 54-2600

(0854) 奥出雲歯科 三成1622-1 54-1218

高松歯科医院 横田746-1 52-2300

米山歯科医院 横田1128-2 52-2122 午前中のみ対応

飯南町 飯南町立飯南病院 頓原2060 72-0221

(0854) ふくま歯科医院 佐見768-8 72-1500
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川本町 原田歯科医院 川本527-5 72-0410

(0855) 槙平歯科医院 川本559-25 72-0510

美郷町 ひらた歯科医院 粕淵254 75-0103

(0855)

邑南町 公立邑智病院 中野3848-2 95-2111

(0855) 岸歯科医院 矢上28 95-0010

富永歯科医院 山田97-3 83-0145

瑞穂歯科クリニック 下田所155 83-1710

津和野町 オクダ歯科クリニック 町田イ273-1 72-2255 午前中のみ対応

(0856) 財間歯科医院 後田口120 72-0038

永田歯科医院 日原町257 74-0010

吉賀町
医）如水会 
おがさわら歯科

六日市411-3 77-3052
７月は健診不可、
８月～12月可。

(0856) こうの歯科医院 七日市478-1 78-2033

海士町
海士町 
 国民健康保険海士歯科診療所

海士1466 2-0315

(08514) 田口　耕歯科医院 福井1344-1 2-1616

西ノ島町 にしのしま歯科 浦郷544-15 6-1988

(08514)

知夫村
国民健康保険
知夫村歯科診療所

知夫村1106-3 8-2121

(08514)

隠岐の島町
隠岐広域連合立隠岐病院 
歯科口腔外科

城北町355 2-1356

(08512)
隠岐の島町国民健康保険 
五箇歯科診療所

郡584-1 5-2301

さいとう歯科診療所 西町八尾 2-3636

酒井歯科医院 西町吉田3-16-11 2-0606

つつみ DENTAL CLINIC 城北町435 3-0180

隠岐の島町国民健康保険 
都万歯科診療所

都万1773-1 6-2858

隠岐の島町国民健康保険 
中村歯科診療所

中村1541-4 7-4346
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