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1 いしみねクリニック 岡山市北区富田421-4
内科、心療内科、精
神科

伊志嶺　淳 086-206-3774

2 井上医院 岡山市北区大井2316 小児科・内科 久保　美佳 086-295-0014

3 井上医院 岡山市北区大井2316 外科・内科 久保　陽司 086-295-0014

4 えばらクリニック 岡山市北区加茂15-3 内科・消化器内科 江原　弘貴 086-287-3300

5 大橋内科医院 岡山市北区一宮144-2 内科 大橋　基 086-284-5552

6 岡山県精神科医療センター 岡山市北区鹿田本町3-16 精神科 児玉　匡史 086-225-3821

7 岡山県精神科医療センター 岡山市北区鹿田本町3-16 精神科 中村　有香 086-225-3821

8 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町2-25 心療科・神経科 坂井　玲子 086-252-2211

9 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町2-25 内科 近藤　淳 086-252-2211

10 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 神経内科 出口　健太郎 086-737-3000

11 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 内科 今城　健二 086-737-3000

12 岡山赤十字病院 岡山市北区青江2-1-1 精神科 中島　誠 086-222-8811

13 岡山赤十字病院 岡山市北区青江2-1-1 脳神経外科 神原　啓和 086-222-8811

14 岡山大学病院 岡山市北区鹿田町2-5-1 精神科神経科 寺田　整司 086-223-7151

15 岡山大学病院 岡山市北区鹿田町2-5-1 精神科神経科 藤原　雅樹 086-223-7151

16 岡山中央病院 岡山市北区伊島北町6-3 脳神経外科 平野　一宏 086-252-3221

17 岡山中央病院 岡山市北区伊島北町6-3 脳神経内科 林　泰明 086-252-3221

18 岡山東部脳神経外科病院 岡山市北区牟佐96-1 脳神経外科 宮崎　修平 086-229-1188

19 川口メディカルクリニック 岡山市北区大供2-2-16
内科、消化器内科、
放射線科

川口　光彦 086-222-0820

20 川崎医科大学総合医療センター 岡山市北区中山下2-6-1 心療科 和迩　健太 086-225-2111

21 河田病院 岡山市北区富町2-15-21 精神科 赤木　直子 086-252-1231

22 河田病院 岡山市北区富町2-15-21 精神科 平尾　明彦 086-252-1231

23 かわだファミリークリニック 岡山市北区東古松3-2-23
内科、小児科、呼吸
器内科

河田　一彦 086-222-2838

24 小塚内科 岡山市北区磨屋町10-20 内科 小塚　彰 086-232-8376

25 新あしもりクリニック 岡山市北区下足守1905-1 内科 生長　豊健 086-295-9500

26 心臓病センター榊原病院 岡山市北区中井町2-5-1 糖尿病内科、内科 清水　一紀 086-225-7111
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27 たなかクリニック 岡山市北区本町5-20 高島屋東館4F 心療内科、精神科 田中　有史 086-223-2261

