
 
鳥取県内に住所があり、公的医療保険に加入している方のうち以下のすべての要件に該当する方  

◆肝炎ウイルスの感染を原因とする 慢性肝炎、肝硬変、肝がん（治療後の経過観察を含む）と診断 

された方 ※無症候性キャリア（肝炎ウイルスに感染しているが肝炎の症状がない状態）の方は対象外です 

◆住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税（所得割）課税年額が 235,000円未満 の世帯に属する方 

(住民票上で同じ世帯に属する全ての方が住民税非課税又は市町村民税課税年額が 235,000円未満の世帯） 

◆肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方 

 ◆フォローアップ（年１回程度、県や市町村からの医療機関の受診状況や治療内容の確認等）に同意した方 

 

 
１年度に２回まで定期検査費用の助成が受けられます。 定期検査を受診後１年以内に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           

※下記「助成の流れ」のとおり申請により払い戻します。（助成額には上限（16,266円／回）があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 
 
 

住民税非課税世帯に属する方 検査費用のうち県が認める額 

市町村民税（所得割）課税年額が

235,000円未満の世帯に属する方 

(慢性肝炎)検査費用のうち、自己負担限度額（2,000 円）を超える部分  

の額 

（肝硬変・肝がん）検査費用のうち、自己負担限度額（3,000円）を超え 

る部分の額 

県が指定した医療機関で 
受診（検査） 
 
窓口で検査費用を支払う。 
（健康保険の自己負担分） 

■助成金申請書  ■医療機関が発行した領収書（写し可。検査費用に係るものに限る） 

■診療明細書（写し可） ■世帯全員の住民票の写し（原本） 

■世帯全員の市町村民税の課税(非課税)証明書（直近のもの）（原本）  

■県が指定した医療機関の医師が記載した診断書（原本） 

■肝炎ウイルス陽性者フォローアップ同意書 

肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断された方へ 

対 象 者 

県が指定した医療機関(裏面参照)において受診された下記検査 

◆血液検査 

◆腹部超音波検査（腹部エコー検査） 
※肝硬変・肝がん（治療後の経過観察を含む）の場合は、超音波検査に代えてＣＴ撮影又はＭＲＩ撮影が 

対象になります。 
   ※肝機能に関連する検査のうち、県が定めた項目のみ対象です。 
   ※検査が複数の日にわたる場合、同一の医療機関で１ヶ月以内に受けられた検査が助成対象です。 

助成内容 

助成の申請に必要なもの 

対象となる定期検査 

助成の流れ 

助成費用の請求（申請） 
 
県総合事務所福祉保健局 
又は鳥取市保健所に申請 

申請内容の審査・助成決定 
 
申請を審査し承認されると 
助成額が支払われます 

※詳しくは、裏面のお問合せ・提出先の保健所又は県ホームページでご確認ください。 
(http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236482） 

