鳥取県東部「診療・検査医療機関」指定一覧（県ホームページ公開可の機関のみ掲載）
■診療の内容（検査実施の有無等）、対象者、対応時間等については、医療機関によって異なります。必ず事前に連絡し、受診方法等を確認してくだ
さい。
令和３年１１月４日時点
圏域

機関名

住所

医療機関概要

東部

あしはら小児科

鳥取市 叶 283-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1176

東部

まつだ内科医院

鳥取市 叶 284-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1247

東部

いしこ内科循環器科医院

鳥取市 湖山町南 3丁目 301-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1178

東部

イナカ内科医院

鳥取市 正蓮寺 43

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1181

東部

いわさわ医院

鳥取市 若葉台南 6丁目 23-26

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1183

東部

おか内科クリニック

鳥取市 江津 407-2

http://okanaika.com/

東部

県立中央病院

鳥取市 江津 730

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=195

東部

さくらﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ田園町

鳥取市 田園町 2-155

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1978

東部

クリニック陽まり

鳥取市 南吉方 3丁目 522

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2059

東部

こはまクリニック

鳥取市 湖山町南 1丁目 830-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1201

東部

せいきょう子どもクリニック

鳥取市 末広温泉町 566

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1213

東部

たけうち耳鼻いんこう科

鳥取市 里仁 54-8

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1341

東部

たなか小児科医院

鳥取市 興南町 76

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1222

東部

だんばらクリニック

鳥取市 富安 330-1

https://dambara.clinic/

東部

ひまわり内科クリニック

鳥取市 雲山 243-38

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1239

東部

わたなべクリニック

鳥取市 南隈 440

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1343

東部

こどもクリニックふかざわ

鳥取市 南隈 565

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1200

東部

庄司医院分院

鳥取市 湖山町北 1丁目 547

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1211

東部

よしだ内科医院

鳥取市 湖山町北 6丁目 448-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1259

東部

鳥取産院

鳥取市 吉方温泉 1丁目 653

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=202

東部

安陪内科医院

鳥取市 吉方温泉 3丁目 811-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1177

東部

栄町クリニック

鳥取市 栄町 211-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1203

東部

横浜小児科内科医院

鳥取市 覚寺 56-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1258

東部

岡本医院

鳥取市 津ノ井 258-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1189

東部

下田神経内科クリニック

鳥取市 大工町頭 33

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1338

東部

橋本外科医院

鳥取市 大杙 204-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1170

東部

山本外科内科医院

鳥取市 末広温泉町 125-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1255

東部

山脇医院

鳥取市 国府町 奥谷 1丁目 110

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1265

東部

もとだクリニック

鳥取市 国府町 宮下 1165

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1251

東部

宍戸医院

鳥取市 田島 716

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1209

東部

上田病院

鳥取市 西町 1丁目 451

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=201

東部

にしまち診療所 悠々

鳥取市 西町 5-108

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1344

東部

西尾内科クリニック

鳥取市 岩倉 446-23

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1231

東部

石谷小児科医院

鳥取市 上魚町 13

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1179

東部

前田医院

鳥取市 西品治 644-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1244

東部

大覚寺クリニック

鳥取市 吉成 206-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1214

東部

谷口医院

鳥取市 南町 425

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1168

東部

池田外科医院

鳥取市 興南町 8-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1160

東部

竹内内科医院

鳥取市 本町 5丁目 202

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1219

東部

中安脳神経・内科クリニック

鳥取市 松並町２丁目503-7

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2079

東部

鳥取赤十字病院

鳥取市 尚徳町 117

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=197

東部

鳥取医療センター

鳥取市 三津 876

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=194

東部

よろずクリニック

鳥取市 美萩野 1丁目 118-4

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1261

東部

鳥取市立病院

鳥取市 的場 1丁目 1番地

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=196

東部

田中医院

鳥取市 浜坂 2丁目 9-15

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1220

東部

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

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2008

東部

北室内科医院

鳥取市 西町 3丁目 110

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1196

東部

本城内科クリニック

鳥取市 湯所町 2丁目 110

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1243

東部

クリニックこくふ

鳥取市 国府町 新通り 2丁目 202

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1974

東部

おおたにこども・ファミリークリニック 鳥取市 国府町新通り 3丁目 301-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2011

