
◎必ず電話にて受診の予約をお願いします（予約不要の医療機関は除く）

 ２０２１年度版　鳥取県心臓疾患精密検査登録医療機関一覧
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鳥取県健康対策協議会

医療機関 施設 所  在  地 診（℡） 幼児 小学生 中学生 高校生 実施日時 予約電話番号 予約受付時間 予約担当者 総括責任担当医 医師 医師 医師 医師

【東部地区】　

鳥取県立中央病院（小児科） 病院 鳥取市　江津 730 0857-26-2271 ○ ○
月曜日　8時30分～  9時（2人）　9時～9時30分（2人）
　　　　　 9時30分～10時（2人）
金曜日　8時30分～  9時（2人）

0857-21-8501 14時～16時 地域連携センター担当者 　倉信 裕樹 　田村 明子

鳥取県立中央病院（心臓内科） 病院 鳥取市　江津 730 0857-26-2271 ○ 月～金曜日　2名ずつ 0857-21-8501 14時～16時 地域連携センター担当者 　那須 博司 　吉田 泰之 　菅 敏光 　影嶋 健二 井上 直也

鳥取生協病院（内科） 病院 鳥取市　末広温泉町 458 0857-24-7251 ○ 月曜日　午前中（2人） 0857-24-7251 14時～16時 医療事務課：西村和彦 　岡田 睦博

あしはら小児科 診療所 鳥取市　叶 283-2 0857-37-4300 ○ ○
月、火、木、金曜日　13時30分～（1人）、18時～（1人）
土曜日　12時～（1人）　　各1人30分
（1年中同じ検査枠ではありません）

0857-37-4300

月、火、木、金
9時30分～18時
水、土
9時30分～12時

医院受付 　芦原 勝之

加藤医院 診療所 鳥取市　用瀬町　用瀬 382 0858-87-2440 ○ ○ ○
月、水、金曜日　8時30分～18時
火、木、土曜日　8時30分～12時

0858-87-2440 8時～18時 院長：加藤達生 　加藤 達生

垣田病院（循環器内科） 病院 倉吉市　上井 302-1 0858-26-5211 ○ 月～金曜日午前中（予約時に決定） 0858-24-5278 14時～17時 循環器内科外来：
勤務割による担当看護師

　坂本 雅彦

鳥取県立厚生病院（小児科） 病院 倉吉市　東昭和町 150 0858-22-8181 ○ ○ ○
【特定日】5月24日（月）、6月7日（月）、6月21日（月）
             7月5日（月）
13時～14時（5人）、 14時～15時（5人）、 15時～16時（4人）

0858-22-8181 14時～17時15分 医事課医事担当 　橋田 祐一郎

鳥取県立厚生病院（循環器内科） 病院 倉吉市　東昭和町 150 0858-22-8181 ○
【特定日】5月24日（月）、6月7日（月）、6月21日（月）
13時～14時（2人）

0858-22-8181 14時～17時15分 医事課医事担当 　澤口 正彦

西田内科 診療所 倉吉市　上井町 1丁目 142 0858-26-6205 ○ ○ ○ 9時～12時、15時～17時、（土曜は午前のみ） 予約不要 ― 　西田 法孝

中部医師会立三朝温泉病院（内科） 病院 東伯郡　三朝町　山田 690 0858-43-1321 ○ 月、水曜日　9時～11時 0858-43-1321 9時～17時 医事課 　竹田 晴彦

　尾﨑 就一 太田原 顕 　足立 正光 水田栄之助 佐々木直子

　網﨑 良佑 原田 貴史

山陰労災病院（小児科） 病院 米子市　皆生新田 1丁目 8-1 0859-33-8181 ○ ○ ○
月～金曜日　8時30分～12時（4人）、14時～15時30分（2人）
（担当者不在の場合がありますので予約をお願いします）

0859-33-8181 8時30分～16時 小児科外来受付 　船田 裕昭

鳥取大学医学部附属病院（小児科） 病院 米子市　西町 36-1 0859-38-6552 ○ ○ ○
月曜日　13時30分～15時（3人）
木曜日　14時30分～15時（2人）

0859-38-6552 14時～17時 小児科：美野陽一 　美野 陽一 　坂田 晋史 　上桝 仁志 清水敬太 山﨑隼太郎

鳥取大学医学部附属病院（循環器内科） 病院 米子市　西町 36-1 0859-38-6512 ○ ○ 月～金曜日　9時～12時（2人まで） 0859-38-6512 15時～17時 内外来窓口 　山本 一博 　加藤 克 　小倉 一能 　衣笠 良治

鳥取大学医学部附属病院（心臓血管外科） 病院 米子市　西町 36-1 0859-38-6572 ○ 毎週木曜日　9時～12時（2人まで） 0859-38-6572 9時～17時
心臓血管外科外来：
事務担当者

