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    1011,040,4 グッドヒル診療所 〒680-0864 0857-21-5000グッドヒル株式会社　松浦　喜房 昭38.11.22内   診療所
     鳥取市吉成２丁目１４－２１ 常　勤:    1代表取締役社長　吉岡 新規 現存
     (医       1)　秀樹 平23.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,041,2 湖東医院 〒680-0941 0857-28-1256縄田　昌平 縄田　昌平 昭39. 3.14内   婦   診療所
     鳥取市湖山町北６丁目６１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,068,5 医療法人　山本外科内〒680-0833 0857-23-2064医療法人　山本外科内山本　尚 平10. 5. 1外   内   整外診療所
     科医院 鳥取市末広温泉町１２５－２ 常　勤:    2科医院　理事長　山本 組織変更 麻   リハ 精  現存
     (医       2)　尚 平28. 5. 1心内 形外 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,075,0 医療法人メンタルリカ〒680-0862 0857-22-2346医療法人メンタルリカ幡　碩之 昭44. 4.14精神       120病院
     バリーセンター　幡病鳥取市雲山５７ 常　勤:    5バリーセンター幡病院 精   現存
     院 (医       5)　理事長　幡　碩之 平29. 4.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,081,8 渡辺病院 〒680-0011 0857-24-1151社会医療法人　明和会渡辺　憲 昭32.10. 1精神       258病院
     鳥取市東町３丁目３０７ 常　勤:   10医療福祉センター　理 療養        24現存
     (医      10)事長　渡辺　憲 平28. 1. 1介護        26
     非常勤:   11 精   心内 神内
     (医      11) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011,084,2 鳥取赤十字病院 〒680-8517 0857-24-8111日本赤十字社　社長　西土井　英昭 昭46. 2. 1一般       350地域支援
     (013,001,0) 鳥取市尚徳町１１７ 常　勤:   54近衞　忠煇 その他 内   神内 小  病院
     (医      51) 平28. 2. 1外   整外 脳外現存
     (歯       3) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   61 眼   耳い 放  
     (医      59) 麻   歯外 リウ
     (歯       2) 循   心外 病理
     リハ 精   他  
     他：頭頸部外科
     、救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    7011,109,7 鳥取県立中央病院 〒680-0901 0857-26-2271鳥取県知事　平井　伸池口　正英 昭50. 5.22一般       417地域支援
     (013,002,8) 鳥取市江津７３０ 常　勤:  118治 結核        10病院
     (医     115) 平29. 5.22一般（感染） 現存
     (歯       3)              4
     非常勤:   54 内   精   神内
     (医      53) 小   外   整外
     (歯       1) 形外 脳外 心外
     小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 他   呼内
     他（消化器内科
     、心臓内科、救
     急科、病理診断
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011,111,3 鳥取県立鳥取療育園 〒680-0901 0857-29-8889鳥取県知事　平井　伸前岡　幸憲 昭50. 6. 1小   整外 診療所
     鳥取市江津２６０番地 常　勤:    1治 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011,122,0 西尾医院 〒680-0845 0857-26-6335西尾　吉兵衛 西尾　吉兵衛 昭52.11.24皮   ひ   性  診療所
     鳥取市富安１丁目５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011,151,9 湯村皮膚科医院 〒680-0007 0857-26-6776湯村　純子 湯村　純子 昭59. 5.23皮   診療所
     鳥取市湯所町２丁目１８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011,164,2 田村内科眼科 〒680-0833 0857-22-0555田村　公平 田村　公平 昭62.10.12内   胃   循  診療所
     鳥取市末広温泉町２０２ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平29.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011,165,9 東部医師会急患診療所〒680-0845 0857-22-2782一般社団法人鳥取県東松浦　喜房 平13. 3.27内   小   診療所
     鳥取市富安１丁目５８番地１ 常　勤:    1部医師会　会長　松浦 移動 現存
     (医       1)　喜房 平25. 3.27
     非常勤:   89
     (医      89)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011,167,5 高森内科クリニック 〒680-0831 0857-23-1882高森　道雄 高森　道雄 昭63. 4. 8内   小   精  診療所
     鳥取市栄町７０８ 常　勤:    1 新規 心内 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 8他：漢方内科
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   14011,171,7 石丸こどもクリニック〒680-0847 0857-26-1400石丸　昌宏 石丸　昌宏 昭63.10.19小   アレ 診療所
     鳥取市天神町３１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011,172,5 医療法人社団　加藤整〒680-0023 0857-22-7522医療法人社団加藤整形加藤　泰之 平元. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 鳥取市片原２丁目１１１ 常　勤:    2外科医院　理事長　加 組織変更 現存
     (医       2)藤　泰之 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011,175,8 医療法人社団　大覚寺〒680-0864 0857-26-6123医療法人社団　大覚寺佐々木　知啓 平 8. 9. 1内   外   リハ診療所
     クリニック 鳥取市吉成２０６－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 麻   現存
     (医       1)佐々木　知啓 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011,176,6 医療法人　前嶋眼科医〒680-0037 0857-26-5131医療法人　前嶋眼科医前嶋　檀 平元. 4. 1一般         6診療所
     院 鳥取市元町２２６ 常　勤:    2院　理事長　前嶋　檀 眼   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011,177,4 入江内科医院 〒680-0022 0857-22-3366医療法人社団入江内科入江　宏一 平元. 4. 1内   診療所
     鳥取市西町２丁目２１２ 常　勤:    1医院　理事長　入江　 現存
     (医       1)宏一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011,178,2 医療法人　北室内科医〒680-0022 0857-26-1433医療法人北室内科医院北室　知巳 平元. 7. 1内   呼内 診療所
     院 鳥取市西町３丁目１１０ 常　勤:    1　理事長　北室　知巳 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011,181,6 福田整形外科医院 〒680-0021 0857-26-5121医療法人福田整形外科福田　佳弘 平元. 7. 1整外 診療所
     鳥取市材木町１５２ 常　勤:    1医院　理事長　福田　 現存
     (医       1)佳弘 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21011,182,4 医療法人　清水内科医〒680-0062 0857-29-0231医療法人清水内科医院清水　雅彦 平元. 7. 1内   消   循  診療所
     院 鳥取市吉方町１丁目４３７ 常　勤:    1　理事長　清水　雅彦 呼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011,183,2 西尾内科クリニック 〒680-0081 0857-26-6070医療法人成和会西尾内西尾　昌憲 平元. 7. 1内   消   循  診療所
     鳥取市岩倉４４６－２３ 常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     (医       1)　西尾　昌憲 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23011,185,7 大源眼科医院 〒680-0841 0857-22-0528医療法人社団瞳会大源大源　和彦 平元. 7. 1眼   診療所
     鳥取市吉方温泉４丁目７００－１常　勤:    1眼科　理事長　大源　 現存
     (医       1)和彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   24011,186,5 髙整形外科医院 〒680-0864 0857-53-3375医療法人社団髙整形外髙　勇吉 平元. 7. 1整外 診療所
     鳥取市吉成７７９－３８ 常　勤:    1科医院　理事長　髙　 現存
     (医       1)勇吉 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25011,189,9 わくしま内科医院 〒680-0801 0857-29-3333涌島　正 涌島　正 平元. 9.18内   消   循  診療所
     鳥取市松並町１丁目１２８ 常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26011,191,5 桜井皮膚科医院 〒680-0834 0857-27-1320医療法人社団桜井皮膚櫻井　克彦 平元. 9.16皮   診療所
     鳥取市永楽温泉町１６３番地 常　勤:    1科医院　理事長　櫻井 現存
     (医       1)　克彦 平28. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27011,192,3 早瀬医院 〒680-0036 0857-23-3357医療法人早瀬医院　理早瀬　智広 平元.10. 1内   胃   循  診療所
     鳥取市川端５丁目１０６ 常　勤:    2事長　早瀬　智広 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28011,194,9 医療法人社団　田中医〒680-0001 0857-27-0121医療法人社団田中医院田中　開 平元.10. 1内   小   診療所
     院 鳥取市浜坂２丁目９－１５ 常　勤:    1　理事長　田中　開 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29011,197,2 上山整形外科医院 〒680-0942 0857-28-0315医療法人上山整形外科上山　奎自 平元.10. 1整外 外   リハ診療所
     鳥取市湖山町東２丁目１０３ 常　勤:    2医院　理事長　上山　 リウ 現存
     (医       2)奎自 平28.10. 1主たる診療科の
     変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30011,199,8 医療法人　庄司医院分〒680-0941 0857-28-2611医療法人庄司医院分院庄司　眞喜 平元.10. 1耳い 内   診療所
     院 鳥取市湖山町北１丁目５４７番地常　勤:    1　理事長　庄司　眞喜 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31011,200,4 堀内医院 〒680-0945 0857-28-1009堀内　正人 堀内　正人 平元.10.16内   小   呼内診療所
     鳥取市湖山町南１丁目６２３番地常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32011,201,2 寺岡医院 〒680-1442 0857-57-0108寺岡　均 寺岡　均 平18. 3. 1内   消   小  診療所
     鳥取市吉岡温泉町１３５－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33011,202,0 医療法人　イナカ内科〒680-0854 0857-24-5167医療法人イナカ内科医稲中　義幸 平 2. 4. 1内   消   循  診療所
     医院 鳥取市正蓮寺４３ 常　勤:    1院　理事長　稲中　義 組織変更 小   現存
     (医       1)幸 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   34011,205,3 医療法人　橋本外科医〒680-0851 0857-29-1281医療法人橋本外科医院橋本　篤徳 平 2. 4. 1一般        15診療所
     院 鳥取市大杙２０４－３ 常　勤:    3　理事長　橋本　英宣 組織変更 療養         4現存
     (医       3) 平29. 4. 1外   内   麻  
     リハ 小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35011,206,1 医療法人　中島整形外〒680-0861 0857-24-6511医療法人中島整形外科中島　公和 平 2. 7. 1整外 リハ 診療所
     科医院 鳥取市新９３－５ 常　勤:    1医院　理事長　中島　 組織変更 現存
     (医       1)公和 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36011,208,7 医療法人　田中整形外〒680-0824 0857-27-3021医療法人田中整形外科田中　宏和 平 2.11. 1整外 リハ 診療所
     科医院 鳥取市行徳１丁目３３２ 常　勤:    1医院　理事長　田中　 組織変更 現存
     (医       1)宏和 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37011,212,9 竹田内科医院 〒680-0031 0857-22-4320医療法人竹田内科医院竹田　達夫 平 3. 9. 1一般        17診療所
     鳥取市本町２丁目１０９ 常　勤:    1　理事長　竹田　達夫 内   他   現存
     (医       1) 平24. 9. 1他：消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38011,213,7 尾﨑病院 〒680-0941 0857-28-6616医療法人社団尾﨑病院鱸　俊朗 平 3.10. 1一般        60病院
     鳥取市湖山町北２－５５５ 常　勤:    9　理事長　尾﨑　舞 その他 療養       120現存
     (医       9) 平24.10. 1外   内   整外
     非常勤:   61 皮   リハ 神内
     (医      61) 呼内 他   
     他（人工透析内
     科、循環器内科
     、糖尿病内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39011,214,5 尾﨑クリニック 〒680-0842 0857-24-7877尾﨑　行男 尾﨑　行男 平 3.10.22外   内   消  診療所
     鳥取市吉方１１２－３ 常　勤:    1 新規 こう 皮   整外現存
     (医       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40011,216,0 石谷小児科医院 〒680-0047 0857-22-3354医療法人石谷小児科医石谷　暢男 平 4. 1. 1小   診療所
     鳥取市上魚町１３ 常　勤:    1院　理事長　石谷　暢 組織変更 現存
     (医       1)男 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41011,217,8 岡本医院 〒689-1102 0857-53-2028医療法人岡本医院　理岡本　欣也 平 4. 3. 1内   消   小  診療所
     鳥取市津ノ井２５８－２ 常　勤:    3事長　岡本　欣也 組織変更 現存
     (医       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42011,218,6 医療法人　ささき皮フ〒680-0081 0857-24-8100医療法人ささき皮フ科佐々木　寿昭 平 4. 4. 1皮   整外 リハ診療所
     科整形外科クリニック鳥取市岩倉４５２－３０ 常　勤:    2整形外科クリニック　 組織変更 リウ 他   現存
     (医       2)理事長　佐々木　寿昭 平28. 4. 1他：美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   43011,219,4 麻木クリニック 〒680-0801 0857-23-3387医療法人社団麻木クリ麻木　宏栄 平 4. 5. 1耳い 気食 内  診療所
     鳥取市松並町２丁目５０２－１ 常　勤:    1ニック　理事長　麻木 組織変更 小   皮   アレ現存
     (医       1)　宏栄 平28. 5. 1気食：気管食道
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44011,223,6 たなか小児科医院 〒680-0844 0857-21-1222医療法人たなか小児科田中　清 平 4. 8. 1小   診療所