28 つばさクリニック岡山 岡山市北区奉還町1-7-7 内科・小児科 中川　ふみ 086-254-0283

29 中津クリニック 岡山市北区西古松237-127 神経内科 中津　武志 086-245-3773

30 中平眼科クリニック
岡山市北区高柳西町16-13 TMC ﾋﾞﾙ
4F

眼科 中平　洋政 086-256-0419

31 中村産婦人科医院 岡山市北区表町3-17-33 産婦人科 中村　淳一 086-232-7893

32 難波医院 岡山市北区御津金川983
内科、循環器内科、小児
科、リハビリテーション科 難波　経豊 086-724-0008

33
脳神経外科・内科・眞壁クリニッ
ク

岡山市北区中仙道1-21-17
脳神経外科、リハビリ
テーション科、外科 眞壁　哲夫 086-201-5222

34 のぞみクリニック 岡山市北区神田町１丁目9-46 内科、整外 小林　豊 086-227-5080

35 飛岡内科医院 岡山市北区中山下2-8-30 内科 飛岡　宏 086-233-1188

36 平松医院 岡山市北区磨屋町9-5
内科、呼吸器内科、
皮膚泌尿器科 平松　順一 086-232-1070

37 山下クリニック 岡山市北区楢津394-1 内科 堀井　誠 086-284-5511

38 渡辺医院 岡山市北区吉備津1022-6 内科 渡辺　淳一 086-287-7232

39 いぬい医院 岡山市中区高島新屋敷381-4
内科、胃腸科、小児
科、皮膚科 福岡　英明 086-275-1507

40 江森内科・循環器科 岡山市中区中井1-3-15 内科、循環器科 江森　哲郎 086-275-7474

41 おかもと内科小児科診療所 岡山市中区浜356-1 内科、小児科 岡本　一徳 086-271-2655

42 岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町8-10 内科 佐藤　航 086-272-2121

43 岡山旭東病院 岡山市中区倉田567-1 神経内科 北山　通朗 086-276-3231

44 岡山旭東病院 岡山市中区倉田567-1 脳神経外科 土井　章弘 086-276-3231

45 岡山旭東病院 岡山市中区倉田567-1 脳神経内科 永井　太士 086-276-3231

46 岡山旭東病院 岡山市中区倉田567-1 脳神経内科 濱口　敏和 086-276-3231

47
おかやま内科　糖尿病・健康長
寿クリニック

岡山市中区中納言町4-31 内科 小川　大輔 086-272-1439

48
おかやま内科　糖尿病・健康長
寿クリニック

岡山市中区中納言町4-31 内科 小川　紀雄 086-272-1439

49 岡山脳神経内科クリニック 岡山市中区江崎104-16 脳神経内科 柏原　健一 086-230-1015

50 岡山博愛会病院 岡山市中区江崎456-2 内科 中尾　一志 086-274-8101

51 岡山東中央病院 岡山市中区倉田677-1 内科 眞鍋　良二 086-276-3711

52 おまち整形外科医院 岡山市中区雄町281-6 整形外科、神経科 山脇　康正 086-278-3300
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53 きくち脳神経外科内科クリニック 岡山市中区関436-7 脳神経外科 菊池　陽一郎 086-237-8585

54 旭竜クリニック 岡山市中区中島70-1 内科 大藤　嘉洋 086-275-6768

55 旭竜クリニック 岡山市中区中島70-1 内科 菅原　茂昭 086-275-6768

56 旭竜クリニック 岡山市中区中島70-1 内科 八木　覚 086-275-6768

57 小林クリニック 岡山市中区倉田324-61 内科 西村　晋輔 086-274-1700

58 たかはしクリニック 岡山市中区湊491-2
精神科､心療内科､内
科､神経内科 高橋　理枝 086-277-1105

59 てらだ内科クリニック 岡山市中区円山1018-3 内科その他 寺田　亮 086-277-0005

60 畑クリニック 岡山市中区原尾島3-14-37 消化器内科、内科 畑　貴子 086-272-7117

61 原尾島クリニック 岡山市中区原尾島3-8-16 内科 白髭　明典 086-271-3777

62 あおい在宅クリニック 岡山市東区可知4−3−7 内科・循環器内科 岡本　陽地

63 石井内科クリニック 岡山市東区神崎町105-1 内科 石井　純一 086-946-2030

64 井上内科小児科医院 岡山市東区東平島921-1 内科 井上　裕史 086-297-9333

65 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山市東区瀬戸町沖343 胃腸科、外科 岩藤　知義 086-952-1166