東部

浜村診療所

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1270

鳥取市 気高町 勝見 660-2

東部

太田原医院

鳥取市 気高町 宝木 827-5

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1269

東部

乾医院

鳥取市 鹿野町 鹿野 1091-5

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1271

東部

石田医院

鳥取市 青谷町 青谷 4032-19

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1272

東部

福永医院

鳥取市 青谷町 青谷 4306-11

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1274

東部

田中医院

鳥取市 青谷町 井手 575

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1273

東部

岸医院

鳥取市 河原町 河原 48

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1313

東部

加藤医院

鳥取市 用瀬町 用瀬 382

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1322

東部

井上医院

鳥取市 用瀬町 用瀬 457-6

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1321

東部

鳥取市佐治町国保診療所

鳥取市 佐治町 加瀬木 2171-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1326

東部

藤田医院

岩美郡 岩美町 浦富 1030-22

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1267

東部

岩美病院

岩美郡 岩美町 浦富 1029-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=205

東部

中山小児科内科医院

八頭郡 八頭町 宮谷 206-9

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1307

東部

板倉整形脳外科医院

八頭郡 八頭町 郡家595-5

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1304

東部

智頭病院

八頭郡 智頭町 智頭 1875

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=207

東部

岸本内科医院

八頭郡 八頭町 池田 206-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1309

鳥取県中部「診療・検査医療機関」指定一覧（県ホームページ公開可の機関のみ掲載）
■診療の内容（検査実施の有無等）、対象者、対応時間等については、医療機関によって異なります。必ず事前に連絡し、受診方法等を確認してくだ
さい。
令和３年１１月４日時点
圏域

