
名称 所在地 電話番号

生駒　義人 浜村診療所 鳥取市気高町勝見６６０－２ 0857-82-0137

石谷　暢男 石谷小児科医院 鳥取市上魚町１３ 0857-22-3354

板倉　和資 板倉整形脳外科医院 八頭郡八頭町郡家５９５－５ 0858-73-0331

柿坂　俊武 柿坂医院 八頭郡八頭町北山４７ 0858-84-3011

加藤　達生 加藤医院 鳥取市用瀬町用瀬３８２ 0858-87-2440

岸本　昌宏 岸本内科医院 八頭郡八頭町池田２０６－１ 0858-76-0076

小林恭一郎 こばやし内科 鳥取市宮長９－１ 0857-51-7373

杉山　長毅 介護老人保健施設まさたみの郷 鳥取市杉崎５９６ 0857-53-0002

竹内　一昭 竹内内科医院 鳥取市本町五丁目２０２ 0857-22-2317

谷口　玲子 ひまわり内科クリニック 鳥取市雲山２４３－３８ 0857-21-1133

寺岡　　均 寺岡医院 鳥取市吉岡温泉町１３５－３ 0857-57-0108

福永　康作 福永医院 鳥取市青谷町青谷４３０６－１１ 0857-85-0953

藤田　直樹 藤田医院 岩美郡岩美町浦富１０３０－２２ 0857-72-0123

堀内　正人 堀内医院 鳥取市湖山町南一丁目６２３ 0857-28-1009

松浦　喜房 栄町クリニック 鳥取市栄町２１１－２ 0857-21-3111

松岡　　功 松岡内科 鳥取市賀露町南一丁目１８－１６ 0857-31-3111

松岡巳喜子 松岡内科 鳥取市賀露町南一丁目１８－１６ 0857-31-3111

山根　俊樹 やまね内科クリニック 鳥取市行徳一丁目３１７ 0857-21-5111

山脇　敏正 内科小児科山脇医院 鳥取市国府町奥谷一丁目１１０ 0857-23-1811

山脇　　均 内科小児科山脇医院 鳥取市国府町奥谷一丁目１１０ 0857-23-1811

山脇美登里 内科小児科山脇医院 鳥取市国府町奥谷一丁目１１０ 0857-23-1811

涌島　　正 わくしま内科医院 鳥取市松並町一丁目１２８ 0857-29-3333

岡﨑　幸男 岡﨑内科医院 米子市上福原二丁目１７－２０ 0859-34-7151

脇田　邦夫 脇田産婦人科医院 米子市中町１２３－５ 0859-33-1031

浜崎　　豊
メンタルケア＆カウンセリングはま
ざきクリニック

米子市安倍４８－１ 0859-30-0600

長谷川真弓 周防内科医院 米子市上後藤七丁目３－２７ 0859-29-2080

細田　明秀 細田内科医院 米子市角盤町三丁目１６９ 0859-23-5783

川田　秀一 川田内科医院 米子市皆生温泉一丁目４－１ 0859-32-1878

山内　教宏 米子南クリニック 米子市奥谷１１３５－７ 0859-39-7777

坂口　茂正 坂口内科 米子市尾高町１１２ 0859-32-1127

池田　　貢 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

猪川　嗣朗 介護老人保健施設アイアイ 米子市榎原１８２３ 0859-39-7700

野坂　美仁 野坂医院 米子市上新印２５６－６ 0859-27-0610

畠　　史子 ひだまりクリニック 米子市車尾南一丁目１２－４１ 0859-37-5188

三上　真顕 法勝寺内科クリニック 西伯郡南部町法勝寺２８６－４ 0859-66-5858

潮　　晴美 潮医院 西伯郡南部町天万１５３４－１ 0859-64-2028

高田　照男 西伯病院 西伯郡南部町倭３９７ 0859-66-2211

石井　泰史 石井内科小児科クリニック 鳥取市布勢３３２－４ 0857-31-1141

面谷　幹夫 － － －

坂尾　　啓 鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町１１７ 0857-24-8111

清水　雅彦 清水内科医院 鳥取市吉方町一丁目４３７ 0857-29-0231

中山　健二
エプソンイメージングデバイス（株）
健康管理室

鳥取市南吉方三丁目１０１ 0857-21-3140

西垣　隆志 栄町クリニック 鳥取市栄町２１１－２ 0857-21-3111

橋本　英宣 橋本外科医院 鳥取市大杙２０４－３ 0857-29-1281

三島香津子 ウェルフェア北園渡辺病院 鳥取市覚寺１８１ 0857-27-1151

水本　　清 水本クリニック 鳥取市徳尾４０５－１１ 0857-21-7707

山根　　亨 鳥取市立病院 鳥取市的場一丁目１ 0857-37-1522

山本　　尚 山本外科内科医院 鳥取市末広温泉町１２５－２ 0857-23-2064

吉田　眞人 よしだ内科医院 鳥取市湖山町北六丁目４４８－１ 0857-31-1118

米本　哲人 米本内科 鳥取市吉成南町一丁目２７－１３ 0857-53-2631
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渡辺　　憲 渡辺病院 鳥取市東町三丁目３０７ 0857-24-1151