66 うえおか内科医院 岡山市東区瀬戸町江尻1360-5
内科・小児科・皮膚
科・アレルギー科

松尾　潔 086-952-5665

67 宇治医院 岡山市東区西大寺中3-3-24 内科 宇治　秀樹 086-942-2158

68 岡村一心堂病院 岡山市東区西大寺南２-1-7 総合診療科・外科 上野　　滋 086-942-9900

69 岡村一心堂病院 岡山市東区西大寺南2-1-7 内科 岡村　暢大 086-942-9919

70 岡山西大寺病院 岡山市東区金岡東町1-1-70 総合診療科 大西　学 086-943-2211

71 岡山西大寺病院 岡山市東区金岡東町1-1-70 総合診療科 小林　直哉 086-943-2211

72
岡山東部脳神経外科東備クリ
ニック

岡山市東区瀬戸町光明谷203-1
神経内科、脳神経
外科

滝澤　貴昭 086-952-5252

73
岡山東部脳神経外科東備クリ
ニック

岡山市東区瀬戸町光明谷203-1 脳神経外科 浮田　直也 086-952-5252

74
岡山東部脳神経外科東備クリ
ニック

岡山市東区瀬戸町光明谷203-1 脳神経外科 野口　泰宏 086-952-5252

75 宿毛診療所 岡山市東区宿毛741-5 内科 大和　隆明 086-946-1035

76 津田内科小児科医院 岡山市東区古都南方2815-1 内科・小児科 津田　隆史 086-278-4123

77 藤田病院 岡山市東区西大寺上3-8-63 内科 藤田　琢也 086-943-6555

78 間阪内科 岡山市東区瀬戸町瀬戸185-2 内科 間阪　拓郎 086-952-1717
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79 吉井外科内科クリニック 岡山市東区瀬戸町沖210 外科 吉井　荘哲 086-952-3331

80 あいの里クリニック 岡山市南区大福950-6
内科、精神科、神経
科

生田　福郎 086-281-6622

81 池田医院 岡山市南区彦崎2801-1 内科 重松　照伸 086-362-3100

82 うちおグリーンクリニック 岡山市南区内尾463 外科、循環器科 青景　和英 086-282-5722

83 岡山ひだまりの里病院 岡山市南区北浦822-2 藤田　文博 086-267-2011

84 岡山ひだまりの里病院 岡山市南区北浦822-2 本田　肇 086-267-2011

85 慈圭病院 岡山市南区浦安本町100-2 精神科 池田　智香子 086-262-1191

86 慈圭病院 岡山市南区浦安本町100-2 精神科 石津　秀樹 086-262-1191

87 慈圭病院 岡山市南区浦安本町100-2 精神科 住友　佳代 086-262-1191

88 重井医学研究所附属病院 岡山市南区山田2117 内科 荒木　俊江 086-282-5311

89 重井医学研究所附属病院 岡山市南区山田2117 内科、消化器科 真鍋　康二 086-282-5311

90 岡山労災病院 岡山市南区築港緑町1-10-25
病理診断科・臨床検
査

園部　宏 086-262-0131

91 若宮老人保健センター 岡山市南区箕島3566-1 内科 光宗　泉 086-281-0861

92 渡辺医院 岡山市南区彦崎2869-8 内科 渡邉　謙太郎 086-362-0363

93 渡辺医院 岡山市南区彦崎2869-8 内科 渡辺　清一郎 086-362-0363

94 味野医院 倉敷市児島駅前1-103 精神科 池上　陽子 086-472-8877

95 いなだ医院 倉敷市玉島柏島920-106 内科、小児科 稲田　俊雄 086-525-0600

96 いわもとクリニック 倉敷市上東1056-1 内科 岩本　泰明 086-464-3111

97 おおしも内科 倉敷市中畝2-8-21 内科 大下　恭弘 086-476-2630

98 おか内科耳鼻科 倉敷市児島稗田町1957 内科 岡　秀行 086-472-7780

99 片山内科クリニック
倉敷市寿町1-26　マツダパーキングビ
ル1階

内科、神経内科 片山　禎夫 086-422-0753

100 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 神経内科 久徳　弓子 086-462-1111

101 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 心療科 石原　武士 086-462-1111

102 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 臨床腫瘍科 山村　真弘 086-462-1111

