
市町村 医療機関名称 医療機関所在地（住所） 電話番号
鳥取県立中央病院 鳥取市江津７３０ 0857-26-2271
鳥取市立病院 鳥取市的場一丁目１番 0857-37-1522
尾﨑病院 鳥取市湖山町北２丁目５５５ 0857-28-6616
医療法人緑会　上田病院 鳥取市西町１丁目４５１ 0857-22-4319
鳥取医療生協　鹿野温泉病院 鳥取市鹿野町今市２４２番地 0857-84-2311
松下内科医院 鳥取市雲山１１３番地１ 0857-21-0002
栄町クリニック 鳥取市栄町２１１－２ 0857-21-3111
鳥取北クリニック 鳥取市賀露町４０１２番地 0857-32-7111
よねだクリニック 鳥取市気高町北浜三丁目１３１番地１ 0857-37-6123
宮﨑内科医院 鳥取市吉成２丁目１４－３３ 0857-21-1717
医療法人　安陪内科医院 鳥取市吉方温泉３丁目８１１番地の２ 0857-26-6675
堀内医院 鳥取市湖山町南１丁目６２３番地 0857-28-1009
医療法人社団　よしだ内科医院 鳥取市湖山町北６丁目４４８－１ 0857-31-1118
もとだクリニック 鳥取市国府町宮下１１６５番地 0857-30-3711
鳥取市佐治町国民健康保険診療所（医科） 鳥取市佐治町加瀬木２１７１－２ 0858-88-0127
医療法人社団　乾医院 鳥取市鹿野町鹿野１０９１番地５ 0857-84-2250
医療法人　北室内科医院 鳥取市西町３丁目１１０ 0857-26-1433
前田医院 鳥取市西品治６４４－１ 0857-37-0102
石田医院 鳥取市青谷町青谷４０３２番地１９ 0857-85-0258
医療法人社団　本城内科クリニック 鳥取市湯所町２丁目１１０番地 0857-39-1010
医療法人　水本クリニック 鳥取市徳尾４０５番地１１ 0857-21-7707
わたなべクリニック 鳥取市南隈４４０番地 0857-50-0071
医療法人社団　谷口医院 鳥取市南町４２５番地 0857-22-2332
医療法人医新会　よろずクリニック 鳥取市美萩野１丁目１１８－４ 0857-59-0433
おかだ内科 鳥取市富安２丁目１４９ 0857-30-3750
石井内科小児科クリニック 鳥取市布勢３３２－４ 0857-31-1141
内科・消化器内科　片原ごとうクリニック 鳥取市片原４丁目１１１番地 0857-51-0510
医療法人社団　竹内内科医院 鳥取市本町５丁目２０２番地 0857-22-2317
医療法人　林医院 鳥取市用瀬町鷹狩７２２－１ 0858-87-2033
加藤医院 鳥取市用瀬町用瀬３８２ 0858-87-2440
医療法人　さとに田園クリニック 鳥取市里仁５４番地２ 0857-30-1515
岩美町国民健康保険　岩美病院 岩美郡岩美町浦富１０２９番地２ 0857-73-1421
医療法人　藤田医院 岩美郡岩美町浦富１０３０－２２ 0857-72-0123

若桜町 わかさ生協診療所 八頭郡若桜町若桜１２００－１ 0858-82-0533
智頭町 国民健康保険　智頭病院 八頭郡智頭町智頭１８７５番地 0858-75-3211

鳥取県立厚生病院 倉吉市東昭和町１５０番地 0858-22-8181
医療法人清和会　垣田病院 倉吉市上井３０２－１ 0858-26-5211
福嶋整形外科医院 倉吉市伊木２６２番地２ 0858-26-2711
あけしまレディースクリニック 倉吉市幸町５０７番地１８ 0858-22-6311
医療法人社団　門脇内科医院 倉吉市山根５８６ 0858-26-0607
西倉吉クリニック 倉吉市秋喜１８５－３ 0858-27-1800
のぐち内科クリニック 倉吉市上井町一丁目８番地５ 0858-24-6101
医療法人社団　森脇クリニック 倉吉市新町３丁目１０８１－４ 0858-22-3387
医療法人　まつだ小児科医院 倉吉市新町３丁目１１７８番地３ 0858-22-2959
もりしたクリニック 倉吉市清谷町１丁目２１５ 0858-27-0777
医療法人社団　大石医院 倉吉市西倉吉町２２－１０ 0858-28-1100
千希会　河本医院 倉吉市津原３９２番地２ 0858-23-5392
藤井たけちか内科 倉吉市東昭和町１５８番地 0858-47-0000
上野医院 倉吉市東昭和町３８番地 0858-47-6555
久米の郷　さくら診療所 倉吉市福光２２５番地 0858-48-2345