     鳥取市興南町７６ 常　勤:    1医院　理事長　田中　 組織変更 現存
     (医       1)清 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45011,224,4 やまね内科クリニック〒680-0824 0857-21-5111山根　俊樹 山根　俊樹 平 4. 9. 1内   呼   消  診療所
     鳥取市行徳１丁目３１７ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46011,226,9 栄町クリニック 〒680-0831 0857-21-3111松浦　順子 松浦　喜房 平 4.12. 1内   呼   消  診療所
     鳥取市栄町２１１－２ 常　勤:    3 新規 循   小   アレ現存
     (医       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47011,230,1 医療法人　大谷整形外〒680-0854 0857-24-6600医療法人大谷整形外科大谷　武 平 5. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 鳥取市正蓮寺４２－１ 常　勤:    1医院　理事長　大谷　 組織変更 現存
     (医       1)武 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48011,231,9 医療法人　安陪内科医〒680-0841 0857-26-6675医療法人安陪内科医院安陪　隆明 平 5. 4. 1内   消   診療所
     院 鳥取市吉方温泉３丁目８１１番地常　勤:    1　理事長　安陪　隆明 組織変更 現存
     の２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49011,232,7 宮﨑内科医院 〒680-0864 0857-21-1717医療法人宮﨑医院　理宮﨑　博実 平 5. 7. 1内   消   循  診療所
     鳥取市吉成２丁目１４－３３ 常　勤:    1事長　宮﨑　博実 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50011,233,5 もとむら眼科医院 〒680-0942 0857-28-5660元村　嘉男 元村　嘉男 平 5. 8. 2眼   診療所
     鳥取市湖山町東５丁目５０４番地常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51011,234,3 医療法人社団　よしだ〒680-0941 0857-31-1118医療法人社団よしだ内吉田　眞人 平 5. 8. 1内   神内 小  診療所
     内科医院 鳥取市湖山町北６丁目４４８－１常　勤:    1科医院　理事長　吉田 組織変更 他   現存
     (医       1)　眞人 平29. 8. 1他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52011,236,8 医療法人社団　谷口医〒680-0814 0857-22-2332医療法人社団谷口医院谷口　昌弘 平 6. 2. 1内   消   循  診療所
     院 鳥取市南町４２５番地 常　勤:    2　理事長　谷口　昌弘 組織変更 呼   小   現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   53011,238,4 鳥取県立精神保健福祉〒680-0901 0857-21-3031鳥取県知事　平井　伸原田　豊 平 6. 4. 1精   神   診療所
     センター 鳥取市江津３１８番地１ 常　勤:    1治 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54011,240,0 明穂整形外科 〒680-0846 0857-37-1313医療法人明穂整形外科明穂　政裕 平10. 5. 1整外 リハ 診療所
     鳥取市扇町１１－３ 常　勤:    1　理事長　明穂　政裕 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55011,241,8 鳥取市立病院 〒680-8501 0857-37-1522鳥取市長　深澤　義彦早田　俊司 平 7. 4. 8一般       340病院
     (013,192,7) 鳥取市的場一丁目１番 常　勤:   62 移動 内   神内 精  現存
     (医      59) 平28. 4. 8外   脳外 整外
     (歯       3) 産婦 小   眼  
     非常勤:   67 皮   ひ   耳い
     (医      66) 放   麻   リハ
     (歯       1) 歯   他   
     他（循環器内科
     、消化器内科、
     消化器外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56011,242,6 鳥取産院 〒680-0841 0857-23-3151医療法人アスピオス　村江　正始 平 7. 4. 1一般        20病院
     鳥取市吉方温泉１丁目６５３ 常　勤:    3理事長　村江　正始 組織変更 療養        17現存
     (医       3) 平28. 4. 1介護        41
     非常勤:   30 産婦 内   小  
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57011,243,4 医療法人緑会　上田病〒680-0022 0857-22-4319医療法人緑会　上田病塩﨑　かおる 平 7. 4. 1精神       106病院
     院 鳥取市西町１丁目４５１ 常　勤:    4院　理事長　上田　武 組織変更 精   神   内  現存
     (医       4)郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58011,245,9 藤崎医院 〒680-0031 0857-22-4420藤崎　章夫 藤崎　章夫 平 7. 5. 1内   循   皮  診療所
     鳥取市本町４丁目１１０ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59011,246,7 医療法人　松岡内科 〒680-0909 0857-31-3111医療法人松岡内科　理松岡　孝至 平 7. 8. 1内   他   神内診療所
     鳥取市賀露町南１丁目１８番１６常　勤:    1事長　松岡　孝至 組織変更 消   循   呼  現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1小   
     非常勤:    2 他（糖尿病内科
     (医       2) 、リウマチ内科
     、腎臓内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   60011,247,5 医療法人　かんべ皮膚〒680-0834 0857-21-5512医療法人かんべ皮膚科神戸　直登 平 7. 8. 1皮   診療所
     科クリニック 鳥取市永楽温泉町４５９ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)神戸　直登 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61011,248,3 医療法人　水本クリニ〒680-0934 0857-21-7707医療法人水本クリニッ水本　清 平 7. 8. 1内   他   診療所
     ック 鳥取市徳尾４０５番地１１ 常　勤:    2ク　理事長　水本　清 組織変更 他：胃腸内科 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62011,249,1 医療法人社団　横浜小〒680-0003 0857-21-7000医療法人社団横浜小児横濱　雄介 平 7. 8. 1小   内   消  診療所
     児科内科医院 鳥取市覚寺５６－１ 常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 呼   循   現存
     (医       1)横濱　雄介 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63011,252,5 きむら耳鼻咽喉科医院〒680-0845 0857-37-1611医療法人きむら耳鼻咽木村　寛 平10.11. 1耳い 気食 診療所
     鳥取市富安１丁目７６－２ 常　勤:    1喉科医院　理事長　木 組織変更 現存
     (医       1)村　寛 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64011,253,3 松下内科医院 〒680-0862 0857-21-0002医療法人　松下内科医松下　公紀 平10.10. 1内   呼   消  診療所
     鳥取市雲山１１３番地１ 常　勤:    1院　理事長　松下　公 組織変更 循   現存
     (医       1)紀 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65011,256,6 おけがわ眼科 〒680-0874 0857-53-2115桶川　了二 桶川　了二 平 9. 6. 7一般         4診療所
     鳥取市叶２９３－１２ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66011,263,2 いしこ内科循環器科医〒680-0945 0857-37-3200石河　利一郎 石河　利一郎 平10.10. 6内   循   胃  診療所
     院 鳥取市湖山町南３丁目３０１－１常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67011,264,0 しばた耳鼻咽喉科医院〒680-0862 0857-23-1155医療法人しばた耳鼻咽柴田　伊十児 平10.11.25耳い 気食 アレ診療所
     鳥取市雲山２３３－５ 常　勤:    1喉科医院　理事長　柴 新規 現存
     (医       1)田　伊十児 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68011,266,5 はまゆう診療所 〒680-0924 0857-51-7800医療法人賛幸会　理事田中　敬子 平11. 7.15内   皮   リハ診療所
     鳥取市野寺６２番地１ 常　勤:    2長　田中　彰 新規 外   現存
     (医       2) 平29. 7.15
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   69011,270,7 ウェルフェア北園渡辺〒680-0003 0857-27-1151社会医療法人　明和会日笠　親績 平16. 3.30療養       180病院
     病院 鳥取市覚寺１８１ 常　勤:    9医療福祉センター　理 移動 精神        60現存
     (医       9)事長　渡辺　憲 平28. 3.30介護       120
     非常勤:   14 内   神内 精  
     (医      14) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70011,272,3 こはまクリニック 〒680-0945 0857-37-3211小濱　美昭 小濱　美昭 平12.11. 6内   呼   消  診療所
     鳥取市湖山町南１丁目８３０－１常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71011,277,2 こどもクリニックふか〒680-0903 0857-32-1700深澤　哲 深澤　哲 平13.11.16小   アレ 診療所
     ざわ 鳥取市南隈５６５番 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72011,278,0 せいきょう子どもクリ〒680-0833 0857-27-2211鳥取医療生活協同組合森田　元章 平13.12. 1小   アレ 診療所
     ニック 鳥取市末広温泉町５６６番地 常　勤:    1　組合長理事　守山　 新規 現存
     (医       1)泰生 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73011,280,6 医療法人社団　みやも〒680-0874 0857-51-7717医療法人社団みやもと宮本　直隆 平14. 2. 1一般        11診療所
     と産婦人科医院 鳥取市叶２９３番地７ 常　勤:    1産婦人科医院　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　宮本　直隆 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74011,282,2 宮﨑眼科クリニック 〒680-0834 0857-36-0380宮﨑　義則 宮﨑　義則 平14. 4.25眼   診療所
     鳥取市永楽温泉町１０５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75011,283,0 医療法人　タグチアイ〒680-0003 0857-39-2121医療法人タグチレディ田口　俊章 平14. 4. 1一般         9診療所
     ブイエフレディースク鳥取市覚寺６３番地６ 常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 産   婦   現存
     リニック (医       1)長　田口　俊章 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76011,284,8 おくだこどもクリニッ〒680-0942 0857-31-2222医療法人社団おくだこ奥田　浩史 平14. 5. 1小   循   アレ診療所
     ク 鳥取市湖山町東３丁目６７番地 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　奥田　浩史 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77011,286,3 医療法人社団　ひまわ〒680-0862 0857-21-1133医療法人社団ひまわり谷口　玲子 平14. 7. 1内   神内 診療所
     り内科クリニック 鳥取市雲山２４３－３８ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　谷口　玲子 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78011,288,9 いわさわ医院 〒689-1112 0857-52-7822医療法人いわさわ医院岩澤　利典 平15. 3. 1内   小   消  診療所
     鳥取市若葉台南６丁目２３－２６常　勤:    1　理事長　岩澤　利典 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
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   79011,289,7 医療法人　三木眼科 〒680-0801 0857-39-1133医療法人　三木眼科　三木　統夫 平15. 4. 1一般         3診療所
     鳥取市松並町１丁目１６８－１４常　勤:    1理事長　三木　統夫 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80011,291,3 あしはら小児科 〒680-0874 0857-37-4300芦原　勝之 芦原　勝之 平15.11. 7小   他   診療所
     鳥取市叶２８３－２ 常　勤:    1 新規 他（小児アレル現存
     (医       1) 平27.11. 7ギー科・小児皮
     膚科・心臓小児
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81011,292,1 野の花診療所 〒680-0824 0857-36-0087医療法人社団　野の花徳永　進 平16. 3. 1一般        19診療所
     鳥取市行徳３丁目４３１ 常　勤:    2診療所　理事長　徳永 組織変更 内   呼内 心内現存
     (医       2)　進 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82011,293,9 医療法人社団　こばや〒680-0872 0857-51-7373医療法人社団　こばや小林　恭一郎 平16. 3. 1内   消   循  診療所
     し内科 鳥取市宮長９－１ 常　勤:    1し内科　理事長　小林 組織変更 小   現存
     (医       1)　恭一郎 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83011,294,7 いわした耳鼻咽喉科医〒680-0874 0857-38-4133医療法人社団　いわし岩下　和人 平16. 4. 1耳い アレ 他  診療所
     院 鳥取市叶３２０番地１ 常　勤:    1た耳鼻咽喉科医院　理 組織変更 他：気管食道耳現存
     (医       1)事長　岩下　和人 平28. 4. 1鼻いんこう科、
     小児耳鼻いんこ
     う科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84011,295,4 スカイ・クリニック 〒680-0832 0857-36-8640片山　正見 片山　正見 平16. 6.24心内 内   精  診療所
     鳥取市弥生町２２３　グランドー常　勤:    1 新規 現存
     ル若桜２Ａ号室 (医       1) 平28. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85011,297,0 前田医院 〒680-0811 0857-37-0102前田　宏治 前田　宏治 平16. 9. 5内   外   小  診療所
     鳥取市西品治６４４－１ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平28. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86011,299,6 山脇医院 〒680-8063 0857-23-1811医療法人社団内科小児山脇　美登里 平元. 4. 1内   小   神内診療所
     鳥取市国府町奥谷１丁目１１０ 常　勤:    4科山脇医院　理事長　 リハ 他   現存
     (医       4)山脇　敏正 平28. 4. 1他（循環器内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87011,301,0 医療法人社団　森医院〒680-0136 0857-22-6539医療法人社団森医院　森　英俊 平元.10. 1内   小   診療所
     鳥取市国府町糸谷１１－５ 常　勤:    1理事長　森　英俊 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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   88011,302,8 医療法人社団　森医院〒680-0223 0857-58-0513医療法人社団森医院　森　英俊 平元.10. 1内   小   診療所