103 倉敷シティ病院 倉敷市児島阿津2-7-53 内科 東　俊宏 086-472-7111

104 倉敷シルバーナーシングホーム 倉敷市児島柳田町355-1 内科 中山　朝夫 086-473-8810
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105 倉敷仁風ホスピタル 倉敷市中島2340-23 精神科 藤原　裕章 086-465-2430

106 倉敷スイートホスピタル 倉敷市中庄3542-1 内科 松木　道裕 086-463-7111

107 倉敷スイートホスピタル 倉敷市中庄3542-1 内科 高杉　幸司 086-463-7111

108 倉敷スイートホスピタル 倉敷市中庄3542-1 内科、リウマチ科 江澤　和彦 086-463-7111

109 倉敷第一病院 倉敷市老松町5丁目3-10 内科 坂口　孝作 086-424-1000

110 倉敷中央病院 倉敷市美和1-1-1 神経内科 北口　浩史 086-422-0210

111 倉敷中央病院 倉敷市美和1-1-1 精神科 大島　悦子 086-422-0210

112 倉敷平成病院 倉敷市老松町4-3-38 神経内科 涌谷　陽介 086-427-1111

113 コープリハビリテーション病院 倉敷市水島東千鳥町1-60 内科 飯塚　文朗 086-444-3212

114 コープリハビリテーション病院 倉敷市水島東千鳥町1-60 内科 渡邉　悟志 086-444-3212

115 コープリハビリテーション病院 倉敷市水島東千鳥町1-60
リハビリテーション
科

鍛本　真一郎 086-444-3212

116 佐藤医院 倉敷市水島西常盤町10-24 内科、小児科 佐藤　正浩 086-446-0123

117 しげい病院 倉敷市幸町2-30 神経内科 辻　拓司 086-422-3655

118 柴田病院 倉敷市玉島乙島6108-1 内科 平田　紘一 086-526-7870

119 たかや内科小児科 倉敷市中島2769-1 内科 髙谷　泰正 086-466-0550

120 田嶋内科 倉敷市児島柳田町862 内科 田嶋　憲一 086-474-3310

121 玉島協同病院 倉敷市玉島柏島5209-1 内科 清水　順子 086-523-1234

122 玉島協同病院 倉敷市玉島柏島5209-1 内科 進藤　真 086-523-1234

123 玉島協同病院 倉敷市玉島柏島5209-1 内科 中桐　慎太郎 086-523-1234

124 玉島協同病院 倉敷市玉島柏島5209-1 内科 中田　芙美恵 086-523-1234

125 玉島協同病院 倉敷市玉島柏島5209-1 内科 道端　達也 086-523-1234

126 玉島中央病院 倉敷市玉島阿賀崎2-1-1 脳神経外科 櫻井　勝 086-526-8111

127 茶屋町在宅診療所 倉敷市茶屋町360-12 内科、精神科 亀山　有香 086-429-0033

128 特別養護老人ホームみどり荘 倉敷市神田2-3-5 内科 田中　真樹 086-444-6521

129 内科いこいの家 倉敷市児島小川町9-1-46 内科 田嶋　利恵 086-474-3320

130 なごみクリニック 倉敷市新倉敷駅前5-220 精神科 鎌田　豪介 086-441-1753
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131 新見脳神経外科医院 倉敷市児島稗田町1822 脳神経外科 新見　仁寿 086-474-2200