機関名

住所

医療機関概要

中部

中部休日急患診療所

倉吉市 旭田町18

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=842

中部

うなてクリニック

倉吉市 宮川町 256-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=916

中部

のぐち内科クリニック

倉吉市 上井町 1丁目 8-5

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=915

中部

西田内科

倉吉市 上井町 1丁目 142

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=861

中部

ふくらクリニック

倉吉市 山根 532

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=868

中部

まつだ小児科医院

倉吉市 新町 3丁目 1178-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=872

中部

みらい内科クリニック

倉吉市 昭和町2丁目233

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2081

中部

岡本小児科医院

倉吉市 昭和町 1丁目 61

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=853

中部

河本医院

倉吉市 津原 392-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=857

中部

久米の郷さくら診療所

倉吉市 福光 225

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=858

中部

宮石クリニック

倉吉市 福庭町 1丁目 141

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=874

中部

山本内科医院

倉吉市 宮川町 2丁目 76

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=875

中部

松田医院

倉吉市 伊木 201-6

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=876

中部

新田内科クリニック

倉吉市 生田 360-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=877

中部

森脇クリニック

倉吉市 新町 3丁目 1081-4

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=878

中部

西倉吉クリニック

倉吉市 秋喜 185-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1988

中部

石津クリニック

倉吉市 昭和町 1丁目 210

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1989

中部

もりしたクリニック

倉吉市 清谷町 1丁目 215

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=875

中部

大石医院

倉吉市 西倉吉町 22-10

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1987

中部

上野医院

倉吉市 東昭和町 38

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=913

中部

県立厚生病院

倉吉市 東昭和町 150

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=208

中部

藤井たけちか内科

倉吉市 東昭和町 158

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=869

中部

門脇内科医院

倉吉市 山根 586

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1986

中部

野田外科医院

倉吉市 堺町 3丁目 73-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1987

中部

野島病院

倉吉市 瀬崎町 2714-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1988

中部

安梅医院

倉吉市 関金町 大鳥居 215-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=891

中部

土井医院

東伯郡 湯梨浜町

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=887

中部

みはらクリニック

東伯郡 湯梨浜町 田後 222-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=914

中部

吉田医院

東伯郡 湯梨浜町

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=885

中部

アロハこどもクリニック

東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬 549-14

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1989

中部

中部医師会立三朝温泉病院

東伯郡 三朝町 山田 690

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=352

中部

吉水医院

東伯郡 三朝町 本泉 419-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=890

中部

湯川医院

東伯郡 三朝町 三朝 967-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=889

中部

岡田医院

東伯郡 琴浦町 徳万 176-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=900

中部

吉中胃腸科医院

東伯郡 琴浦町 丸尾 102-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=906

中部

中本内科医院

東伯郡 琴浦町 八橋 1740

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1990

中部

林原医院

東伯郡 琴浦町 赤碕 1092

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=911

中部

赤碕診療所

東伯郡 琴浦町 赤碕 1920-74

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=908

中部

せのお小児科内科医院

東伯郡 琴浦町 赤碕 1984-10

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=910

龍島 508-1

泊 750

鳥取県西部「診療・検査医療機関」指定一覧（県ホームページ公開可の機関のみ掲載）
■診療の内容（検査実施の有無等）、対象者、対応時間等については、医療機関によって異なります。必ず事前に連絡し、受診方法等を確認してくだ
さい。
令和３年１１月４日時点
圏域