     中河原分院 鳥取市国府町中河原６８－７ 常　勤:    1理事長　森　英俊 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89011,303,6 宮本医院 〒689-0106 0857-38-1300宮本　二郎 宮本　二郎 平14. 4.10内   小   診療所
     鳥取市福部町海士３５９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90011,304,4 医療法人社団　岸医院〒680-1251 0858-85-0218医療法人社団岸医院　岸　良光 平元.10. 1内   外   小  診療所
     鳥取市河原町河原４８ 常　勤:    1理事長　岸　良光 循   消   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91011,307,7 荻原医院 〒680-1241 0858-85-0454医療法人社団荻原医院荻原　嘉洋 平 6.11. 4内   小   診療所
     鳥取市河原町長瀬８２－１ 常　勤:    1　理事長　荻原　嘉洋 移動 現存
     (医       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92011,308,5 加藤医院 〒689-1201 0858-87-2440加藤　達生 加藤　達生 平11. 5.13内   小   外  診療所
     鳥取市用瀬町用瀬３８２ 常　勤:    1 交代 整外 他   現存
     (医       1) 平29. 5.13他：循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93011,310,1 医療法人　井上医院 〒689-1201 0858-87-2755医療法人　井上医院　井上　雅勝 平元.10. 1一般         1診療所
     鳥取市用瀬町用瀬４５７－６ 常　勤:    1理事長　井上　雅勝 組織変更 療養         8現存
     (医       1) 平28.10. 1内   外   小外
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94011,311,9 医療法人　林医院 〒689-1213 0858-87-2033医療法人林医院　理事林　裕史 平12. 4. 1内   小   呼  診療所
     鳥取市用瀬町鷹狩７２２－１ 常　勤:    1長　林　裕史 交代 循   消   他  現存
     (医       1) 平30. 4. 1他：糖尿病内科
     ・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95011,312,7 加藤医院佐治出張診療〒689-1313 0858-88-0229加藤　達生 加藤　達生 平11. 5.13内   小   外  診療所
     所 鳥取市佐治町加瀬木２２３５ 常　勤:    1 交代 整外 他   現存
     (医       1) 平29. 5.13他：循循環器内
     科、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96011,313,5 医療法人　井上医院佐〒689-1314 0858-88-0223医療法人　井上医院　井上　雅勝 平元.10. 1内   小外 外  診療所
     治出張診療所 鳥取市佐治町加茂６９２－５ 常　勤:    1理事長　井上　雅勝 胃   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97011,314,3 鳥取市佐治町国民健康〒689-1313 0858-88-0127鳥取市長　深澤　義彦渡部　純 平16.11. 1内   小   外  診療所
     保険診療所（医科） 鳥取市佐治町加瀬木２１７１－２常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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   98011,315,0 浜村診療所 〒689-0332 0857-82-0137医療法人社団　浜村診生駒　義人 平 9.10. 1外   循   内  診療所
     鳥取市気高町勝見６６０－２ 常　勤:    1療所　理事長　生駒　 組織変更 小   現存
     (医       1)義人 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99011,316,8 太田原医院 〒689-0216 0857-82-0953太田原　美子 太田原　美子 昭41. 7. 1内   小   耳い診療所
     鳥取市気高町宝木８２７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100011,318,4 鳥取医療生協　鹿野温〒689-0425 0857-84-2311鳥取医療生活協同組合木村　章彦 昭43. 8.20療養       141病院
     泉病院 鳥取市鹿野町今市２４２番地 常　勤:    5　組合長理事　守山　 新規 介護 現存
     (医       5)泰生 平28. 8.20    療養    46
     非常勤:   11 内   精   神内
     (医      11) 外   整外 脳外
     眼   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101011,320,0 医療法人社団　乾医院〒689-0405 0857-84-2250医療法人社団乾医院　乾　俊彦 平 3.11. 1内   小   診療所
     鳥取市鹿野町鹿野１０９１－５ 常　勤:    1理事長　乾　俊彦 移動 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102011,321,8 和順堂記念医院 〒689-0501 0857-85-2020医療法人清蓮会和順堂木下　俊昭 平元.10. 1内   小   整外診療所
     鳥取市青谷町青谷４４６－５ 常　勤:    1記念医院　理事長　木 皮   リハ 消  現存
     (医       1)下　俊昭 平28.10. 1循   呼   外  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103011,323,4 福永医院 〒689-0501 0857-85-0953医療法人社団　福永医福永　康作 平 8. 9. 1内   小   ひ  診療所
     鳥取市青谷町青谷４３０６－１１常　勤:    1院　理事長　福永　康 新規 現存
     (医       1)作 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104011,324,2 田中医院 〒689-0535 0857-85-5050田中　彰彦 田中　彰彦 平10.11. 5内   小   診療所
     鳥取市青谷町井手５７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105011,325,9 石田医院 〒689-0501 0857-85-0258医療法人　石田医院　大津　千晴 平16. 7. 1内   小   診療所
     鳥取市青谷町青谷４０３２番地１常　勤:    2理事長　石田　勝也 組織変更 現存
     ９ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106011,327,5 はやしクリニック 〒680-0945 0857-32-2121医療法人　はやしクリ林　貴史 平17. 1. 1整外 内   外  診療所
     鳥取市湖山町南２丁目１８１－２常　勤:    1ニック　理事長　林　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)貴史 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  107011,329,1 葉狩皮膚科クリニック〒680-0822 0857-36-9500葉狩　良孝 葉狩　良孝 平17. 4.23皮   診療所
     鳥取市今町１丁目５０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108011,332,5 医療法人社団　かわぐ〒680-0864 0857-38-4110医療法人社団　かわぐ川口　俊夫 平18. 6. 1皮   診療所
     ち皮膚科 鳥取市吉成７７９番地４０日本海常　勤:    1ち皮膚科　理事長　川 組織変更 現存
     産業ビル３Ｆ (医       1)口　俊夫 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109011,333,3 医療法人社団　本城内〒680-0007 0857-39-1010医療法人社団本城内科本城　一郎 平18. 8. 1内   消   診療所
     科クリニック 鳥取市湯所町２丁目１１０番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)本城　一郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110011,336,6 まつだ内科医院 〒680-0874 0857-38-4777医療法人まつだ内科医松田　裕之 平18.12. 1内   消   診療所
     鳥取市叶２８４－１ 常　勤:    1院　理事長　松田　裕 組織変更 現存
     (医       1)之 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111011,337,4 塩田医院 〒680-1133 0857-30-1110塩田　容通 塩田　容通 平18.12. 1内   診療所
     鳥取市源太１０１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112011,338,2 なわだ内科クリニック〒680-0802 0857-25-1155縄田　隆平 縄田　隆平 平19. 2.13内   呼内 診療所
     鳥取市青葉町３丁目１０１番地２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113011,343,2 もとだクリニック 〒680-0151 0857-30-3711元田　欽也 元田　欽也 平19. 4.16内   小   呼  診療所
     鳥取市国府町宮下１１６５番地 常　勤:    1 新規 循   消   現存
     (医       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114011,344,0 医療法人社団　竹内内〒680-0031 0857-22-2317医療法人社団　竹内内竹内　一昭 平19. 7. 1内   消   循  診療所
     科医院 鳥取市本町５丁目２０２番地 常　勤:    1科医院　理事長　竹内 組織変更 呼   現存
     (医       1)　一昭 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115011,345,7 にしうら皮膚科 〒680-0872 0857-53-7180西浦　清一 西浦　清一 平19. 8. 3皮   診療所
     鳥取市宮長２５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116011,346,5 ふなもとクリニック 〒680-0921 0857-30-1611船本　慎作 船本　慎作 平19. 9. 4内   外   リハ診療所
     鳥取市古海７１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 4
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  117011,347,3 医療法人悠和会　はし〒680-0861 0857-25-6510医療法人悠和会　理事橋口　政弘 平19.10. 1内   診療所
     ぐち在宅クリニック 鳥取市新１０３－１０マロンアパ常　勤:    1長　橋口　政弘 組織変更 現存
     ルトマント１Ｆ２号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118011,348,1 石井内科小児科クリニ〒680-0944 0857-31-1141石井　泰史 石井　泰史 平19.12.18内   消   小  診療所
     ック 鳥取市布勢３３２－４ 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平25.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119011,349,9 鳥取生協病院 〒680-0833 0857-24-7251鳥取医療生活協同組合皆木　眞一 平20. 3. 1一般       260病院
     鳥取市末広温泉町４５８ 常　勤:   26　組合長理事　守山　 移動 内   精   神内現存
     (医      26)泰生 平26. 3. 1呼   消   循  
     非常勤:   77 小   外   整外
     (医      77) 脳外 リハ 放  
     麻   リウ 耳い
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120011,350,7 おかだ内科 〒680-0845 0857-30-3750岡田　克夫 岡田　克夫 平20. 4.14消   内   神内診療所
     鳥取市富安２丁目１４９ 常　勤:    2 新規 精   現存
     (医       2) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121011,351,5 公益財団法人　鳥取県〒680-0845 0857-23-4841公益財団法人　鳥取県荻野　隆一 平20. 5. 1内   婦   診療所
     保健事業団健診センタ鳥取市富安２丁目９４番４ 常　勤:    1保健事業団　理事長　 新規 現存
     ー (医       1)丸瀬　和美 平26. 5. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122011,352,3 医療法人社団　野津医〒680-0074 0857-22-8605医療法人社団野津医院野津　史博 平20.10. 1内   小   消  診療所
     院 鳥取市卯垣四丁目１０１ 常　勤:    1　理事長　野津　史博 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123011,354,9 鳥取北クリニック 〒680-0905 0857-32-7111医療法人　健章会　理菊川　章仁 平20.10. 1婦   内   診療所
     鳥取市賀露町４０１２番地 常　勤:    1事長　菊川　章仁 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124011,355,6 中井こどもクリニック〒680-0853 0857-30-3888中井　正二 中井　正二 平20.10.21小   アレ 診療所
     鳥取市桜谷３６７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125011,358,0 山根整形外科クリニッ〒680-0903 0857-31-4837医療法人Ｙ’ｓクリニ山根　弘次 平21.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 鳥取市南隈４８３番地 常　勤:    1ック　理事長　山根　 組織変更 現存
     (医       1)弘次 平27.10. 1
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  126011,359,8 たけうち耳鼻いんこう〒680-0935 0857-50-0311竹内　裕一 竹内　裕一 平21.12.25耳い アレ 他  診療所
     科 鳥取市里仁５４－８ 常　勤:    1 新規 他（小児耳鼻い現存
     (医       1) 平27.12.25んこう科、気管
     食道・耳鼻いん
     こう科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127011,360,6 鳥取ペインクリニック〒680-0036 0857-22-3633延原　弘明 延原　弘明 平22. 1. 1他   麻   内  診療所
     鳥取市川端１丁目２０１ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1他：ペインクリ
     ニック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128011,361,4 こころの発達クリニッ〒680-0061 0857-50-0033社会福祉法人鳥取こど川口　孝一 平22. 4. 1精   小   内  診療所
     ク 鳥取市立川町５丁目４１７番地 常　勤:    1も学園　理事長　藤野 新規 現存
     (医       1)　興一 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129011,362,2 医療法人　さとに田園〒680-0935 0857-30-1515医療法人さとに田園ク太田　匡彦 平22.10. 1内   ひ   神内診療所
     クリニック 鳥取市里仁５４番地２ 常　勤:    4リニック　理事長　太 組織変更 他   整外 リハ現存
     (医       4)田　匡彦 平28.10. 1内（人工透析有
     非常勤:    3 ）、他：腎臓内
     (医       3) 科、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130011,363,0 よねだクリニック 〒689-0334 0857-37-6123米田　一彦 米田　一彦 平22.10. 1内   呼内 診療所
     鳥取市気高町北浜三丁目１３１番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131011,364,8 医療法人社団　三樹会〒680-0846 0857-21-8825医療法人社団　三樹会三宅　茂樹 平23. 7.18ひ   透析 内  診療所
     　吉野・三宅ステーシ鳥取市扇町１７６番地 常　勤:    3　理事長　三宅　茂樹 移動 リハ 他   現存
     ョンクリニック (医       3) 平29. 7.18透析（人工透析
     非常勤:    3 ）、他：腎臓内
     (医       3) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132011,365,5 よろずクリニック 〒689-0202 0857-59-0433萬　憲彰 萬　憲彰 平23.10. 1内   消   診療所
     鳥取市美萩野１丁目１１８－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133011,366,3 わたなべクリニック 〒680-0903 0857-50-0071渡 　健志 渡 　健志 平24. 4.11他   ひ   皮  診療所
     鳥取市南隈４４０番地 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平30. 4.11他（腎臓内科）