132 野上内科医院 倉敷市児島味野6-1-10 内科 野上　和加博 086-473-3356

133 はばら内科ハートクリニック 倉敷市西阿知町西原1074-1 内科・循環器内科 羽原　誠二 086-454-8151

134 福嶋医院　倉敷駅前診療所 倉敷市阿知2-14-8 外科 木曽　昭光 086-441-7337

135 藤戸クリニック 倉敷市藤戸町藤戸1573-1 内科 秋山　正史 086-428-8572

136 藤戸クリニック 倉敷市藤戸町藤戸1573-1 内科 古川　丈文 086-428-8572

137 藤戸クリニック 倉敷市藤戸町藤戸1573-1 内科 平尾　健一 086-428-8572

138 プライムホスピタル玉島 倉敷市玉島750-1 内科 櫛田　隆太郎 086-526-5511

139 プライムホスピタル玉島 倉敷市玉島750-1 脳神経外科 大川　元久 086-526-5511

140 プライムホスピタル玉島 倉敷市玉島750-1 脳神経外科 鎌田　昌樹 086-526-5511

141 まさよし内科小児科クリニック 倉敷市福田町浦田2391 内科、小児科 正吉　豊久 086-455-9848

142 松田外科胃腸科医院 倉敷市児島下の町9-11-30 外科 古屋　泰雄 086-472-7383

143 松田病院 倉敷市鶴形1-3-10 整形外科 松田　和実 086-422-3550

144 水島協同病院 倉敷市水島南春日町1-1 精神科 岡田　理之 086-444-3211

145 水島第一病院 倉敷市神田2-3-33 内科 田中　志幸 086-444-5333

146 やまな内科整形外科 倉敷市児島下の町10-2-12 整形外科 行廣　成史 086-472-3012

147 やまな内科整形外科 倉敷市児島下の町10-2-12 内科 山本　桂三 086-472-3012

148 わきや内科クリニック 倉敷市笹沖608-3 内科 脇谷　勇夫 086-421-5547

149 石川病院 津山市川崎554-5 内科 石川　恵理 0868-26-2188

150 石川病院 津山市川崎554-5 内科 石川　泰祐 0868-26-2188

151 勝北診療所 津山市杉宮14-2 内科 平井　伸典 0868-29-2324

152 勝北診療所 津山市杉宮14-2 内科、小児科 平井　龍三 0868-29-2324

153 積善病院 津山市一方140 精神科 近藤　啓子 0868-22-3166

154 津山中央クリニック 津山市二階町65 皮膚科 宮本　亨 0868-22-6113

155 津山中央病院 津山市川崎1756 内科 柘野　浩史 0868-21-8111

156 津山中央病院 津山市川崎1756 脳神経外科 小林　和樹 0868-21-8111
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157 日本原病院 津山市日本原352 神経内科 左野　和彦 0868-36-3311

