
医　　療　　機　　関　　名 開設者名 住　　　　　　所 主たる診療科

地域医療支
援病院開設
者との経営
上の関係

1 明穂整形外科 明穂政裕 鳥取市扇町１１－３ 整形外科 無

2 医療法人 安陪内科医院 安陪隆明 鳥取市吉方温泉３丁目８１１－２ 内科 無

3 石井内科小児科クリニック 石井泰史 鳥取市布勢３３２－４ 内科・小児科 無

4 医療法人 石谷小児科医院 石谷暢男 鳥取市上魚町１３番地 小児科 無

5 医療法人社団　乾 医 院 乾俊彦 鳥取市鹿野町鹿野１０９１－５ 内科・小児科 無

6 医療法人 井上医院 井上雅勝 鳥取市用瀬町用瀬４５７－６ 内科・外科 無

7 入江内科医院 入江宏一 鳥取市西町２丁目２１２ 内科 無

8 いわさわ医院 岩澤利典 鳥取市若葉台南６丁目２３－２６ 内科・小児科 無

9 岩美町国民健康保険岩美病院 小谷訓男 岩美町大字浦富１０２９番地２ 内科 無

10 大谷医院 大谷純 八頭郡八頭町宮谷２２１－５ 内科・小児科 無

11 太田原医院 太田原美子 鳥取市気高町宝木８２７－５ 内科・小児科 無

12 おか内科クリニック 岡新治 鳥取市江津４０７－２ 内科・漢方内科 無

13 おかだ内科 岡田克夫 鳥取市富安２丁目１４９ 内科 無

14 岡本医院 岡本欣也 鳥取市津ノ井２５８－２ 内科・小児科 無

15 おくだクリニック 奥田敏貴 岩美郡岩美町大谷２３７３－３ 内科 無

16 医療法人社団　尾崎医院 尾﨑眞人 八頭郡八頭町才代１５８－５ 内科 無

17 医療法人社団　尾﨑病院 尾﨑舞 鳥取市湖山町北２丁目５５５ 外科・内科 無

18 加藤医院 加藤達生 鳥取市用瀬町用瀬３８２ 内科・小児科 無

19 医療法人 北室内科医院 北室知巳 鳥取市西町３－１１０ 内科 無

20 くすだ矯正歯科医院 楠田倫紀 鳥取市秋里１２８４ 歯科 無

21 医療法人社団　こばやし内科 小林恭一郎 鳥取市宮長９－１ 内科・小児科 無

22 栄町クリニック 松浦喜房 鳥取市栄町２１１－２ 内科・小児科 無

23 医療法人 佐々木歯科医院 佐々木道寿 鳥取市商栄町１５６番地３ 歯科 無

24
鳥取市佐治町国民健康保険診療
所

尾坂妙子 鳥取市佐治町加瀬木２１７１－２
内科・外科・小児
科・放射線科

無

25 さとに田園クリニック 太田匡彦 鳥取市里仁３１２－３ 内科・泌尿器科 無

26 宍戸医院 宍戸英俊 鳥取市田島７１６
内科・外科・
小児科

無

27 瀬川医院 瀨川謙一 八頭郡八頭町坂田３５０－３ 内科 無

28
タグチアイブイエフレディースクリ
ニック

田口俊章 鳥取市覚寺６３番地６ 産婦人科 無

29 医療法人 竹田内科医院 竹田達夫 鳥取市本町２丁目１０９ 内科 無

30 医療法人社団　田中医院 田中開 鳥取市浜坂２丁目９番１５号 内科・小児科 無

31 たなか小児科医院 田中清 鳥取市興南町７６ 小児科 無

32 谷尾歯科医院 谷尾洋子 八頭郡八頭町郡家５９０－８ 歯科 無

33 医療法人社団　谷口医院 谷口昌弘 鳥取市南町４２５番地 内科 無

34 田村内科・眼科 田村公平 鳥取市末広温泉町２０２番地 内科・眼科 無

35 国民健康保険　智頭病院 葉狩一樹 八頭郡智頭町大字智頭１８７５番地 内科 無

36 戸﨑歯科医院 戸﨑正悟 鳥取市桂木２４４ 歯科 無

37 鳥取産院 村江正始 鳥取市吉方温泉１丁目６５３ 産婦人科 無