     非常勤:    1
     (医       1)
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  134011,367,1 たなかクリニック 〒680-0841 0857-24-1101田中　俊輔 田中　俊輔 平24. 7. 1整外 リウ 診療所
     鳥取市吉方温泉３丁目８０７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135011,368,9 にしまち診療所　悠々〒680-0022 0857-25-6523社会福祉法人こうほう岸　清志 平24. 7. 2内   外   リハ診療所
     鳥取市西町５丁目１０８ 常　勤:    1えん　理事長　廣江　 新規 現存
     (医       1)研 平30. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136011,369,7 たかすリウマチ・整形〒680-0874 0857-51-7115医療法人　たかすリウ髙須　宣行 平24.11. 1リウ 整外 診療所
     外科クリニック 鳥取市叶２８８番地１１ 常　勤:    1マチ・整形外科クリニ 組織変更 現存
     (医       1)ック　理事長　髙須　 平24.11. 1
     宣行
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137011,371,3 すえひろ生協診療所 〒680-0833 0857-30-6140鳥取医療生活協同組合岡田　睦博 平25. 4. 1内   外   他  診療所
     鳥取市末広温泉町２０３ 常　勤:    2　組合長理事　守山　 新規 現存
     (医       2)泰生 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138011,372,1 髙田医院 〒680-0942 0857-30-6860髙田　耕吉 髙田　耕吉 平25. 6. 1心内 精   診療所
     鳥取市湖山町東１丁目１１７－３常　勤:    1 新規 現存
     ジョイフレンド１階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139011,373,9 やまもとクリニック 〒680-0803 0857-50-0066山本　寛子 山本　寛子 平25.11. 1内   整外 リウ診療所
     鳥取市田園町２丁目１５７番地 常　勤:    2 新規 リハ 他   現存
     (医       2) 平25.11. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140011,376,2 おか内科クリニック 〒680-0901 0857-30-2111医療法人桂枝会　理事岡　新治 平27. 2. 2内   他   診療所
     鳥取市江津４０７番地２ 常　勤:    1長　岡　新治 組織変更 他（漢方内科）現存
     (医       1) 平27. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141011,378,8 池田外科医院 〒680-0844 0857-27-5151池田　光之 池田　光之 平28. 4. 1一般        13診療所
     鳥取市興南町８－２ 常　勤:    2 交代 外   こう 胃  現存
     (医       2) 平28. 4. 1小外 
     肛門科：肛門外
     科、肛門内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142011,379,6 里仁皮膚科 〒680-0935 0857-28-5050河上　真巳 河上　真巳 平28. 6. 1皮   診療所
     鳥取市里仁５６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  143011,380,4 さくらレディースクリ〒680-0803 0857-25-4103上垣　憲雅 上垣　憲雅 平28. 8. 1一般 診療所
     ニック田園町 鳥取市田園町２丁目１５５番地 常　勤:    2 新規     一般    19現存
     (医       2) 平28. 8. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144011,381,2 公益財団法人中国労働〒680-0942 0857-31-6666公益財団法人中国労働大川　智久 平29. 3. 1内   診療所
     衛生協会　鳥取検診所鳥取市湖山町東四丁目９５番１号常　勤:    1衛生協会　理事長　宮 新規 現存
     (医       1)田　明 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145011,382,0 宍戸医院 〒680-0804 0857-29-4410宍戸　英俊 宍戸　英俊 平29. 7. 1内   外   リハ診療所
     鳥取市田島７１６ 常　勤:    2 交代 他   現存
     (医       2) 平29. 7. 1他：胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146011,383,8 とくやま在宅クリニッ〒680-0871 0857-30-7760德山　直美 德山　直美 平29.10. 1内   診療所
     ク 鳥取市吉成南町１丁目２７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147011,384,6 おおたけ脳神経・漢方〒680-0904 0857-28-7025大竹　実 大竹　実 平29.11. 1脳外 脳内 他  診療所
     内科クリニック 鳥取市晩稲４３７番３ 常　勤:    1 新規 他：漢方内科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148011,385,3 クリニックこくふ 〒680-8066 0857-50-1328医療法人共済会　理事深田　民人 平30. 1. 1内   外   整外診療所
     鳥取市国府町新通り二丁目２０２常　勤:    1長　清水　正人 その他 リハ 現存
     番地 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149011,386,1 下田神経内科クリニッ〒680-0045 0857-32-7020医療法人優風会　理事下田　優 平30. 3. 1神内 内   診療所
     ク 鳥取市大工町頭３３番地 常　勤:    1長　下田　優 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150011,387,9 延寿の杜ホームクリニ〒680-0905 0857-30-6901一般社団法人いなば仁野口　壮士 平30. 4. 1精   他   診療所
     ック 鳥取市賀露町４１６２ 常　勤:    2風会　代表理事　野口 組織変更 他：老年内科 現存
     (医       2)　壮士 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151011,388,7 シティクリニック 〒680-0904 0857-30-5090青木　大介 青木　大介 平30. 6. 1眼   診療所
     鳥取市晩稲３４８イオンモール鳥常　勤:    1 新規 現存
     取北２階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  152021,002,2 養和病院 〒683-0841 0859-29-5351医療法人養和会　理事松本　 昭32. 5. 1精神       230病院
     米子市上後藤３丁目５－１ 常　勤:   14長　廣江　智 新規 療養        60療養病床
     (医      14) 平29. 5. 1精   神内 内  現存
     非常勤:   22 リハ ひ   形外
     (医      22) 他   
     他：腫瘍内科、
     緩和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153021,006,3 山本整形外科医院 〒683-0101 0859-28-8026山本　仁 山本　仁 平10. 1. 3整外 麻   リハ診療所
     米子市大篠津町１１１６ 常　勤:    1 交代 リウ 現存
     (医       1) 平28. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154021,026,1 医療法人育生会　高島〒683-0826 0859-32-7711医療法人育生会　高島浦辺　千晶 昭32.10. 1一般        60病院
     病院 米子市西町６番地 常　勤:    6病院　理事長　浦辺　 新規 療養        59現存
     (医       6)千晶 平29.10. 1外   整外 脳外
     非常勤:   29 皮   呼外 内  
     (医      29) リハ 麻   脳内
     他   
     他：消化器外科
     、血管外科、肛
     門外科、消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155021,029,5 太田医院 〒683-0067 0859-34-3098太田　道雄 太田　道雄 平10. 8. 5一般        17診療所
     米子市東町３０５番地 常　勤:    1 交代 外   こう 胃  現存
     (医       1) 平28. 8. 5皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156021,034,5 皆生病院 〒683-0801 0859-22-3638近藤　務 近藤　務 昭34. 9. 1精神        70病院
     米子市新開４丁目５番１号 常　勤:    2 新規 精   神   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157021,044,4 鳥取県立総合療育セン〒683-0004 0859-38-2155鳥取県知事　平井　伸汐田　まどか 昭38. 4. 1一般        75病院
     (023,164,4) ター 米子市上福原七丁目１３番３号 常　勤:    9治 新規 小   精   整外現存
     (医       9) 平29. 4. 1リハ 歯   耳い
     非常勤:   23 皮   
     (医      21)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  158021,045,1 独立行政法人労働者健〒683-8605 0859-33-8181独立行政法人労働者健大野　耕策 昭38. 6. 1一般       377地域支援
     (023,088,5) 康安全機構　山陰労災米子市皆生新田１丁目８番１号 常　勤:   77康安全機構　理事長　 新規 内   精   神内病院
     病院 (医      76)有賀　徹 平29. 6. 1外   脳外 心外現存
     (歯       1) 皮   ひ   眼  
     非常勤:   36 耳い リハ 麻  
     (医      36) 歯外 整外 循  
     他   放   小  
     産婦 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159021,047,7 中村医院 〒683-0841 0859-29-3795医療法人社団　中村医中村　暢宏 平 9.10. 1内   胃   小  診療所
     米子市上後藤３丁目１－６ 常　勤:    2院　理事長　中村　哲 組織変更 現存
     (医       2)朗 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160021,076,6 医療法人勤誠会　米子〒683-0015 0859-26-1611医療法人勤誠会　理事加藤　明孝 昭44. 9. 1精神       270病院
     病院 米子市日原３１９番地の１ 常　勤:    6長　福村　文雄 新規 精   心内 神内現存
     (医       6) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161021,091,5 安田内科医院 〒689-3541 0859-27-1751安田　收一 安田　收一 昭46. 8. 1内   呼内 他  診療所
     米子市二本木５３９ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平28. 8. 1、循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162021,098,0 米子医療生活協同組合〒683-0052 0859-34-1201米子医療生活協同組合岸本　朗 昭32.10. 1内   小   リハ診療所
     　米子診療所 米子市博労町３丁目８０－１ 常　勤:    1　理事長　梶野　大 新規 心内 精   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163021,107,9 医療法人同愛会　博愛〒683-0853 0859-29-1100医療法人同愛会　理事櫃田　豊 昭32.10. 1一般       161病院
     病院 米子市両三柳１８８０ 常　勤:   28長　石部　裕一 新規 療養        38現存
     (医      28) 平29.10. 1内   呼内 神内
     非常勤:   47 外   整外 胸外
     (医      47) 小   皮   リハ
     産婦 麻   放  
     眼   ひ   
     消内、循内、人
     工透析内科、消
     外、肝臓内科、
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  164021,109,5 弓場医院 〒683-0845 0859-34-3303山藤　靖展 山藤　靖展 昭52. 3. 1内   小   外  診療所
     米子市旗ケ崎２丁目１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165021,114,5 松本医院 〒683-0852 0859-29-8181松本　拾 松本　拾 昭52.11. 1内   小   診療所
     米子市河崎１７４０－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166021,123,6 西部医師会急患診療所〒683-0824 0859-34-6253公益社団法人　鳥取県野坂　美仁 昭54.11. 1内   小   診療所
     米子市久米町１３６ 常　勤:    1西部医師会　会長　野 新規 現存
     (医       1)坂　美仁 平24.11. 1
     非常勤:   72
     (医      72)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167021,127,7 富永眼科医院 〒683-0055 0859-34-6470富永　晄子 富永　晄子 昭55. 4. 1眼   診療所
     米子市冨士見町２丁目１７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168021,130,1 坂口内科 〒683-0814 0859-32-1127坂口　茂正 坂口　茂正 昭55. 7.15内   診療所
     米子市尾高町１１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169021,132,7 民本医院 〒683-0845 0859-29-9611民本　和男 民本　和男 昭55.12. 3外   整外 胃  診療所
     (023,066,1) 米子市旗ケ崎７丁目２５－２８ 常　勤:    2 新規 歯   現存
     (医       1) 平28.12. 3
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170021,138,4 神鳥眼科医院 〒683-0052 0859-34-0555神鳥　高世 神鳥　高世 昭57. 6.15一般        14診療所
     米子市博労町４丁目３３１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 6.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171021,139,2 医療法人友紘会　皆生〒683-0002 0859-32-9119医療法人　友紘会　理森本　兼人 平 9. 7. 1療養       161病院
     温泉病院 米子市皆生新田３丁目７番８号 常　勤:    6事長　林　豊行 組織変更 内   整外 脳外現存
     (医       6) 平30. 7. 1神内 リハ 他  
     非常勤:   22 他：循環器内科
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172021,149,1 医療法人社団　菅村内〒683-0802 0859-32-9613医療法人社団　菅村内菅村　昭夫 平 8. 9. 1内   呼   消  診療所
     科医院 米子市東福原１丁目４－６０ 常　勤:    2科医院　理事長　菅村 新規 循   現存
     (医       2)　昭夫 平29. 9. 1
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  173021,157,4 医療法人社団　石田内〒683-0851 0859-29-4343医療法人社団　石田内石田　寿一 平13. 5. 1内   循   診療所
     科循環器科医院 米子市夜見町１７５８番地１ 常　勤:    1科循環器科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　石田　寿一 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174021,162,4 母と子の長田産科婦人〒683-0841 0859-29-3131医療法人社団愛生会　長田　昭夫 昭63. 7. 1一般        19診療所
     科クリニック 米子市上後藤８丁目５番１号 常　勤:    4理事長　長田　昭夫 産   婦   小  現存
     (医       4) 平30. 7. 1内   アレ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175021,167,3 医療法人社団　松浦診〒683-0067 0859-22-2446医療法人社団松浦診療松浦　驥一 平元. 4. 1内   小   診療所
     療所 米子市東町１６３ 常　勤:    2所　理事長　松浦　驥 現存
     (医       2)一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176021,168,1 医療法人社団　荒川耳〒683-0802 0859-33-8300医療法人社団荒川耳鼻荒川　雄司 平元. 4. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 米子市東福原６丁目１２－４３ 常　勤:    2咽喉科　理事長　荒川 現存