158 日本原病院 津山市日本原352 内科 森　崇文 0868-36-3311

159 青井医院 玉野市宇野2-32-7 心療内科、精神科 青井　一展 0863-21-4370

160 井上内科医院 玉野市玉2-12-10 内科 渡邉　正俊 0863-21-2074

161 河口医院 玉野市宇野5-1-1 精神科 河口　礼子 0863-32-5144

162 河口医院 玉野市宇野5-1-1 精神科 西平　幸恵 0863-32-5144

163 近藤医院 玉野市東田井地1398 内科、外科 近藤　潤次 0863-41-1061

164 猪木医院 笠岡市十一番町1-7 内科 猪木　篤弘 0865-62-3737

165 きのこエスポアール病院 笠岡市東大戸2908 精神科 藤川　顕吾 0865-63-0727

166 きのこエスポアール病院 笠岡市東大戸2908 精神科 三木　知子 0865-63-0727

167 きのこエスポアール病院 笠岡市東大戸2908 精神科 横田　修 0865-63-0727

168
長尾整形外科リハビリテーション
科

井原市西江原町867-1 整形外科 長尾　知之 0866-62-2510

169 アキクリニック 総社市中央3-11-102
整形外科、外科、内科、リ
ハビリ科、もの忘れ関係 藤井　秀昭 0866-94-1208

170 あさのクリニック 総社市中央2-3-5 内科、老年精神科 浅野　直 0866-93-8808

171 こころ診療所 総社市中央6-15-108 精神科、心療内科 中田　謙二 0866-31-5561

172 高杉こどもクリニック 総社市井手585-1 内科 菊本　健一 0866-94-8839

173 長野病院 総社市総社2-22-43 呼吸器内科 築山　邦規 0866-92-2361

174 長野病院 総社市総社2-22-43 循環器内科 山﨑　正俊 0866-92-2361

175 藤井クリニック 総社市駅南2丁目17-1 内科 藤井　基弘 0866-31-7616

176 森下病院 総社市駅前1-6-1 外科 森下　紀夫 0866-92-0591

177 大杉病院 高梁市柿木町24 形成外科 大杉　育子 0866-22-5155

178
こころの医療たいようの丘ホスピ
タル

高梁市落合町阿部2200 精神科神経科 兒玉　昌純 0866-22-2217

179 成羽病院 高梁市成羽町下原301 内科 藤原　洋平 0866-42-3111

180 まつうらクリニック 高梁市成羽町下原1004-1 内科 松浦　隆彦 0866-42-2315

181 三村医院 高梁市巨瀬町5085-1 脳神経外科 三村　恭永 0866-25-9010

182 太田病院 新見市西方426 内科 太田　隆正 0867-72-0214
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183 哲西町診療所 新見市哲西町矢田3604 内科 土井　浩二 0867-94-9224

184 新見市大佐診療所 新見市大佐小阪部1470 内科 廹田　秀治 0867-98-2500

185 渡辺病院 新見市高尾2278-1 外科 遠藤　彰 0867-72-2123

186 渡辺病院 新見市高尾2278-1 外科 溝尾　妙子 0867-72-2123

187 木村内科 備前市伊部1491 内科 木村　和陽 0869-64-3497

188 草加病院 備前市西片上1122 内科 草加　勝康 0869-64-3811

189 下野内科外科 備前市木谷220-1 内科 下野　玄英 0869-67-2335

190
備前市国民健康保険市立吉永
病院

備前市吉永町吉永中563-4 外科 中野　秀治 0869-84-2120

191
備前市国民健康保険市立吉永
病院

備前市吉永町吉永中563-4 外科 荻野　健次 0869-84-2120

192 びぜんメンタルクリニック 備前市伊部1259-1 精神科 浦上　敬仁 0869-64-2900

193 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 瀬戸内市邑久町山田庄845-1 内科 浅海　昇 0869-22-1234

194 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 瀬戸内市邑久町山田庄845-1 内科 加原　健冶 0869-22-1234

195 瀬戸内りょうま医院 瀬戸内市邑久町尾張1341-20 内科、泌尿、外科 原　雅弘 0869-22-2800

196 長田医院 瀬戸内市邑久町豊原341-2 内科 長田　建 0869-22-0001

197 那須医院 瀬戸内市邑久町大窪13-3 内科 那須　正紀 0869-22-0140

198 まつした医院 瀬戸内市邑久町尻海7-1 内科 松下　昭夫 0869-22-0006

199 あかいわファミリークリニック 赤磐市河本1143 内科 光嶋　猛 086-955-9251

200 越宗医院 赤磐市西窪田523-1 外科 越宗　龍一郎 086-957-3035

201 幸ヶ峯クリニック 赤磐市 長尾１６１ 内科 湯本　泰弘 086-955-0815

202 森クリニック 赤磐市周匝728-1 神経内科 森　昌忠 086-954-4747

203 イケヤ医院 真庭市久世2926-3 内科 池田　文昭 0867-42-0122

204 勝山病院 真庭市本郷1819 外科 竹内　義明 0867-44-3161

205 向陽台病院 真庭市上市瀬368 精神科 田中　和芳 0867-52-0131

206 さくもとクリニック 真庭市上水田3804-1 内科、外科 作本　修一 0866-52-4833

207 はら内科クリニック 真庭市久世2399-1 内科、小児科 原　明史 0867-45-7885

208
真庭市国民健康保険湯原温泉
病院

真庭市下湯原56 外科、内科 野村　修一 0867-62-2221
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209 宮島医院 真庭市月田6840 内科 宮島　啓人 0867-44-2403