38 医療法人 中島整形外科医院 中島公和 鳥取市新９３－５ 整形外科 無

39 扇町　中村歯科医院 中村茂幸 鳥取市扇町３４－１ 歯科 無

40 中安脳神経・内科クリニック 中安弘幸 鳥取市松並町2丁目503－7 脳神経内科・内科 無

41 中山小児科内科医院 中山裕雄 八頭郡八頭町宮谷２０６番地９ 小児科・内科 無

42 なわだ内科クリニック 縄田隆平 鳥取市青葉町３丁目１０１－２ 内科 無
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43 西尾内科クリニック 西尾昌憲 鳥取市岩倉４４６－２３ 内科 無

44 にしまち診療所　悠々 岸　清志 鳥取市西町５丁目１０８
内科・外科・リハビ
リテーション科

無

45 野津医院 野津史博 鳥取市卯垣４－１０１ 内科・小児科 無

46 野の花診療所 徳永進 鳥取市行徳３丁目４３１ 内科 無

47 浜村診療所 生駒義人 鳥取市気高町勝見６６０－２
外科・内科・
循環器科

無

48 はまゆう診療所 田中敬子 鳥取市野寺６２番地１
内科・外科・
婦人科

無

49 早瀬医院 早瀬智広 鳥取市川端５丁目１０６ 内科・循環器科 無

50 医療法人社団広田歯科医院 廣田吉明 鳥取市湖山町南二丁目１４７番地２０ 歯科 無

51 福永医院 福永康作 鳥取市青谷町青谷４３０６－１１ 内科 無

52 医療法人 藤田医院 藤田直樹 岩美郡岩美町浦富１０３０ 内科 無

53 堀内医院 堀内正人 鳥取市湖山町南１丁目６２３番地 内科・小児科 無

54 本城内科クリニック 本城一郎 鳥取市湯所町２－１１０ 内科・消化器科 無

55 前嶋眼科医院 八田史郎 鳥取市元町２２６ 眼科 無

56 医療法人 松岡内科 松岡孝至 鳥取市賀露町南１－１８－１６ 内科・糖尿病内科 無

57 松下内科医院 松下公紀 鳥取市雲山１１３番地１ 内科・呼吸器科 無

58 医療法人 まつだ内科医院 松田裕之 鳥取市叶２８４－１ 内科・消化器科 無

59 医療法人 三木眼科 三木統夫 鳥取市松並町１丁目１６８－１４ 眼科 無

60 水本クリニック 水本清 鳥取市徳尾４０５－１１ 内科・外科 無

61
医療法人社団 春陽会　みなみ歯
科医院

石田雅栄 鳥取市南吉方１丁目１０８－２ 歯科 無

62 もとだクリニック 元田欽也 鳥取市国府町宮下１１６５ 内科・小児科 無

63 もとむら眼科医院 元村嘉男 鳥取市湖山町東５丁目５０４－１７ 眼科 無

64 医療法人社団　森 医 院 森英俊 鳥取市国府町糸谷１１－５ 内科・小児科 無

65 やまもとクリニック 山本寛子 鳥取市田園町2丁目１５７ 内科・整形外科 無

66 医療法人社団　よしだ内科医院 吉田眞人 鳥取市湖山町北６丁目４４８－１ 内科・循環器科 無

67
医療法人社団　三樹会
吉野・三宅ステーションクリニック

三宅茂樹 鳥取市東品治１１１－１ 泌尿器科・内科 無

68 よねだクリニック 米田一彦 鳥取市気高町北浜三丁目１３１番地１ 内科・呼吸器内科 無

69 よろずクリニック 萬憲彰 鳥取市美萩野１丁目１１８－４ 内科・小児科・外科 無

70 わくしま内科医院 涌島正 鳥取市松並町１丁目１２８ 内科 無

71 わたなべクリニック 渡邊健志 鳥取市松並町１丁目１２８
腎臓内科・泌尿器
科・皮膚科・内科

無