     (医       2)　雄司 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177021,169,9 医療法人社団　細田内〒683-0812 0859-22-5783医療法人社団細田内科細田　明秀 平元. 4. 1内   胃   循  診療所
     科医院 米子市角盤町３丁目１６９ 常　勤:    1医院　理事長　細田　 小   現存
     (医       1)明秀 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178021,174,9 医療法人社団　常松医〒683-0011 0859-26-2100医療法人社団常松医院常松　久晃 平元. 4. 1内   胃   小  診療所
     院 米子市福市５７４－５ 常　勤:    1　理事長　常松　久晃 循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179021,175,6 田辺内科胃腸科医院 〒683-0064 0859-33-2010医療法人社団田辺医院田邊　嘉直 平元. 4. 1内   胃   消  診療所
     米子市道笑町４丁目９５ 常　勤:    1　理事長　田邊　嘉直 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180021,177,2 医療法人　下山医院 〒683-0004 0859-32-8252医療法人下山医院　理下山　晶士 平元. 4. 1内   呼内 他  診療所
     米子市上福原５丁目５番４３号 常　勤:    4事長　下山　晶樹 他：循環器内科現存
     (医       4) 平28. 4. 1、消化器内科、
     肝臓内科・内分
     泌代謝内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181021,179,8 医療法人社団　越智内〒683-0823 0859-22-2503医療法人社団越智内科越智　寛 平 8. 7.22内   胃   循  診療所
     科医院 米子市加茂町１丁目２１ 常　勤:    2医院　理事長　越智　 移動 現存
     (医       2)勤 平29. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  182021,180,6 医療法人社団　宝意内〒683-0065 0859-22-2790医療法人社団宝意内科寳意　規嗣 平元. 7. 1内   他   診療所
     科医院 米子市万能町１６ 常　勤:    1医院　理事長　寳意　 他：消化器内科現存
     (医       1)規嗣 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183021,181,4 医療法人社団　山田内〒683-0811 0859-32-2355医療法人社団山田内科山田　晴成 平元. 4. 1内   消   循  診療所
     科医院 米子市錦町１丁目３９ 常　勤:    1医院　理事長　山田　 現存
     (医       1)晴成 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184021,183,0 野口内科クリニック 〒683-0812 0859-22-6700医療法人社団野口内科野口　俊之 平元.10. 1内   呼   消  診療所
     米子市角盤町４丁目５番地２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 循   小   リハ現存
     (医       1)野口　俊之 平28.10. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185021,184,8 医療法人社団　周防内〒683-0841 0859-29-2080医療法人社団周防内科長谷川　真弓 平元.10. 1内   消   診療所
     科医院 米子市上後藤７丁目３番２７号 常　勤:    1医院　理事長　長谷川 現存
     (医       1)　真弓 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186021,189,7 医療法人社団　本田医〒683-0012 0859-26-0155医療法人社団本田医院本田　守 平元.10. 1内   小   診療所
     院 米子市八幡７０３ 常　勤:    1　理事長　本田　守 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187021,192,1 循環器クリニック花園〒683-0802 0859-34-5111医療法人社団循環器ク花園　直人 平 2. 1. 1他   内   診療所
     内科 米子市東福原３丁目９番１号 常　勤:    1リニック花園内科医院 他（循環器内科休止
     (医       1)　理事長　花園　直人 平29. 1. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188021,193,9 富長内科クリニック 〒683-0802 0859-35-3511富長　将人 富長　将人 平 2. 4.10内   他   診療所
     米子市東福原５丁目１２－１９ 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平29. 4.10、消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189021,194,7 医療法人　中曽産科婦〒683-0805 0859-22-5360医療法人中曽産科婦人中曽　庸博 平 2. 4. 1一般        11診療所
     人科医院 米子市西福原４丁目８－４１ 常　勤:    1科医院　理事長　中曽 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　庸博 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190021,195,4 医療法人　上福原内科〒683-0004 0859-32-7550医療法人上福原内科ク徳本　明秀 平 2. 4. 1透析 内   胃  診療所
     クリニック 米子市上福原５７８－６ 常　勤:    1リニック　理事長　徳 組織変更 循   呼   アレ現存
     (医       1)本　明秀 平29. 4. 1
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  191021,196,2 魚谷眼科医院 〒683-0841 0859-22-2246医療法人社団魚谷眼科魚谷　純 平 2. 6. 1一般         7診療所
     米子市上後藤２丁目３－３ 常　勤:    2医院　理事長　魚谷　 組織変更 眼   現存
     (医       2)純 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192021,197,0 医療法人社団　藤井外〒683-0016 0859-26-4181医療法人社団藤井外科藤井　卓 平 2. 7. 1介護        19診療所
     科医院 米子市奥谷１１５７ 常　勤:    1医院　理事長　藤井　 組織変更 外   胃   皮  現存
     (医       1)卓 平29. 7. 1整外 麻   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193021,198,8 医療法人社団　山口外〒683-0851 0859-29-0355医療法人社団山口外科山口　研一 平 2. 8. 1外   他   診療所
     科医院 米子市夜見町２７８６－４ 常　勤:    1医院　理事長　山口　 組織変更 他：消化器外科現存
     (医       1)研一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194021,200,2 医療法人社団　吹野内〒683-0804 0859-33-5200医療法人社団吹野内科吹野　陽一 平 2.12. 1内   消   小  診療所
     科・消化器科・小児科米子市米原７丁目１－４５ 常　勤:    1・消化器科・小児科ク 新規 現存
     クリニック (医       1)リニック　理事長　吹 平29.12. 1
     野　陽一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195021,201,0 医療法人社団　岡空医〒683-0054 0859-22-2033医療法人社団岡空医院岡空　謙之輔 平 3. 1. 1小   内   診療所
     院 米子市糀町１丁目２５番地 常　勤:    1　理事長　岡空　謙之 組織変更 現存
     (医       1)輔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196021,205,1 医療法人社団　中井医〒683-0845 0859-24-0029医療法人社団中井医院中井　一仁 平 3. 8. 1内   小   診療所
     院 米子市旗ケ崎７丁目２０－１２ 常　勤:    2　理事長　中井　一仁 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197021,206,9 林原医院 〒683-0052 0859-33-2210医療法人社団林原医院林原　伸治 平 3. 8. 1皮   ひ   形外診療所
     米子市博労町４丁目３６０ 常　勤:    1　理事長　林原　伸治 組織変更 美外 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198021,207,7 赤松整形外科医院 〒683-0055 0859-32-2674赤松　凱彦 赤松　凱彦 平 3.10.16整外 リハ 診療所
     米子市冨士見町２丁目１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199021,210,1 医療法人　クリ内科胃〒683-0805 0859-34-4811医療法人クリ内科胃腸栗原　達郎 平 4. 8. 1内   胃   診療所
     腸科クリニック 米子市西福原６丁目２番２８号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　栗原　達郎 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200021,211,9 医療法人社団　健クリ〒683-0822 0859-32-1123医療法人社団健クリニ福嶋　建三 平 4. 8. 1小   呼内 アレ診療所
     ニック 米子市中町１２３－３ 常　勤:    1ック　理事長　福嶋　 組織変更 現存
     (医       1)建三 平28. 8. 1
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  201021,212,7 医療法人社団清仁会　〒689-3532 0859-27-0610医療法人社団清仁会　野坂　美仁 平 4. 8. 1内   消   小  診療所
     野坂医院 米子市上新印２５６番地の６ 常　勤:    1理事長　野坂　美仁 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202021,214,3 おおの小児科内科医院〒683-0805 0859-35-5611大野　雅子 大野　雅子 平 4. 8.17小   内   他  診療所
     米子市西福原３丁目１０－３４ 常　勤:    1 新規 脳神経小児科 現存
     (医       1) 平28. 8.17
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203021,215,0 医療法人社団　井上ク〒683-0067 0859-32-5110医療法人社団井上クリ井上　寛 平 4. 9.24精   神内 皮  診療所
     リニック 米子市東町１３８番地 常　勤:    1ニック　理事長　井上 移動 心内 アレ 形外現存
     (医       1)　寛 平28. 9.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204021,217,6 医療法人社団　永井整〒683-0841 0859-33-8866医療法人社団永井整形永井　琢己 平 5. 3. 1整外 皮   リハ診療所
     形外科医院 米子市上後藤１丁目８番２６号 常　勤:    2外科医院　理事長　永 組織変更 放   リウ 現存
     (医       2)井　琢己 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205021,218,4 真誠会セントラルクリ〒683-0852 0859-29-0099医療法人真誠会　理事小田　貢 平 5. 3. 1一般        19診療所
     ニック 米子市河崎５８０ 常　勤:    5長　小田　貢 組織変更 内   神内 呼内現存
     (医       4) 平29. 3. 1小   整外 眼  
     (薬       1) リハ 放   麻  
     非常勤:   16 他   
     (医      15) 他：消化器内科
     (薬       1) 、循環器内科、
     疼痛緩和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206021,219,2 医療法人社団　白石医〒683-0846 0859-24-0008医療法人社団白石医院白石　眞博 平 5. 4. 1内   循   小  診療所
     院 米子市安倍１２９－３ 常　勤:    1　理事長　白石　眞博 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207021,222,6 木村皮膚科クリニック〒683-0802 0859-33-9182医療法人社団木村皮膚木村　秀一朗 平 5. 9.16皮   ひ   診療所
     米子市東福原３丁目８－５８ 常　勤:    1泌尿器科医院　理事長 移動 現存
     (医       1)　木村　秀一朗 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208021,223,4 谷本こどもクリニック〒683-0257 0859-26-3030谷本　要 谷本　要 平 5.10.13小   アレ 診療所
     米子市榎原１８８８－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10.13
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  209021,226,7 ミオ・ファティリティ〒683-0008 0859-35-5211医療法人社団ミオ・フ見尾　保幸 平 6. 1. 1一般        19診療所
     ・クリニック 米子市車尾南２丁目１番１号 常　勤:    3ァティリティ・クリニ 組織変更 産   婦   心内現存
     (医       3)ック　理事長　見尾　 平30. 1. 1精   
     非常勤:    1保幸
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210021,227,5 野坂内科医院 〒683-0052 0859-31-0707野坂　康雄 野坂　康雄 平 6. 5. 2内   小   他  診療所
     米子市博労町１丁目４８番地３ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平30. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211021,228,3 若原内科外科医院 〒683-0842 0859-35-3272若原　秀雄 若原　秀雄 平 6. 6.15内   外   呼  診療所
     米子市三本松１丁目６－３ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212021,229,1 辻田耳鼻咽喉科医院 〒683-0852 0859-29-1187医療法人社団辻田耳鼻 田　哲朗 平 6. 7. 1耳い 診療所
     米子市河崎６０５－１ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1) 田　哲朗 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213021,230,9 医療法人成尚会　米子〒683-0016 0859-39-7777医療法人成尚会　米子山内　教宏 平10.10. 1内   呼   循  診療所
     南クリニック 米子市奥谷１１３５ー７ 常　勤:    1南クリニック　理事長 移動 麻   現存
     (医       1)　山内　教宏 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214021,231,7 岩本医院 〒689-3514 0859-27-5581医療法人社団　岩本医岩本　好吉 平13. 5. 1内   胃   小  診療所
     米子市尾高３０４０－５ 常　勤:    1院　理事長　岩本　好 組織変更 婦   現存
     (医       1)吉 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215021,232,5 旗ケ崎内科クリニック〒683-0845 0859-24-5188医療法人旗ケ崎内科ク石井　敏雄 平11. 1. 1内   胃   リハ診療所
     米子市旗ケ崎９丁目１４－２９ 常　勤:    1リニック　理事長　石 組織変更 放   現存
     (医       1)井　敏雄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216021,233,3 消化器クリニック米川〒683-0853 0859-29-1170米川　正夫 米川　正夫 平 7. 1. 1一般        19診療所
     医院 米子市両三柳８８０－１ 常　勤:    1 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       1) 平28. 1. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217021,236,6 松田内科クリニック 〒689-3514 0859-27-9280医療法人社団松田医院松田　潔 平 7. 4. 3内   神内 小  診療所
     米子市尾高８６２－１８ 常　勤:    1　理事長　松田　潔 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218021,237,4 小竹内科循環器クリニ〒683-0812 0859-35-8757医療法人社団小竹内科小竹　寛 平12. 4. 1内   他   診療所
     ック 米子市角盤町２丁目１０１－６ 常　勤:    1循環器クリニック　理 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1)事長　小竹　寛 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  219021,238,2 おおたか診療所 〒689-3514 0859-27-9190米子医療生活協同組合越田　俊也 平 7. 5. 1内   小   リハ診療所
     米子市尾高２７４０－１ 常　勤:    1　理事長　梶野　大 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220021,240,8 こどもクリニックかさ〒683-0822 0859-22-2700笠木　正明 笠木　正明 平 7. 5. 1小   アレ 診療所
