
松山市節目歯周病検診登録医療機関一覧表

医療機関名 住　　所 電話番号 医療機関名 住　　所 電話番号

あ 愛歯科診療所 余戸南4-9-13 971-4548 か かめのこ歯科クリニック 土居田町633-5 973-6006

あいはら歯科クリニック 朝生田町4-4-32 910-0727 菅歯科医院 北条辻󠄀1443-6 992-1170

相原歯科医院 南高井町1698-1 994-6480 き きくち歯科クリニック 安城寺町963-5 995-8004

アガタ歯科 内宮町583 978-0801 来住歯科 来住町961-1 975-8811

アクア歯科クリニック 南梅本町甲1263-5 955-6666 北久米どい歯科 北久米町217-2 955-6480

淺井歯科 北梅本町665-2 976-3164 木花歯科医院 勝山町2-9-18 943-8787

アップル歯科医院 南江戸5-4-8 926-1811 木原歯科医院 山越5-16-10 925-0180

い いい歯科クリニック 余戸南5-13-25 972-8811 きはら歯科クリニック 西垣生町539-4 971-4180

いいお歯科医院 井門町1337 958-7388 木村歯科 南久米町567-5 970-1800

いけだ歯科クリニック 内宮町甲15-1 978-1188 吉良歯科 山越3-6-7 924-7834

いざさ歯科医院 道後北代6-11 925-1489 きらきら歯科クリニック 道後喜多町7-10 907-6888

石井歯科 居相1-12-9 956-4227 金亀歯科クリニック 越智3-5-22 956-6400

石岡歯科医院 和泉北1-7-8 941-0211 く 忽那歯科医院 柳井町3-6-5 932-5155

石川歯科医院 溝辺町甲323-12 977-6555 蔵原歯科クリニック 花園町6-2 941-8858

石崎歯科医院 湊町2-2-1 921-3904 グリーン歯科クリニック 小村町331-1 963-4180

いずみや歯科医院 北土居3-12-7 914-8118 くりの木歯科医院 宮西1-5-12　グランディア宮西1F 994-5800

いだい歯科 下伊台町1045-16 977-7650 黒川歯科医院 畑寺2-7-5 932-8020

板野歯科医院 桑原5-1-5 946-2202 こ 光洋台デンタルクリニック 小川甲200-1 994-3777

いちかわ歯科クリニック 三津3-4-27 953-5222 児玉歯科 石風呂町1-10 952-0500

いちろう歯科クリニック 森松町523-1 907-1616 是沢歯科医院 畑寺4-11-32 976-1148

井手歯科 北条辻󠄀1352 992-0026 こんどう歯科クリニック 枝松5-5-31　スカイレジデンス1Ｆ 932-4618

伊藤歯科 余戸東4-1-1 974-0204 さ 西林寺前歯科医院 南高井町1413-3 975-3005

いなば歯科医院 東野5-4-6 977-3777 サウス歯科医院 北土居3-7-8 905-0888

いのうえ歯科 立花3-3-45　アイエム立花ビル1F 968-1820 坂田歯科医院 勝山町1-15-8 932-0953

今松歯科クリニック 中央1-15-45-2 994-8148 崎岡歯科 生石町593 933-0800

いろは歯科クリニック 大街道2-6-4 948-1688 佐古歯科医院 谷町192-2 978-4431

う うつみ歯科 南久米町658-1 975-1332 佐々木歯科 鷹子町243-8 970-1234

うらす梅本歯科 西垣生町254-8 965-3355 サトウ歯科 小坂4-18-32 945-6480

お 大井歯科クリニック 三番町4-7-12-101号 921-1607 さとし歯科クリニック 朝生田町6-1-26 947-8811

大内歯科医院 東長戸2-9-20 922-1184 し 市駅前歯科クリニック 湊町5-5-3 907-4617

おおうち矯正歯科クリニック 千舟町4-3-1 910-2385 四国がんセンター 南梅本町甲160 999-1111

大街道歯科 大街道3-5-4 933-2071 篠崎歯科 樽味4-6-20 934-1818

大谷歯科矯正歯科 和泉南6-2-6 957-3252 しばた歯科 北斎院町784-8 952-0418

おおつか歯科クリニック 余戸南4-9-38 968-8383 清水歯科医院 東方町甲1262-1 963-1441

大野歯科医院 一番町2-9-1 941-2720 清水歯科医院 苞木甲8-3 994-1181

大野晶一郎歯科 古三津2-16-16 953-2418 城北やの歯科クリニック 山越1-3-9 917-7878

おおもり歯科 一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル6F 907-8217 しろくま歯科 久米窪田町877-1 909-4690