　西村 元延

博愛病院（循環器内科） 病院 米子市　両三柳 1880 0859-29-1100 ○ ○ ○ 月～金曜日　8時30分～12時（予約制） 0859-29-1100
月～金曜日
14時～16時

内科外来 　田中 保則

米子東病院（内科） 病院 米子市　淀江町　佐陀 2169 0859-56-4071 ○ ○ ○
火曜日  9時～12時（最終受付11時30分）
水曜日15時～17時（最終受付 16時30分）
金曜日  9時～12時（最終受付11時30分）

0859-56-4071 8時30分～17時30分 外来受付：赤堀・影山 　武田 二郎 　小倉 一能 （鳥大循環器内科）

面谷内科・循環器内科クリニック 診療所 米子市　道笑町 4丁目 221-1 0859-38-1600 ○ ○ ○
月～金曜日　8時30分～12時、15時30分～18時
土曜日　8時30分～12時

予約不要 ― 　面谷 博紀

川田内科医院 診療所 米子市　皆生温泉 1丁目 4-1 0859-32-1878 ○ ○ 通常の診療時間内で対応 0859-32-1878 医院受付 　川田　秀一

下山医院 診療所 米子市　上福原 5丁目 5-43 0859-32-8252 ○ ○ ○ 診療時間内で対応（時間等は予約時に決定） 0859-32-8252 医院受付 　下山 晶樹    下山 陽子

白石医院 診療所 米子市　安倍 129-3 0859-24-0008 ○ ○ ○ ○
月、火、水、金曜日　9時～12時（2人）、
　　　　　　　　　　　　15時～18時30分（2人）
木、土曜日　           9時～12時（2人）

0859-24-0008 実施時間内 医院受付 　白石 眞博

ファミリークリニックせぐち小児科 診療所 米子市　西福原 9丁目 16-26 0859-38-0780 ○ ○ ○
月、火、水、金曜日　9時（1人）、16時（1人）
土曜日 15時（1人）

0859-38-0780
9時～12時
14時～18時

　　　　　　　― 　瀬口 正史

済生会境港総合病院（循環器内科） 病院 境港市　米川町 44 0859-42-3161 ○ 毎週火曜日　8時45分～12時（1人） 0859-42-3161 14時～16時 内科外来：職員 　山﨑 純一 　田中 宏明 　山田 健作

つのだ内科・循環器内科クリニック 診療所 境港市　外江町 2275-1 0859-21-1080 〇 〇 〇
月、火、水、金曜日　8時30分～12時、15時30分～18時
木、土曜日　8時30分～12時

0859-21-1080 診療時間内 ― 　角田 郁代

西伯病院（小児科） 病院 西伯郡　南部町　倭 397 0859-66-2211 ○ ○ ○ 火、水、木曜日　要予約　1～2人/日　10時～12時 0859-66-2211 8時30分～17時 小児科外来：看護師 　片山　章

ひろかね内科・循環器内科クリニック 診療所 西伯郡　南部町　阿賀 202-2 0859-39-6115 ○ 月、水、金曜日　15時～18時（1人） 0859-39-6115 15時～18時 医院受付 　廣兼 祐二

日南病院（小児科） 病院 日野郡　日南町　生山 511-7 0859-82-1235 ○ ○ ○ ○
※ 毎月第3火曜日　13時～16時（3～4人）

※
小児科から継続して診療する場合に限る

0859-82-1235 13時～17時 小児科外来：看護師 　美野 陽一 　坂田 晋史  　上桝 仁志

山陰労災病院（循環器科） 病院 米子市　皆生新田 1丁目 8-1 0859-33-8181

【中部地区】　

【西部地区】　

〇 月～金曜日　8時30分～11時（3人） 予約不要 ―

　（鳥大小児科）

※「予約不要」以外の医療機関へ受診される場合は、必ず電話にて受診の予約をお願いします。また、詳細な実施日時については、各医療機関へお問い合わせ下さい。
※精密検査の結果、学校等において生活管理等が必要な者には「学校生活管理指導表作成費用(文書料）」が別途2,000円程度（鳥大病院は5,400円）必要な場合がありますので、詳細な金額はお問い合わせ下さい。
※「予約不要」以外の医療機関へ受診される場合は、必ず電話にて受診の予約をお願いします。また、詳細な実施日時については、各医療機関へお問い合わせ下さい。
※精密検査の結果、学校等において生活管理等が必要な者には「学校生活管理指導表作成費用(文書料）」が別途2,000円程度（鳥大病院は5,500円）必要な場合がありますので、詳細な金額はお問い合わせ下さい。