     ぎ 米子市中町７６－２ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221021,242,4 左野皮膚科 〒683-0851 0859-24-1299左野　喜實 左野　喜實 平 8. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     米子市夜見町１９２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222021,243,2 きむら小児科 〒683-0003 0859-32-1757医療法人　きむら小児木村　浩 平 9.10. 1アレ 小   診療所
     米子市皆生３丁目１２番１号 常　勤:    1科　理事長　木村　浩 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223021,246,5 阿部クリニック 〒683-0011 0859-39-7000阿部　博章 阿部　博章 平 8. 6. 7耳い 小   診療所
     米子市福市２２７６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224021,248,1 医療法人社団　いけだ〒683-0846 0859-48-1200医療法人社団いけだ整池田　正樹 平12. 4. 1整外 リハ 診療所
     整形外科クリニック 米子市安倍１２６－１ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　池田　正樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225021,252,3 いわさき皮膚科クリニ〒683-0011 0859-39-7102岩崎　和美 岩崎　和美 平 9. 7.16皮   診療所
     ック 米子市福市８６２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226021,257,2 野田整形外科医院 〒683-0004 0859-33-3108野田　敬二 野田　敬二 平11. 6. 3整外 リハ リウ診療所
     米子市上福原５丁目１２－６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227021,258,0 もりむら皮フ科クリニ〒683-0064 0859-23-4112森村　司 森村　司 平11. 6.23皮   形外 アレ診療所
     ック 米子市道笑町４丁目１２１－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228021,260,6 弓ヶ浜診療所 〒683-0103 0859-25-6030米子医療生活協同組合梶野　大 平11.11. 4内   小   皮  診療所
     米子市富益町１１２８ 常　勤:    1　理事長　梶野　大 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 4
     非常勤:    3
     (医       3)
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  229021,262,2 高木眼科医院 〒683-0064 0859-39-1517髙木　茂 髙木　茂 平12. 4.10一般         6診療所
     米子市道笑町４丁目１１６－７ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 4.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230021,267,1 かわたに医院 〒683-0008 0859-35-8888川谷　俊夫 川谷　俊夫 平13.12.18内   小   診療所
     米子市車尾南１丁目８番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231021,268,9 ふくい内科クリニック〒683-0004 0859-30-3999医療法人社団ふくい内福井　甫 平14. 3. 1内   外   診療所
     米子市上福原２丁目１７－２０ 常　勤:    4科クリニック　理事長 組織変更 腎臓内科、糖尿現存
     (医       4)　福井　甫 平26. 3. 1病・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232021,269,7 メディカルストレスケ〒683-0001 0859-38-5600飯塚　浩 飯塚　浩 平14. 4. 1心内 精   内  診療所
     ア飯塚クリニック 米子市皆生温泉２丁目１９－３２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233021,270,5 ふくいちクリニック 〒683-0011 0859-26-6777青戸　一伯 青戸　一伯 平14. 4. 1内   脳外 神内診療所
     米子市福市１６６８－７ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234021,275,4 加藤クリニック 〒683-0003 0859-35-7000加藤　卓 加藤　卓 平14. 5.13内   呼   胃  診療所
     米子市皆生３丁目６－３２ 常　勤:    1 新規 小   放   現存
     (医       1) 平26. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235021,276,2 脇田産婦人科医院 〒683-0822 0859-33-1031医療法人社団　脇田ウ脇田　邦夫 平14. 7. 1一般         4診療所
     米子市中町１２３番地５ 常　勤:    1ィメンズヘルスケアセ 組織変更 産婦 現存
     (医       1)ンター　理事長　脇田 平26. 7. 1
     　邦夫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236021,277,0 ふれあいクリニック　〒683-0804 0859-23-5656医療法人社団悠々　理矢崎　誠一 平14. 8. 1心内 精   診療所
     やざき 米子市米原９丁目３番１０号 常　勤:    1事長　矢崎　誠一 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237021,278,8 なかしま耳鼻咽喉科医〒683-0064 0859-31-2088医療法人なかしま耳鼻中島　幹夫 平14. 9. 1耳い 診療所
     院 米子市道笑町４丁目１２２番地１常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)中島　幹夫 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238021,279,6 佐古眼科医院 〒683-0823 0859-22-2742佐古　博恒 佐古　博恒 平14.11. 1眼   診療所
     米子市加茂町２丁目２１５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  239021,281,2 渡辺内科医院 〒683-0001 0859-22-5601渡邉　貴 渡邉　貴 平15. 1. 3内   他   診療所
     米子市皆生温泉１丁目１２番３２常　勤:    2 交代 他：消化器内科現存
     号 (医       2) 平27. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240021,282,0 医療法人　たじま医院〒683-0825 0859-23-5800医療法人たじま医院　但馬　啓子 平15. 3. 1内   小   診療所
     米子市錦海町１丁目１０番６号 常　勤:    1理事長　但馬　啓子 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241021,283,8 赤ちゃん・こどもクリ〒683-0801 0859-39-2539医療法人　赤ちゃん・新澤　毅 平15. 4. 1小   アレ 診療所
     ニックしんざわ 米子市新開５丁目１番９号メディ常　勤:    1こどもクリニックしん 組織変更 現存
     ビル４３１ (医       1)ざわ　理事長　新澤　 平27. 4. 1
     毅
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242021,284,6 ついき整形外科クリニ〒683-0064 0859-37-5588立木　豊和 立木　豊和 平15. 4. 7整外 診療所
     ック 米子市道笑町４丁目１２２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243021,287,9 山本泌尿器クリニック〒683-0008 0859-31-8500医療法人社団やまもと山本　泰久 平15. 9. 1ひ   診療所
     米子市車尾南１丁目８番３２号 常　勤:    1　理事長　山本　泰久 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244021,288,7 キッズクリニック　う〒683-0002 0859-31-6020梅原　俊介 梅原　俊介 平15.10. 6小   診療所
     めはら 米子市皆生新田３丁目１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245021,290,3 鎌沢マタニティークリ〒689-3546 0859-27-1355医療法人社団　鎌沢産鎌澤　俊二 平16. 1. 1一般        12診療所
     ニック 米子市熊党１４２－７ 常　勤:    1科婦人科医院　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　鎌澤　俊二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246021,291,1 久野内科医院 〒683-0103 0859-25-0055医療法人一真会　理事久野　悟 平16. 2. 1内   循   消  診療所
     米子市富益町２１６５－２ 常　勤:    1長　久野　悟 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247021,292,9 あだち脳神経外科クリ〒683-0805 0859-33-5125芦立　久 芦立　久 平16. 2. 2脳外 外   神内診療所
     ニック 米子市西福原１－１－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248021,293,7 いしはら皮膚科クリニ〒683-0801 0859-38-4112石原　政彦 石原　政彦 平16. 4.17皮   形外 診療所
     ック 米子市新開６丁目５番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  249021,296,0 うえます内科小児科ク〒683-0846 0859-48-1000医療法人社団　うえま上桝　次郎 平16. 7. 1内   小   診療所
     リニック 米子市安倍３８－２ 常　勤:    2すクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　上桝　次郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250021,299,4 瀧田整形外科医院 〒683-0812 0859-32-9121 田　寿彦 田　寿彦 平16. 9.24整外 リウ リハ診療所
     米子市角盤町４丁目１４５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平28. 9.24
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251021,300,0 大賀内科クリニック 〒683-0805 0859-22-5220大賀　秀樹 大賀　秀樹 平16.11. 5内   呼   消  診療所
     米子市西福原４丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252021,302,6 根津整形外科医院 〒683-0805 0859-22-4111医療法人社団　根津整根津　勝 平17. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     米子市西福原６丁目１番２８号 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)根津　勝 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253021,304,2 井田レディースクリニ〒683-0067 0859-32-3300医療法人井田レディー井田　尚志 平17. 3. 1一般        14診療所
     ック 米子市東町２２８番地 常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　井田　尚志 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254021,305,9 マリ医院 〒689-3401 0859-56-5111山根　蓉子 山根　蓉子 昭53. 2.15内   胃   小  診療所
     米子市淀江町今津１５０ 常　勤:    1 新規 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平29. 2.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255021,306,7 永原医院 〒689-3403 0859-56-5678永原　裕 永原　裕 昭61. 5. 7内   小   診療所
     米子市淀江町西原１０２９－４１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256021,308,3 淀江クリニック 〒689-3402 0859-56-6611神庭　誠 神庭　誠 平 3. 6. 1内   神内 診療所
     米子市淀江町淀江６８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257021,309,1 加納医院 〒689-3425 0859-56-6791加納　邦男 加納　邦男 平 6.10. 1内   皮   診療所
     米子市淀江町佐陀２０６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258021,313,3 中西眼科クリニック 〒689-3403 0859-37-4400中西　祥治 中西　祥治 平12. 4.19眼   診療所
     米子市淀江町西原１２０３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  259021,316,6 医療法人社団ＦＯＬ　〒683-0103 0859-25-6600医療法人社団　ＦＯＬ 田　裕 平17.10. 1外   リハ 呼  診療所
     とみます外科プライマ米子市富益町米川東八３５３３番常　勤:    1　理事長　 田　裕 組織変更 整外 現存
     リーケアクリニック 地２ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260021,318,2 錦海リハビリテーショ〒683-0825 0859-34-2300社会福祉法人　こうほ角田　賢 平18. 3.21療養        48病院
     ン病院 米子市錦海町３丁目４番５号 常　勤:    4うえん　理事長　廣江 リハ 療養病床
     (医       4)　研 平30. 3.21 現存
     非常勤:   41
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261021,319,0 安達医院 〒683-0853 0859-22-9500安達　敏明 安達　敏明 平18. 4. 1内   小   診療所
     米子市両三柳２０４８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262021,321,6 やまがた整形外科クリ〒683-0004 0859-37-3700山形　泰司 山形　泰司 平18. 4.12整外 リハ リウ診療所
     ニック 米子市上福原１４５５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263021,323,2 とよだクリニック 〒683-0832 0859-33-1712豐田　早苗 豐田　早苗 平18. 4.21精   心内 内  診療所
     米子市立町１丁目４９番地 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264021,326,5 ふじせクリニック 〒683-0853 0859-23-2255医療法人社団ふじせク藤瀬　雅史 平19. 6. 1内   胃   診療所
     米子市両三柳５４８０ 常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       1)瀬　雅史 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265021,327,3 山県整形外科医院 〒683-0845 0859-31-6651医療法人社団山県整形山縣　昇 平19. 6. 1整外 リハ 診療所
     米子市旗ケ崎１丁目５番６号 常　勤:    1外科医院　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)縣　昇 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266021,329,9 米子東病院 〒689-3425 0859-56-5232社会医療法人仁厚会　石田　玄 平19. 6. 1療養        95病院
     米子市淀江町佐陀２１６９ 常　勤:    4理事長　藤井　一博 新規 リハ 整外 内  療養病床
     (医       4) 平25. 6. 1神内 脳外 現存
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267021,331,5 たなか内科クリニック〒689-3544 0859-37-0700医療法人　誠良会　理田中　隆司 平19. 7. 1内   消   循  診療所
     米子市浦津２２２番地の１７ 常　勤:    1事長　田中　隆司 組織変更 小   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268021,332,3 メンタルケア＆カウン〒683-0846 0859-30-0600医療法人社団　はまざ山田　武史 平19. 7. 1精   心内 診療所
     セリング　はまざきク米子市安倍４８番地１ 常　勤:    1きクリニック　理事長 組織変更 主たる診療科の現存
     リニック (医       1)　山田　武史 平25. 7. 1変更
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  269021,333,1 医療法人　ファミリー〒683-0805 0859-38-0780医療法人　ファミリー瀬口　正史 平19. 7. 1小   アレ 循  診療所