湯梨浜町 医療法人社団　土井医院 東伯郡湯梨浜町龍島５０８－１ 0858-32-0717
鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院 東伯郡三朝町山田６９０ 0858-43-1321
湯川医院 東伯郡三朝町三朝９６７－１ 0858-43-3399
医療法人社団　林原医院 東伯郡琴浦町赤碕１０９２ 0858-55-0305
赤碕診療所 東伯郡琴浦町赤碕１９２０番地７４ 0858-55-0624
せのお小児科内科医院 東伯郡琴浦町赤碕１９８４番地１０ 0858-55-7100

北栄町 宮川医院 東伯郡北栄町瀬戸４５－２ 0858-37-2038
鳥取大学医学部附属病院 米子市西町３６－１ 0859-33-1111
社会医療法人同愛会　博愛病院 米子市両三柳１８８０ 0859-29-1100
医療法人友紘会　皆生温泉病院 米子市皆生新田３丁目７番８号 0859-32-9119
辻田耳鼻咽喉科医院 米子市河崎６０５－１ 0859-29-1187
医療法人　川田内科医院 米子市皆生温泉一丁目４番１号 0859-32-1878
医療法人社団　細田内科医院 米子市角盤町３丁目１６９ 0859-22-5783
米子中央クリニック 米子市車尾二丁目１７番８号 0859-21-1177
医療法人社団　周防内科医院 米子市上後藤７丁目３番２７号 0859-29-2080
米子内科糖尿病ｃｌｉｎｉｃ 米子市新開２丁目１番４３号 0859-30-4321
大賀内科クリニック 米子市西福原４丁目２番１号 0859-22-5220
武本クリニック 米子市西福原４丁目９－５２ 0859-57-7509
はしもとクリニック内科・呼吸器科 米子市大崎１２７７番地１ 0859-28-6667
さくま内科・脳神経内科クリニック 米子市長砂町５９－１ 0859-30-2000
医療法人社団　菅村内科医院 米子市東福原１丁目４－６０ 0859-32-9613
面谷内科・循環器内科クリニック 米子市道笑町４丁目２２１－１ 0859-38-1600
野坂内科医院 米子市博労町１丁目４８番地３ 0859-31-0707
米子医療生活協同組合　米子診療所 米子市博労町３丁目８０－１ 0859-34-1201
おおたか診療所 米子市尾高２７４０－１ 0859-27-9190
たにぐちクリニック 米子市尾高９０４－１ 0859-21-8070
弓ヶ浜診療所 米子市富益町１１２８ 0859-25-6030
医療法人社団ＦＯＬ　とみます外科プライマリーケアクリニック 米子市富益町米川東八３５３３番地２ 0859-25-6600
ふくいちクリニック 米子市福市１６６８－７ 0859-26-6777
小酒外科医院 米子市福市１７３０－１０ 0859-26-2266
くまの内科クリニック 米子市淀江町西原１０４４－７ 0859-36-8752
両三柳クリニック 米子市両三柳４４８２番地１０ 0859-30-2877
医療法人社団　矢島医院 境港市新屋町１３２９－１ 0859-45-6311
医療法人　つちえ内科・小児科クリニック 境港市相生町１１４ 0859-42-3031
うえひら内科・ペインクリニック 境港市竹内町５７８番地５ 0859-21-7564
医療法人　市場医院 境港市馬場崎町１７７番地 0859-44-5551
岡空小児科医院 境港市浜ノ町１２７番地 0859-47-1234

大山町 大山町国民健康保険名和診療所 西伯郡大山町御来屋４６７番地 0859-54-2068
南部町国民健康保険　西伯病院 西伯郡南部町倭３９７番地 0859-66-2211
法勝寺内科クリニック 西伯郡南部町法勝寺２８６番地の４ 0859-66-5858
大山リハビリテーション病院 西伯郡伯耆町大原９２７－１ 0859-68-4111
飛田医院 西伯郡伯耆町溝口２４３番地２ 0859-62-1023

日南町 日南町国民健康保険　日南病院 日野郡日南町生山５１１－７ 0859-82-1235
日野町 日野病院 日野郡日野町野田３３２番地 0859-72-0351
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