石村　唯彦 野島病院 倉吉市瀬崎町２７１４－１ 0858-22-6231

入江　正昭 入江医院 東伯郡琴浦町下伊勢４３８ 0858-52-3425

西山　　聡 倉吉病院 倉吉市山根４３ 0858-26-1011

新田　辰雄 新田内科クリニック 倉吉市生田３６０－１ 0858-48-2132

宮石　雅浩 宮石クリニック 倉吉市福庭町一丁目１４１ 0858-26-3814

宮川　鉄男 宮川医院 東伯郡北栄町瀬戸４５－２ 0858-37-2038

森廣　敬一 森広眼科 倉吉市上井町一丁目１５６－４ 0858-26-8718

矢野　　誠 藤井たけちか内科 倉吉市東昭和町１５８ 0858-47-0000

湯川　喜美 湯川医院 東伯郡三朝町三朝９６７－１ 0858-43-3399

井上　　寛 井上クリニック 米子市東町１３８ 0859-32-5110

 岩澤　利典 いわさわ医院 鳥取市若葉台南六丁目２３－２６ 0857-52-7822

 岡田　浩子 鳥取医療センター 鳥取市三津８７６ 0857-59-1111

 片山　正見 スカイ・クリニック 鳥取市弥生町２２３グランドール  若桜２A 0857-36-8640

 木村　章彦 鹿野温泉病院 鳥取市鹿野町今市２４２ 0857-84-2311

 塩﨑かおる 上田病院 鳥取市西町1丁目４５１ 0857-22-4319

 助川　鶴平 鳥取医療センター 鳥取市三津８７６ 0857-59-1111

 田治米佳世 鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町４５８ 0857-24-7251

 長田　憲一 上田病院 鳥取市西町1丁目４５１ 0857-22-4319

 西田　政弘 ウェルフェア北園渡辺病院 鳥取市覚寺１８１ 0857-27-1151

 村上　　敏 渡辺病院 鳥取市東町三丁目３０７ 0857-24-1151

安梅　正則 安梅医院 倉吉市関金町大鳥居２１５－１ 0858-45-2554

上野　力敏 上野医院 倉吉市東昭和町３８ 0858-47-6555

音田　正樹 音田内科 倉吉市東町４３５ 0858-22-2328

南場正一郎 なんば医院 東伯郡湯梨浜町中興寺３５８－１ 0858-32-0740

森本　益雄 森本外科・脳神経外科医院 東伯郡琴浦町逢束１２１０ 0858-53-0121

阿部　博章 阿部クリニック 米子市福市２２７６－１ 0859-39-7000

菅　　恒雄 菅医院 西伯郡大山町安原１０５７ 0859-53-4137

北原　桂子 梶谷医院 米子市大崎３０３５ 0859-28-6667

寳意　規嗣 宝意内科医院 米子市万能町１６ 0859-22-2790

飛田　義信 飛田医院 西伯郡伯耆町溝口２４３－２ 0859-62-1023

廣江　ゆう 養和病院 米子市上後藤３－５－１ 0859-29-5351

明穂　政裕 明穂整形外科 鳥取市扇町１１－３ 0857-37-1313

入江　宏一 入江内科医院 鳥取市西町２丁目２１２ 0857-22-3366

岩田　康裕 鳥取医療センター 鳥取市三津８７６ 0857-59-1111

大谷　　純 大谷医院 八頭郡八頭町宮谷２２１－５ 0858ｰ72-0167

大津　千晴 石田医院 鳥取市青谷町青谷４０３２－１９ 0857-85-0258

岡本　公男 岡本医院 鳥取市津ノ井２５８－２ 0857-53-2028

柏木　　徹 鳥取医療センター 鳥取市三津８７６ 0857-59-1111

川口　孝一 こころの発達クリニック 鳥取市立川町５丁目４１７ 0857-50-0033

岸田　剛一 岸田内科医院 鳥取市立川町２丁目２３７ 0857-22-4050

下田光太郎 鳥取医療センター 鳥取市三津８７６ 0857-59-1111

竹内　　薫 鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町１１７ 0857-24-8111

竹内亜理子 渡辺病院 鳥取市東町三丁目３０７ 0857-24-1151

野村　恒治 介護老人保健施設みやこ苑 鳥取市杉崎５９６ 0857-38-3838

原田　　豊 鳥取県立精神保健福祉センター 鳥取市江津３１８－１ 0857-21-3031

檜垣　雄治 ウェルフェア北園渡辺病院 鳥取市覚寺１８１ 0857-27-1151

福間　悦夫 幡病院 鳥取市雲山５７ 0857-22-2346

松林　　実 鳥取県立中央病院 鳥取市江津７３０ 0857-26-2271

宮本　二郎 宮本医院 鳥取市福部町海士３５９－７ 0857-38-1300

山上　英明 鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町４５８ 0857-24-7251

石飛　誠一 三朝温泉病院 東伯郡三朝町山田６９０ 0858-43-1321
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佐藤　　暢 谷口医院 倉吉市上井町１丁目１３ 0858-26-1211