     クリニック　せぐち小米子市西福原９丁目１６－２６ 常　勤:    1クリニックせぐち小児 組織変更 内   現存
     児科 (医       1)科　理事長　瀬口　正 平25. 7. 1
     史
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270021,334,9 伊藤内科胃腸科医院 〒683-0004 0859-22-2714伊藤　慎哉 伊藤　慎哉 平19. 7.19内   胃   小  診療所
     米子市上福原３丁目３番７３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271021,336,4 医療法人社団　ひだま〒683-0008 0859-37-5188医療法人社団　ひだま福田　幹久 平19.11. 1内   外   診療所
     りクリニック 米子市車尾南１丁目１２番４１号常　勤:    3りクリニック　理事長 移動 現存
     (医       3)　福田　幹久 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272021,338,0 都田内科医院 〒683-0062 0859-22-5065都田　裕之 都田　裕之 平20. 1. 1内   循   診療所
     米子市紺屋町１３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273021,339,8 ながお整形外科クリニ〒689-3514 0859-37-0133医療法人社団　ながお長尾　勝人 平20. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 米子市尾高９０４－３ 常　勤:    1　理事長　長尾　勝人 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274021,340,6 新田外科胃腸科病院 〒683-0005 0859-33-1100医療法人　昌生会　理新田　一豊 平20. 4. 1療養        31病院
     米子市中島２丁目１番４６号 常　勤:    4事長　新田　一豊 組織変更 内   外   胃  現存
     (医       4) 平26. 4. 1整外 循   呼  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275021,341,4 中尾耳鼻咽喉科医院 〒683-0812 0859-22-2566中尾　圭介 中尾　圭介 平20. 4. 1耳い 診療所
     米子市角盤町１丁目６３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276021,342,2 彦名レディスライフク〒683-0854 0859-29-0159井庭　信幸 井庭　信幸 平20. 8. 1一般        12診療所
     リニック 米子市彦名町２８５６－３ 常　勤:    3 交代 産   婦   現存
     (医       3) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277021,343,0 かたやま心の健康クリ〒683-0033 0859-32-9555片山　郁子 片山　郁子 平20.10.25精   心内 診療所
     ニック 米子市長砂町５４－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10.25
     非常勤:    1
     (医       1)
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  278021,344,8 松井眼科 〒689-3425 0859-37-4811松井　博美 松井　博美 平20.12.22眼   診療所
     米子市淀江町佐陀２１２９番地２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.12.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279021,346,3 米子中海クリニック 〒683-0854 0859-24-1501医療法人厚生会　理事安達　裕宣 平21. 4. 1内   他   診療所
     米子市彦名町１２５０番地 常　勤:    1長　星尾　彰 組織変更 他（消化器内科現存
     (医       1) 平27. 4. 1、循環器内科）
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280021,352,1 さくま内科・脳神経内〒683-0033 0859-30-2000医療法人　聡智会　理佐久間　研司 平22. 7. 1内   神内 リハ診療所
     科クリニック 米子市長砂町５９－１ 常　勤:    1事長　佐久間　研司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281021,353,9 やまもと整形外科クリ〒683-0804 0859-21-7000山本　敦史 山本　敦史 平22. 8. 4整外 リウ リハ診療所
     ニック 米子市米原６丁目６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282021,355,4 しみず皮膚科医院 〒683-0812 0859-32-1112能美　晶子 能美　晶子 平22.10. 1皮   形外 他  診療所
     米子市角盤町４丁目２３ 常　勤:    1 新規 他：美容皮膚科現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283021,356,2 おかだ内科クリニック〒683-0851 0859-48-1750医療法人　おかだ内科岡田　昭嗣 平22.10. 1内   神内 診療所
     米子市夜見町３０４３番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)岡田　昭嗣 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284021,357,0 住吉内科眼科クリニッ〒683-0846 0859-30-0215医療法人明勝会　住吉藤山　勝巳 平22.10. 1内   消   呼  診療所
     ク 米子市安倍２００番地１ 常　勤:    3内科眼科クリニック　 組織変更 循   眼   現存
     (医       3)理事長　藤山　勝巳 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285021,358,8 山﨑整形外科クリニッ〒683-0851 0859-21-1121山﨑　大輔 山﨑　大輔 平23. 4.20整外 リハ リウ診療所
     ク 米子市夜見町２４４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286021,359,6 ながい麻酔科クリニッ〒683-0802 0859-21-0171多喜　小夜 多喜　小夜 平23. 7. 1麻   診療所
     ク 米子市東福原７丁目１０番３号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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  287021,360,4 新開　山本クリニック〒683-0004 0859-36-1200医療法人社団やまもと實松　宏己 平23. 7.11ひ   他   診療所
     米子市上福原７丁目２番１７号 常　勤:    1　理事長　山本　泰久 新規 泌尿器科（人工現存
     (医       1) 平29. 7.11透析）、他：漢
     非常勤:   11 方内科
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288021,361,2 井上皮膚科小児皮膚科〒683-0823 0859-30-3600医療法人社団　井上ク井上　禎規 平23.10. 1皮   形外 アレ診療所
     クリニック 米子市加茂町１丁目２５ 常　勤:    1リニック　理事長　井 新規 他   現存
     (医       1)上　寛 平29.10. 1他（小児皮膚科
     非常勤:    1 、美容皮膚科）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289021,363,8 堤消化器・内科クリニ〒683-0853 0859-39-2230医療法人社団　堤消化堤　貴司 平24. 1. 4内   消   他  診療所
     ック 米子市両三柳２０７０番地１３ 常　勤:    1器・内科クリニック　 移動 他：内視鏡内科現存
     (医       1)理事長　堤　貴司 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290021,364,6 にしがみ眼科 〒683-0801 0859-39-1117医療法人社団　にしが西上　哲弘 平24. 3. 1一般 診療所
     米子市新開二丁目１番４５号 常　勤:    1み眼科　理事長　西上 組織変更     一般     5現存
     (医       1)　哲弘 平30. 3. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291021,366,1 米子こどもクリニック〒683-0008 0859-30-3456医療法人　田本会　理田本　直弘 平24.10. 1小   他   アレ診療所
     米子市車尾南一丁目１５番４８号常　勤:    1事長　田本　直弘 新規 内   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292021,367,9 両三柳クリニック 〒683-0853 0859-30-2877竹本　直明 竹本　直明 平24.10. 1内   外   診療所
     米子市両三柳４４８２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293021,368,7 面谷内科・循環器内科〒683-0064 0859-38-1600医療法人面谷内科・循面谷　博紀 平25. 3. 1内   循   呼  診療所
     クリニック 米子市道笑町４丁目２２１－１ 常　勤:    1環器内科クリニック　 移動 消   現存
     (医       1)理事長　面谷　博紀 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294021,369,5 たにぐちクリニック 〒689-3514 0859-21-8070谷口　哲也 谷口　哲也 平25. 8. 1内   外   消  診療所
     米子市尾高９０４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  295021,371,1 ふなこし眼科ペインク〒683-0062 0859-23-2754医療法人　ふなこし眼船越　泰作 平25.10. 1眼   麻   診療所
     リニック 米子市紺屋町１５ 常　勤:    3科　理事長　船越　泰 組織変更 麻酔科（ペイン現存
     (医       3)作 平25.10. 1クリニック）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296021,372,9 成実ひふ科内科クリニ〒683-0021 0859-26-4518森　美知子 森　美知子 平25.11.21内   小   皮  診療所
     ック 米子市石井６９９－１ 常　勤:    2 交代 主たる診療科の現存
     (医       2) 平25.11.21変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297021,373,7 米子西クリニック 〒683-0854 0859-30-0609松澤　充子 松澤　充子 平26. 4. 1一般 診療所
     米子市彦名町１４８０番地３ 常　勤:    1 新規     一般    19現存
     (医       1) 平26. 4. 1内   他   
     非常勤:   23 人工透析内科
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298021,374,5 子育て長田こどもクリ〒683-0841 0859-29-1515医療法人子育て長田こ長田　郁夫 平26. 7. 1小   アレ 他  診療所
     ニック 米子市上後藤７－１－５８ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 新生児内科 現存
     (医       1)長　長田　郁夫 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299021,375,2 公益財団法人中国労働〒689-3541 0859-37-1819公益財団法人中国労働髙野　友爾 平26.11. 1内   診療所
     衛生協会　米子検診所米子市二本木５０１－６ 常　勤:    2衛生協会　理事長　宮 新規 現存
     (医       2)田　明 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300021,376,0 かねだ眼科 〒683-0012 0859-26-5522金田　周三 金田　周三 平27. 1. 6眼   診療所
     米子市八幡７１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301021,377,8 公益財団法人鳥取県保〒689-3547 0859-39-3288公益財団法人鳥取県保加藤　弘明 平27. 6. 1内   診療所
     健事業団　西部健康管米子市流通町１５８番地２４ 常　勤:    2健事業団　理事長　丸 新規 現存
     理センター (医       2)瀬　和美 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302021,378,6 小酒外科医院 〒683-0011 0859-26-2266小酒　慶一 小酒　慶一 平27. 5.30外   内   胃  診療所
     米子市福市１７３０－１０ 常　勤:    1 交代 整外 現存
     (医       1) 平27. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303021,379,4 いしだ心のクリニック〒683-0816 0859-30-2226医療法人社団いしだ心石田　寿人 平28. 1. 4精   神内 心内診療所
     米子市西倉吉町７１番地 常　勤:    1のクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　石田　寿人 平28. 1. 4
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  304021,380,2 ふなきこどもクリニッ〒683-0805 0859-33-1128舩木　聡 舩木　聡 平28. 6. 1小   診療所
     ク 米子市西福原１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305021,381,0 医療法人　川田内科医〒683-0001 0859-32-1878医療法人川田内科医院川田　秀一 平28. 7. 1内   小   他  診療所
     院 米子市皆生温泉一丁目４番１号 常　勤:    1　理事長　川田　秀一 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 7. 1、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306021,382,8 はしもとクリニック内〒683-0104 0859-28-6667医療法人すめらぎ　理橋本　潔 平28.10. 1内   呼内 診療所
     科・呼吸器科 米子市大崎１２７７番地１ 常　勤:    1事長　橋本　潔 移動 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307021,383,6 富長眼科クリニック 〒683-0802 0859-36-2525富長　岳史 富長　岳史 平28.11. 1眼   診療所
     米子市東福原６丁目５－６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308021,384,4 米子中央クリニック 〒683-0006 0859-21-1177医療法人社団ＡＳＴ　安部　良 平28.12. 1内   アレ リハ診療所
     米子市車尾二丁目１７番８号 常　勤:    3理事長　安部　良 移動 小   他   現存
     (医       3) 平28.12. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309021,385,1 米子内科糖尿病ｃｌｉ〒683-0801 0859-30-4321医療法人　田本会　理塩地　英希 平29. 6. 1内   他   アレ診療所
     ｎｉｃ 米子市新開２丁目１番４３号 常　勤:    1事長　田本　直弘 新規 他：糖尿病・代現存
     (医       1) 平29. 6. 1謝内科、老年内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310021,386,9 きのしたメンタルクリ〒683-0104 0859-21-1105木下　智裕 木下　智裕 平29. 7.12心内 精   診療所
     ニック 米子市大崎１２４０番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311021,387,7 のむらニューロスリー〒683-0846 0859-46-0062野村　哲志 野村　哲志 平30. 4. 1神内 内   診療所
     プクリニック 米子市安倍８１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312021,388,5 よなご脳神経クリニッ〒683-0802 0859-21-9033門脇　光俊 門脇　光俊 平30. 4.24脳外 神内 リハ診療所
     ク 米子市東福原６丁目５－１３ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313031,002,0 医療福祉センター　倉〒682-0023 0858-26-1011社会医療法人仁厚会　前田　和久 昭32. 7. 1精神       278病院
     吉病院 倉吉市山根４３ 常　勤:    9理事長　藤井　一博 新規 精   皮   現存
     (医       9) 平29. 7. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
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  314031,018,6 医療法人共済会　清水〒682-0881 0858-22-6161医療法人共済会　理事提嶋　正 昭35. 6. 2一般        98病院
     病院 倉吉市宮川町１２９ 常　勤:    4長　清水　正人 新規 整外 リウ リハ現存
     (医       4) 平29. 6. 2内   神内 外  
     非常勤:   23 形外 他   美外
     (医      23) 麻   