210 田尻病院 美作市明見550-1 内科 窪田　淳一 0868-72-0380

211 原医院 美作市豊国原363-2 内科 河合　謹豪 0868-72-8100

212 美作市立大原病院 美作市古町1771-9 内科 塩路　康信 0868-78-3121

213 美作市立作東診療所 美作市江見280 内科 遠藤　順朗 0868-75-2772

214 金光病院 浅口市金光町占見新田740 内科 小川　さえ子 0865-42-3211

215 中西医院 浅口市寄島町7543-11 内科 中西　由理 0865-54-2324

216 ナガヒロ医院 浅口市鴨方町鴨方1837-1
内科、小児科、呼吸
器科

永廣　格 0865-44-5665

217 にいつ耳鼻咽喉科医院 浅口市鴨方町鴨方1645-1 耳鼻咽喉科 新津　純子 0865-45-9211

218 福嶋医院 浅口市寄島町3072 内科 福嶋　啓祐 0865-54-3177

219 ほかま医院 浅口市金光町占見新田1166-1 内科 外間　朝夫 0865-42-6616

220 みわ記念病院 浅口市金光町佐方80-1 内科 柚木　昌 0865-42-5000

221 北川病院 和気郡和気町和気277 外科 北川　堯之 0869-93-1141

222 北川病院 和気郡和気町和気277 内科 宮本　勉 0869-93-1141

223 小谷医院 和気郡和気町和気480 内科 小谷　重光 0869-93-0555

224 木村医院 都窪郡早島町早島1469 内科 木村　丹 086-482-0028

225 神経内科クリニックなんば 都窪郡早島町若宮3541-15 神経内科 難波　玲子 086-483-1701

226 南岡山医療センター 都窪郡早島町早島4066 神経内科 坂井　研一 086-482-1121

227 南岡山医療センター 都窪郡早島町早島4066 神経内科 田邊　康之 086-482-1121

228 礒川内科医院 浅口郡里庄町新庄1388 内科 礒川　正史 0865-64-2001

229 国定病院 浅口郡里庄町浜中93-141 精神科 北村　吉宏 0865-64-3213

230 にいつクリニック 浅口郡里庄町大字新庄2929-1 内科 新津　頼一 0865-64-3622

231 たかつま荘 小田郡矢掛町矢掛2695-2 内科 河内　和久 0866-83-1500

232 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695 内科 徐　揚 0866-82-1326

233 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695 内科 名部　誠 0866-82-1326

234 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695 内科 眞鍋　憲幸 0866-82-1326
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235 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695 外科 村上　正和 0866-82-1326

236 武田医院 苫田郡鏡野町入48-1 内科 武田　正彦 0868-54-0552

237 芳野病院 苫田郡鏡野町吉原312 外科 藤本　宗平 0868-54-0312

238 大村医院内科小児科医院 勝田郡勝央町勝間田220-2 内科 大村　晃一 0868-38-2058

239 奈義ファミリークリニック 勝田郡奈義町豊沢292-1 内科、小児科 松下　明 0868-36-3012

240 近藤クリニック 久米郡久米南町下弓削389-1 内科・外科 近藤　健介 086-728-3233

241 亀乃甲診療所 久米郡美咲町原田3154-1 内科 岩本　博通 0868-66-1000

242 塚本内科医院 加賀郡吉備中央町円城855 内科 塚本　眞言 0867-34-0037

242
(1)矢掛町国民健康保険病院
(2)森下病院
(3)大谷病院

(1)小田郡矢掛町矢掛2695
(2)総社市駅前1-6-1
(3)津山市田町33

精神科、老年科、内
科

國政　郁哉
(1)0866-82-1326
(2)0866-92-0591
(3)0868-22-9381

243
(1)岡山赤十字病院
(2)向陽台病院

(1)岡山市北区青江二丁目1番1号
(2)真庭市上市瀬368

(1)精神神経科
(2)精神科

佐藤　由樹
(1)086-222-8811
(2)0867-52-0131