小笠原歯科 堀江町甲917-10 978-0008 す 末光歯科医院 久米窪田町675-1 976-6480

岡田歯科医院 太山寺町880-1 979-6482 杉浦歯科医院 土居田町846-2 974-0400

おかだ歯科クリニック 土手内96-3 992-2000 すこやか歯科 北井門2-21-26 957-8817

小栗歯科 小栗2-3-24 934-2750 鈴木歯科医院 東野2-5-28 977-3047

尾崎歯科医院 上野町甲206-1 963-1020 須之内歯科医院 平和通1-5-33 924-5207

おはら歯科医院 保免中2-2-14 972-6480 せ 関谷歯科医院 南斎院町951-8 972-1315

おひさま歯科クリニック 余戸中4-16-18 972-0135 関谷栄歯科医院 高岡町178-3 965-2388

か 柿原歯科医院 南梅本町甲1145 976-2222 そ そめじ歯科医院 竹原2-6-13 935-5556

かとう歯科 高岡町209-3 972-7878 そらとくも歯科 溝辺町455-6 977-1839

かどた歯科 久米窪田町166-5 990-3313 そらまめ歯科クリニック 束本1-5-30 998-6411

カナザキ歯科 南梅本町甲878-5 970-4182 た 太山寺歯科 太山寺町1155-1 978-5454

カネコデンタルオフィス 湊町4-2-5 934-4618 高須賀歯科医院 東長戸4-2-5 923-6480

かみおか歯科 清水町3-177-3 925-2112 たかた歯科 末広町13-1 934-0008

亀田歯科医院 木屋町3-13-19 922-3331

５０音順：令和５年１月５日現在の情報です

（裏面へつづく）
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た たかのこ歯科 鷹子町550-10 990-8888 ふ フォレスト歯科クリニック 湯渡町10-25 993-5995