安達　敏明 安達医院 米子市両三柳２０４８ 0859-22-9500

磯山　栄子 米子鉄道健診センター 米子市大谷町５３－７ 0859-32-0227

片山　郁子 かたやま心の健康クリニック 米子市長砂町５４－１３ 0859-32-9555

加藤　明孝 米子病院 米子市日原３１９－１ 0859-26-1611

木村　禎宏 木村内科医院 米子市天神町２－３５ 0859-33-1000

小勝負知明 米子医療センター 米子市車尾４－１７－１ 0859-33-7111

近藤　久理 皆生病院 米子市新開４丁目５－１ 0859-22-3638

篠原みさ子 伯耆中央病院 西伯郡伯耆町長山１５１－１ 0859-62-1212

白石　眞博 白石医院 米子市安倍１２９－３ 0859-24-0008

長渕　忠文 西伯病院 西伯郡南部町倭３９７ 0859-66-2211

長谷川柳三 車尾診療所 米子市車尾２－１４－５５ 0859-22-2548

林原　　博 米子医療センター 米子市車尾４－１７－１ 0859-33-7111

藤田　良介 名和診療所 西伯郡大山町御来屋４６７ 0859-54-2068

本多　和雄 元町病院・老健（花の里） 境港市上道町１８９５－１ 0859-44-0101

松本　夏子 西伯病院 西伯郡南部町倭３９７ 0859-66-2211

山形　泰司 やまがた整形外科クリニック 米子市上福原大字大澤１４５５－２２ 0859-37-3700

山藤　靖展 弓場医院 米子市旗ヶ崎二丁目１２－１０ 0859-34-3303

坂本　泉 鳥取医療センター 鳥取市三津８７６ 0857-59-1111

山本　雅司 鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町４５８ 0857-24-7251

本多一郎 介護老人保健施設うつぶき 倉吉市上井３０１ 0858-26-6331

田中　潔 倉吉病院 倉吉市山根４３ 0858-26-1011

佐藤　正弘 倉吉病院 倉吉市山根４３ 0858-26-1011

岸　清志
社会福祉法人こうほうえん　にしま
ち幸朋苑/にしまち診療所悠々

鳥取市西町５丁目１０８ 0857-25-6517

西尾　吉兵衛 西尾医院 鳥取市富安1丁目５－２ 0857-26-6335

中山　裕雄 中山小児科内科医院 八頭郡八頭町宮谷２０６－９ 0858-72-1112

岡本　恒之 岡本医院 東伯郡北栄町由良宿５５５－２ 0858-37-2072

佐伯　英明 森本外科・脳神経外科医院 東伯郡琴浦町逢束１２１０ 0858-53-0121

木下　大吉 木下内科医院 米子市河崎９８７ 0859-29-9535

井上　郁 鳥取市立病院 鳥取市的場一丁目１ 0857-37-1522

馬渕　康二 北岡病院 倉吉市明治町１０３１－５ 0858-22-3176

鳥飼　高嗣 鳥飼内科 倉吉市昭和町１丁目６２ 0858-23-2822

門脇　義郎 門脇内科医院 倉吉市山根５８６ 0858-26-0607

角　賢一 博愛病院 米子市両三柳１８８０ 0859-29-1100

梶谷　直史 渡辺病院 鳥取市東町三丁目３０７ 0857-24-1151

山梨　豪彦 鳥取大学医学部付属病院 米子市西町３６－１ 0859-33-1111

三浦　明彦 鳥取大学医学部付属病院 米子市西町３６－１ 0859-33-1111

野口　壮士 延寿の杜ホームクリニック 鳥取市幸町２２マルニハイツ３０８号 0857-50-1544

前田　宏治 前田医院 鳥取市西品治６４４－１ 0857-37-0102

竹内　啓九 野島病院 倉吉市瀬崎町２７１４－１ 0858-22-6231

中山　英明 野島病院 倉吉市瀬崎町２７１４－１ 0858-22-6231

宇奈手　一司 うなてクリニック 倉吉市宮川町２５６－２ 0858-24-6133

山田　武史 倉吉病院 倉吉市山根４３ 0858-26-1011

三原　聡 みはらクリニック 東伯郡湯梨浜町田後２２２－１ 0858-35-2733

船越　多恵 ふなこし眼科ペインクリニック 米子市紺屋１５ 0859-23-2754
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