機関名

住所

医療機関概要

西部

SOLA内科・糖尿病クリニック

米子市 上福原３丁目７－３０

https://sola-clinic.info/

西部

下山医院

米子市 上福原 5丁目 5-43

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=969

西部

鳥取県総合療育センター

米子市 上福原7丁目13-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=221

米子市 米原６丁目６－６

http://www.kankenkai.com/

西部

医療法人

寛謙会 在宅ケアクリニック

米子

西部

医療法人厚生会 米子中海クリニック

米子市 彦名町 1250

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php

西部

彦名レディスライフクリニック

米子市 彦名町 2856-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1023

西部

住吉内科眼科クリニック

米子市 安倍 200-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=974

西部

うえます内科小児科ｸﾘﾆｯｸ

米子市 安倍 38-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=935

西部

たなか内科クリニック

米子市 浦津 222-17

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=982

西部

谷本こどもクリニック

米子市 榎原 1888-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=983

西部

医療法人社団藤井外科医院

米子市 奥谷1157

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1028

西部

越智内科医院

米子市 加茂町 1丁目 21

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=942

西部

辻田耳鼻咽喉科医院

米子市 河崎 605-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=988

西部

キッズクリニックうめはら

米子市 皆生新田 3丁目 1-17

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=953

西部

山陰労災病院

米子市 皆生新田 1丁目 8-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=222

西部

旗ケ崎内科クリニック

米子市 旗ケ崎 9丁目 14-29

https://www.seibu.tottori.med.or.jp/isikai/05/yonago/sumiyoshi/hatagasaki.html

西部

鎌沢マタニティークリニック

米子市 熊党 142-7

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=948

西部

子育て長田こどもクリニック

米子市 上後藤 7-1-58

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1148

西部

医療法人養和会 養和病院

米子市 上後藤 3丁目 5-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=226

西部

母と子の長田産科婦人科ｸﾘﾆｯｸ

米子市 上後藤 8丁目 5-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1008

西部

野坂医院

米子市 上新印 256-6

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1015

西部

真誠会セントラルクリニック

米子市 河崎 580

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=971

西部

かわたに医院

米子市 車尾南 1丁目 8-30

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=951

西部

米子医療センター

米子市 車尾 4-17-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=220

西部

西部医師会急患診療所

米子市 久米町１３６番地

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1052

西部

米子内科糖尿病ｃｌｉｎｉｃ

米子市

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2038

西部

赤ちゃんこどもｸﾘﾆｯｸしんざわ

米子市 新開 5丁目 1-9

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=921

西部

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

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=943

西部

高島病院

米子市 西町 6

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=225

西部

鳥取大学医学部附属病院

米子市 西町 36-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=219

西部

おおの小児科内科医院

米子市 西福原 3丁目 10-34

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=938

西部

大賀内科クリニック

米子市 西福原 4丁目 2-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=937

西部

中曽産婦人科医院

米子市 西福原 4丁目 8-41

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1001

西部

武本クリニック

米子市 西福原 4丁目 9-52

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=2042

西部

中尾耳鼻咽喉科医院

米子市 角盤町 1丁目 63-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1005

西部

細田内科医院

米子市 角盤町 3丁目 169

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1031

西部

健クリニック

米子市 中町 123-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=961

西部

こどもクリニックかさぎ

米子市 中町 76-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=945

西部

井田レディースクリニック

米子市 東町 228

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=930

西部

松浦診療所

米子市 東町 163

https://www.seibu.tottori.med.or.jp/isikai/05/yonago/syushou/matuura.html

西部

野坂内科医院

米子市 博労町 1丁目 48-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1016

西部

たにぐちクリニック

米子市 尾高 904-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1149

西部

久野内科医院

米子市 富益町 2165-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=959

西部

FOLとみます外科ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｹｱｸﾘﾆｯｸ

米子市 富益町 米川東八3533-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=993

西部

小酒外科医院

米子市 福市 1730-10

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=963

西部

ふくいちクリニック

米子市 福市1668-7

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1026

西部

石田内科循環器科医院

米子市 夜見町 1758-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=928

西部

おかだ内科クリニック

米子市 夜見町 3043-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1133

西部

マリ医院

米子市 淀江町 今津 150

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1068

西部

永原医院

米子市 淀江町 西原 1029-41

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1067

西部

淀江クリニック

米子市 淀江町 淀江 682

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1069

新開 2丁目 1番 43号

西部

博愛病院

米子市 両三柳 1880

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=224

西部

安達医院

米子市 両三柳 2048

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=922

西部

堤消化器・内科ｸﾘﾆｯｸ

米子市 両三柳 2070-13

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=989

西部

ふじせクリニック

米子市 両三柳 5480

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1029

西部

山田内科医院

米子市 錦町 1丁目 39

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1045

西部

つのだ内科・循環器内科クリニック

境港市 外江町 2275-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1153

西部

竜ヶ山こどもﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

境港市 三軒屋町 4250-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1096

西部

元町病院

境港市 上道町 1895-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=232

西部

村上内科クリニック

境港市 上道町 3052-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1093

西部

遠藤医院

境港市 上道町 914-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1075

西部

境港日曜休日応急診療所

境港市 上道町３０００

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1081

西部

矢島医院

境港市 新屋町 1329-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1094

西部

つちえ内科・小児科クリニック

境港市 相生町 114

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1088

西部

うえひら内科・ペインクリニック

境港市 竹内町 578-5

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1142

西部

髙田内科医院

境港市 東雲町 7

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1085

西部

岡空小児科医院

境港市 浜ノ町 127

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1076

西部

たちかわ耳鼻咽喉科

境港市 湊町 156

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1087

西部

小林外科内科医院

境港市 明治町 170

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1079

西部

松野医院

境港市 京町 35

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1092

西部

ひろかね内科・循環器内科ｸﾘﾆｯｸ

西伯郡 南部町 阿賀 202-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1100

西部

潮医院

西伯郡 南部町 天万 1534-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1099

西部

法勝寺内科クリニック

西伯郡 南部町 法勝寺 286-4

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1101

西部

西伯病院

西伯郡 南部町 倭 397

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=233

西伯郡 日吉津村

日吉津 1584-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1140

富吉 1139-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1122

西部

ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠クリ
ニック

西部

しらいし内科クリニック

西伯郡 日吉津村

西部

医療法人社団

西伯郡 大山町 御来屋243-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1119

西部

菅医院

西伯郡 大山町 安原 1057

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1110

西部

大山町国保名和診療所

西伯郡 大山町 御来屋 467

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1121

西部

大山町国保大山診療所

西伯郡 大山町 今在家 475

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1111

西部

大山町国保大山口診療所

西伯郡 大山町 末長483-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1113

西部

佐々木医院

西伯郡 大山町 田中 646-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1116

西部

伯耆中央病院

西伯郡 伯耆町 長山152-1

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=238

西部

飛田医院

西伯郡 伯耆町 溝口 243-2

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1106

西部

江尾診療所

日野郡 江府町 江尾 2088-3

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/clinic_03_view.php?ID=1130

西部

日南病院

日野郡 日南町 生山 511-7

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=237

西部

日野病院

日野郡 日野町 野田 332

https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/ComDisp/hospital_03_view.php?ID=236

小谷医院