高橋歯科医院 北条辻󠄀92-2 993-0122 福岡歯科医院 三津2-12-20 951-6464

武田歯科医院 平井町2270　ヴィラクレール1Ｆ 975-9099 ふたば歯科クリニック 南斎院町56-2 989-1184

武西歯科医院 北井門1-10-12 957-8841 ふな歯科クリニック 道後湯月町4-14 943-0118

田中英央歯科医院 高浜町1-1425-1 952-1616 ふなき歯科 中村2-2-8 947-6480

たなべ歯科クリニック 南吉田町1801-6 974-8111 ふみお歯科クリニック 高木町111-1 978-9888

たにもと歯科 和泉南1-16-23 957-0002 へ 平和歯科クリニック 平和通5-6-2 911-0820

田渕歯科医院 大手町2-6-23　大手町ビル2F 921-2250 ほ 星の岡歯科医院 星岡4-3-7 957-8241

玉井歯科医院 岩崎町1-8-24 932-8381 堀内歯科医院 和泉北2-5-15 935-8888

タマダ歯科 東垣生町599-1 989-8148 ほりえ歯科 堀江町甲1495-5 960-4618

玉乃井歯科医院 高岡町429-1 971-8288 堀本歯科 柳原332 993-1474

垂水歯科 余戸南4-16-2 972-1611 ホワイト歯科 若葉町8-40 953-5252

つ 束本歯科 枝松5-1-22 941-5555 ま 前田歯科医院 東石井6-7-26 905-8123

辻󠄀田歯科医院 新石手270-4 977-8211 まこと歯科クリニック 福角町538-10 978-7677

つづき歯科医院 南久米町69-5 976-1314 正岡歯科医院 古川北1-10-26 958-5522

ツバキ歯科 居相3-1-9 957-6480 まさと歯科クリニック 愛光町4-1 917-6060

て 寺川歯科クリニック 湊町6-2-2　ミツワ市駅西ビル1F 948-3381 馬嶋歯科 河原町2-11 941-2398

と 土井歯科 山西町917 953-3122 増田歯科医院 道後町1-6-36 947-1731

とちぎ歯科医院 松ノ木2-819-3 951-5522 松田ビルファミリー歯科医院 萱町1-5-10 松田歯科ビル 934-8541

友近歯科医院 大街道3-3-5 921-2057 松友歯科クリニック 古三津2-2-12 952-8214

どんぐり歯科クリニック 西長戸町297-1 989-5838 松廣歯科医院 平和通6-7-3 925-1700

な なおる歯科 平和通2-5-12 925-2696 松村歯科医院 三番町5-1-9 932-3300

永井歯科 西石井2-13-38 957-5544 松本歯科医院 鷹子町836 976-8011

永木歯科 土居田町289-3 974-2400 松本歯科医院 河野別府192 993-3166

中村歯科医院 空港通6-11-6 971-9192 松山市民病院 大手町2-6-5 943-1151

浪瀧歯科医院 三番町3-4-4 921-2917 丸尾歯科医院 天山3-9-31 931-5551

に 西岡歯科医院 千舟町1-3-8 943-5818 み 三木歯科医院 小栗5-4-1 947-8500

西田歯科医院 本町4-2-5 925-2012 水木歯科 東石井3-1-3 905-1515

の ノエルクリニック心臓血管外科歯科 本町6-3-3 925-8811 みずもと歯科クリニック 土居町845-1 905-2911

野村歯科 大手町1-12-6 931-6090 三瀬歯科医院 三番町6-4-1 921-0277

は パークサイド歯科 岩崎町2-11-10 986-7888 みちだ矯正小児歯科　 大手町1-8-4 921-4500

パールデンタルクリニック 馬木町2242 979-7755 みなと歯科医院 中島大浦3035-6 997-1070

白水台歯科クリニック 白水台1-2-1 926-8810 南さや歯科医院 南斎院町883 973-9523

ＨＡＫＵデンタルクリニック 井門町376 909-3391 味生歯科医院 別府町216-7 951-6886

はじめ歯科医院 古川北3-14-17 905-1177 みやうち歯科 北久米町1101-1 958-0808

長谷川歯科医院 美沢2-6-23 925-7600 みやた歯科 福音寺町41-1 976-2022

長谷川歯科医院 北条771-7 992-3768 宮部歯科 祝谷6-1188 925-8241

はなみずき歯科 古川北1-19-16 905-7823 宮本歯科 土橋町20-8 945-6489

浜歯科医院 木屋町3-2-3 922-8856 も 森原歯科医院 森松町274-3 956-0067

はまだ歯科 北土居1-1-29 956-6480 もりもと歯科クリニック 保免西2-2-20 965-1184

はまもと歯科 桑原1-9-9 932-6607 や 矢野歯科 持田町3-2-14 947-3939

はやし歯科 石手4-4-4 913-6480 山越歯科クリニック 山越4-4-35　エクセル丸栄2Ｆ 923-8241

ひ 日浅歯科医院 味酒町3-8-1 934-8640 山崎歯科医院 祝谷2-6-1 925-8939

ひさみつ歯科クリニック 鹿峰5-1 994-3880 山﨑歯科医院 下難波甲474-1 992-1080

ひでき歯科医院 朝生田町2-9-33 947-1230 山地歯科医院 和泉北2-14-10 913-1571

日野歯科医院 南町1-6-29 921-3213 山本歯科医院 三津3-7-15 951-0077

日野満歯科医院 勝山町2-4-1 931-6633 やんべ歯科 鴨川1-5-25 923-3212

ひめ歯科クリニック 姫原2-6-11 924-0888 ゆ ユー歯科 和泉南4-6-25 914-8500

兵頭歯科 西長戸町402-11 925-8148 雄新歯科 小栗7-1-18 941-0648

ひろ歯科医院 北斎院町32-68 965-2311 よ よしず歯科クリニック 樽味2-1-19 934-1296

ふ フェニックス歯科 西石井5-12-7 905-0418 ら ライフ歯科クリニック 来住町1267-1 970-2299

５０音順：令和５年１月５日現在の情報です