※一定の要件に該当する場合は、提出を省略
できるものがあります。 

※書類の取得に係る費用（診断書料、住民票
等の交付手数料等）は助成対象外です。 



医療機関名 連　絡　先 医療機関名 連　絡　先 医療機関名 連　絡　先

石井内科小児科クリニック 0857-31-1141 安梅医院 0858-45-2554 岩本医院 0859-27-5581

乾医院 0857-84-2250 うなてクリニック 0858-24-6133 越智内科医院 0859-22-2503

井上医院 0858-87-2755 岡本医院 0858-37-2072 川田内科医院 0859-32-1878

おかだ内科 0857-30-3750 音田内科 0858-22-2328 かわたに医院 0859-35-8888

岡本医院 0857-53-2028 垣田病院 0858-26-5211 小酒外科医院 0859-26-2266

尾﨑クリニック 0857-24-7877 門脇内科医院 0858-26-0607 小竹内科循環器クリニック 0859-35-8757

尾﨑病院 0857-28-6616 河本医院 0858-23-5392 山陰労災病院 0859-33-8181

加藤医院 0858-87-2440 北岡病院 0858-22-3176 下山医院 0859-32-8252

岸医院 0858-85-0218 つくだ医院 0858-26-9955 真誠会セントラルクリニック 0859-29-0099

こはまクリニック 0857-37-3211 鳥取県立厚生病院 0858-22-8181 周防内科医院 0859-29-2080

こばやし内科 0857-51-7373 鳥飼内科 0858-23-2822 菅村内科医院 0859-32-9613

栄町クリニック 0857-21-3111 西倉吉クリニック 0858-27-1800 高島病院（外科） 0859-32-7711

鳥取医療生協鹿野温泉病院 0857-84-2311 西田内科 0858-26-6205 田辺内科胃腸科医院 0859-33-2010

竹内内科医院 0857-22-2317 のぐち内科クリニック 0858-24-6101 たにぐちクリニック 0859-21-8070

谷口医院 0857-22-2332 野島病院 0858-22-6231 堤消化器・内科クリニック 0859-39-2230

田村内科眼科 0857-22-0555 ふくらクリニック 0858-26-6356 鳥取大学医学部附属病院 0859-33-1111

鳥取県立中央病院 0857-26-2271 藤井たけちか内科 0858-47-0000 富長内科クリニック 0859-35-3511

鳥取市佐治町国民健康保険診療所医科 0858-88-0127 松田医院 0858-26-9909 とみます外科プライマリーケアクリニック 0859-25-6600

鳥取市立病院 0857-37-1522 もりしたクリニック 0858-27-0777 中村医院 0859-29-3795

鳥取生協病院 0857-24-7251 森脇クリニック 0858-22-3387 新田外科胃腸科病院 0859-33-1100

鳥取赤十字病院 0857-24-8111 中部医師会立三朝温泉病院 0858-43-1321 野口内科クリニック 0859-22-6700

内科・消化器科　片原ごとうクリニック 0857-51-0510 土井医院 0858-32-0717 野坂医院 0859-27-0610

野津医院 0857-22-8605 吉田医院 0858-34-2020 野坂内科医院 0859-31-0707

林医院 0858-87-2033 赤碕診療所 0858-55-0624 博愛病院 0859-29-1100

早瀬医院 0857-23-3357 赤碕内科外科クリニック 0858-55-1321 旗ケ崎内科クリニック 0859-24-5188

本城内科クリニック 0857-39-1010 吉中胃腸科医院 0858-53-1215 ふじせクリニック 0859-23-2255

松岡内科 0857-31-3111 新田内科クリニック 0858-48-2132 宝意内科医院 0859-22-2790

松下内科医院 0857-21-0002   細田内科医院 0859-22-5783

まつだ内科医院 0857-38-4777   本田医院 0859-26-0155

水本クリニック 0857-21-7707   山口外科医院 0859-29-0355

宮﨑内科医院 0857-21-1717 米子医療センター 0859-33-7111

やまね内科クリニック 0857-21-5111 米子中央クリニック 0859-21-1177

やまもとクリニック 0857-50-0066 渡辺内科医院 0859-22-5601

横浜小児科内科医院 0857-21-7000 永原医院 0859-56-5678

よしだ内科医院 0857-31-1118 マリ医院 0859-56-5111

わくしま内科医院 0857-29-3333 市場医院 0859-44-5551

岩美町国民健康保険岩美病院 0857-73-1421 済生会境港総合病院 0859-42-3161

藤田医院 0857-72-0123 髙田内科医院 0859-42-3324

国民健康保険智頭病院 0858-75-3211 松野医院 0859-42-2298

尾崎医院 0858-76-4000 小谷医院 0859-54-3311

瀬川医院 0858-72-0120 大山町国民健康保険名和診療所 0859-54-2068

柿坂医院 0858-84-3011 西伯病院 0859-66-2211

若桜柿坂医院 0858-82-0076 法勝寺内科クリニック 0859-66-5858

岸本内科医院 0858-76-0076 飛田医院 0859-62-1023

日南病院 0859-82-1235

江尾診療所 0859-75-2055

日野病院 0859-72-0351

鳥取県が指定した医療機関一覧表（鳥取県肝臓がん検診精密検査登録医療機関） R1.7.1現在

東　部 中　部 西　部