     他（乳腺外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315031,020,2 医療法人専仁会　信生〒682-0017 0858-26-7773医療法人専仁会　理事岸田　專 平10.12.15療養        92病院
     病院 倉吉市清谷町１丁目２８６ 常　勤:    3長　岸田　專 移動 内   神内 外  現存
     (医       3) 平28.12.15整外 麻   リハ
     非常勤:    5 他   
     (医       5) 他：循環器内科
     、消化器内科、
     血液内科、放射
     線診断科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316031,023,6 鳥取県立厚生病院 〒682-0804 0858-22-8181鳥取県知事　平井　伸皆川　幸久 昭38.12.20一般       300病院
     倉吉市東昭和町１５０番地 常　勤:   48治 一般（感染） 現存
     (医      48) 平29.12.20             4
     非常勤:   53 内   呼内 精  
     (医      53) 脳内 小   外  
     整外 脳外 心外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   病理
     他   
     他：消化器外科
     、消化器内科、
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317031,024,4 医療法人里仁会　北岡〒682-0887 0858-22-3176医療法人里仁会　理事松田　哲郎 昭39.12. 1一般        72病院
     病院 倉吉市明治町１０３１番地５ 常　勤:    4長　松田　哲郎 療養        30現存
     (医       4) 平27.12. 1他   内   外  
     非常勤:   56 整外 
     (医      56) 他（消化器外科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  318031,027,7 医療法人十字会　野島〒682-0863 0858-22-6231医療法人十字会　理事山本　敏雄 昭40.12.28一般       187病院
     病院 倉吉市瀬崎町２７１４番地１ 常　勤:   19長　野島　丈夫 新規 療養        46現存
     (医      19) 平28.12.28内   神内 心内
     非常勤:   94 外   心外 整外
     (医      94) 脳外 形外 精  
     ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     消   循   こう
     麻   他   
     他（乳腺内分泌
     外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319031,030,1 医療法人　松田医院 〒682-0024 0858-26-9909医療法人松田医院　理松田　光郎 平11. 5. 1内   外   こう診療所
     倉吉市伊木２０１－６ 常　勤:    1事長　松田　光郎 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320031,036,8 山本内科医院 〒682-0881 0858-22-5455山本　栄 山本　栄 昭44. 6. 2内   呼内 小  診療所
     倉吉市宮川町２丁目７６番地 常　勤:    2 新規 アレ 神内 他  現存
     (医       2) 平29. 6. 2他：消化器内科
     、循環器内科、
     腎臓内科、胃腸
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321031,041,8 中部休日急患診療所 〒682-0871 0858-22-5780公益社団法人　鳥取県松田　隆 昭45. 6. 1内   小   診療所
     倉吉市旭田町１８ 常　勤:    1中部医師会　会長　松 新規 現存
     (医       1)田　隆 平30. 6. 1
     非常勤:   36
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322031,045,9 医療法人清生会　谷口〒682-0022 0858-26-1211医療法人清生会　理事佐伯　英明 昭46. 8. 3一般        42病院
     病院 倉吉市上井町１丁目１３ 常　勤:    4長　谷口　宗弘 皮   ひ   麻  現存
     (医       4) 平28. 8. 3内   リハ 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323031,060,8 医療法人清和会　垣田〒682-0021 0858-26-5211医療法人清和会　理事坂本　雅彦 昭54. 7. 1一般        86病院
     病院 倉吉市上井３０２－１ 常　勤:    5長　坂本　雅彦 内   呼内 眼  現存
     (医       5) 平30. 7. 1神内 整外 他  
     非常勤:   38 他：循環器内科
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324031,073,1 医療法人社団　門脇内〒682-0023 0858-26-0607医療法人社団　門脇内門脇　義郎 平元. 7. 1内   胃   循  診療所
     科医院 倉吉市山根５８６ 常　勤:    1科医院　理事長　門脇 呼   現存
     (医       1)　義郎 平28. 7. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鳥取県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    38 頁

  325031,075,6 池田整形外科医院 〒682-0881 0858-22-7211医療法人社団　親和会池田　宣之 平元. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     倉吉市宮川町１７６－１１ 常　勤:    1　理事長　池田　宣之 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326031,077,2 医療法人社団　西田内〒682-0022 0858-26-6205医療法人社団西田内科西田　法孝 平元. 7. 1内   消   循  診療所
     科 倉吉市上井町１丁目１４２ 常　勤:    2　理事長　西田　龍之 呼   放   現存
     (医       2)介 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327031,078,0 医療法人　岡本小児科〒682-0806 0858-22-1051医療法人岡本小児科医岡本　博文 平元. 7. 1小   診療所
     医院 倉吉市昭和町１丁目６１ 常　勤:    2院　理事長　岡本　博 現存
     (医       2)文 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328031,079,8 あけしまレディースク〒682-0807 0858-22-6311医療法人明生会　理事明島　亮二 平元.10. 1一般         1診療所
     リニック 倉吉市幸町５０７番地１８ 常　勤:    1長　明島　淳吾 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329031,081,4 医療法人社団　平本小〒682-0023 0858-26-0535医療法人社団平本小児平本　眞介 平元.10. 1小   診療所
     児科医院 倉吉市山根６３７－６ 常　勤:    1科医院　理事長　平本 現存
     (医       1)　眞介 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330031,082,2 福嶋整形外科医院 〒682-0024 0858-26-2711医療法人社団　福嶋整福嶋　泰夫 平元.10. 1一般        19診療所
     倉吉市伊木２６２番地２ 常　勤:    2形外科医院　理事長　 整外 リハ リウ現存
     (医       2)福嶋　泰夫 平28.10. 1内   他   
     非常勤:    1 他：漢方内科、
     (医       1) ペインクリニッ
     ク整形外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331031,083,0 医療法人社団　大石医〒682-0851 0858-28-1100医療法人社団大石医院大石　一康 平元.10. 1小   呼   皮  診療所
     院 倉吉市西倉吉町２２－１０ 常　勤:    1　理事長　大石　一康 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332031,084,8 医療法人社団　森脇ク〒682-0861 0858-22-3387医療法人社団　森脇ク森脇　良太 平元.10. 1内   外   他  診療所
     リニック 倉吉市新町３丁目１０８１－４ 常　勤:    1リニック　理事長　森 他：胃腸内科、現存
     (医       1)脇　良太 平28.10. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333031,095,4 音田内科 〒682-0823 0858-22-2328音田　正樹 音田　正樹 平 4. 5.15内   呼   消  診療所
     倉吉市東町４３５ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334031,096,2 医療法人　ぬの皮膚科〒682-0802 0858-23-1771医療法人　ぬの皮膚科布　清文 平 4. 9. 1皮   診療所
     医院 倉吉市東巌城町５４番地 常　勤:    1医院　理事長　布　清 組織変更 現存
     (医       1)文 平28. 9. 1
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  335031,097,0 医療法人社団　つくだ〒682-0002 0858-26-9955医療法人社団つくだ医佃　進 平 8. 3. 1外   整外 内  診療所
     医院 倉吉市中江３２７－３ 常　勤:    1院　理事長　佃　進 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336031,098,8 千希会　河本医院 〒682-0951 0858-23-5392医療法人千希会河本医河本　知秀 平10.10.22循   外   内  診療所
     倉吉市津原３９２番地２ 常　勤:    1院　理事長　河本　知 組織変更 消   こう 現存
     (医       1)秀 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337031,099,6 医療法人　井東医院 〒682-0811 0858-22-5133医療法人井東医院　理井東　弘子 平 9. 4. 1内   眼   診療所
     倉吉市上灘町１７２ 常　勤:    2事長　井東　俊彦 移動 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338031,102,8 医療法人　まつだ小児〒682-0861 0858-22-2959医療法人　まつだ小児松田　隆 平 6. 7. 1小   アレ 診療所
     科医院 倉吉市新町３丁目１１７８番地３常　勤:    1科医院　理事長　松田 組織変更 現存
     (医       1)　隆 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339031,106,9 大山クリニック 〒682-0852 0858-28-3821医療法人　創新会　理大山　行教 平 7. 2. 1ひ   内   診療所
     倉吉市丸山町４７６－３ 常　勤:    1事長　大山　行教 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340031,107,7 森広眼科 〒682-0022 0858-26-8718医療法人輝会　理事長森 　敬一 平11. 5. 1一般         6診療所
     倉吉市上井町一丁目１５６番地４常　勤:    1　森 　敬一 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341031,108,5 医療法人社団　鳥飼内〒682-0806 0858-23-2822医療法人社団鳥飼内科鳥飼　高嗣 平11. 5. 1内   呼内 放  診療所
     科 倉吉市昭和町１丁目６２ 常　勤:    1　理事長　鳥飼　高嗣 組織変更 他   現存
     (医       1) 平29. 5. 1他：循環器内科
     非常勤:    2 、消化器内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342031,109,3 藤井たけちか内科 〒682-0804 0858-47-0000医療法人至誠会　理事藤井　武親 平 9. 4. 1内   呼内 他  診療所
     倉吉市東昭和町１５８番地 常　勤:    2長　藤井　武親 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       2) 平30. 4. 1、循環器内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343031,114,3 レディースクリニック〒682-0805 0858-47-6060小笹　昭博 小笹　昭博 平11.10.15産   婦   診療所
     ひまわり小笹産婦人科倉吉市南昭和町２７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  344031,115,0 藤井政雄記念病院 〒682-0023 0858-26-2111社会医療法人仁厚会　引田　亨 平11.12. 1療養        52病院
     倉吉市山根４３番地１ 常　勤:    7理事長　藤井　一博 新規 一般        68現存
     (医       7) 平29.12. 1内   神内 呼内
     非常勤:   43 外   リハ 皮  
     (医      43) 心内 精   
     消化器内科、循
     環器内科、緩和
     ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345031,119,2 石津クリニック 〒682-0806 0858-23-4133医療法人石津クリニッ石津　吉彦 平14. 9. 1耳い 診療所
     倉吉市昭和町１丁目２１０番地 常　勤:    1ク　理事長　石津　吉 組織変更 現存
     (医       1)彦 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346031,120,0 医療法人　新田内科ク〒682-0855 0858-48-2132医療法人新田内科クリ新田　辰雄 平14.11. 1内   神内 消  診療所
     リニック 倉吉市生田３６０－１ 常　勤:    1ニック　理事長　新田 組織変更 循   呼   小  現存
     (医       1)　辰雄 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347031,121,8 医療法人　まつい眼科〒682-0806 0858-22-1333医療法人まつい眼科ク松井　寛 平15. 2. 1一般         6診療所
     クリニック 倉吉市昭和町２丁目１５１番地 常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 眼   現存
     (医       1)井　寛 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348031,124,2 鳥取県立中部療育園 〒682-0805 0858-22-7191鳥取県知事　平井　伸杉浦　千登勢 平16. 4. 1小   リハ 診療所
     倉吉市南昭和町１５ 常　勤:    1治 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349031,127,5 安梅医院 〒682-0402 0858-45-2554安梅　正則 安梅　正則 平 5. 5.28内   呼内 他  診療所
     倉吉市関金町大鳥居２１５－１ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 5.28、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350031,130,9 もりしたクリニック 〒682-0017 0858-27-0777森下　透 森下　透 平18.11. 1内   外   胃  診療所
     倉吉市清谷町１丁目２１５ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351031,131,7 野田外科医院 〒682-0885 0858-22-4734野田　博司 野田　博司 平19. 9.13外   内   形外診療所
     倉吉市堺町３丁目７３番地１ 常　勤:    1 交代 整外 こう 皮  現存
     (医       1) 平25. 9.13リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  352031,132,5 上野医院 〒682-0804 0858-47-6555上野　力敏 上野　力敏 平20.11. 4内   整外 こう診療所
     倉吉市東昭和町３８番地 常　勤:    1 新規 内（漢方内科）現存
     (医       1) 平26.11. 4、こう（肛門外
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353031,135,8 久米の郷　さくら診療〒682-0944 0858-48-2345医療法人社団　房修会金子　徹也 平21.12. 1内   外   整外診療所
     所 倉吉市福光２２５番地 常　勤:    1　理事長　金子　徹也 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354031,138,2 打吹公園クリニック 〒682-0824 0858-22-3790井奥　研爾 井奥　研爾 平27. 1. 1一般        11診療所
     倉吉市仲ノ町７７０ 常　勤:    2 交代 産   婦   内  現存
     (医       2) 平27. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355031,139,0 ふくらクリニック 〒682-0023 0858-26-6356福羅　匡普 福羅　匡普 平27. 1. 1内   小   他  診療所
     倉吉市山根５３２ 常　勤:    2 交代 他（漢方内科、現存
     (医       2) 平27. 1. 1消化器・肝臓内
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356031,140,8 うなてクリニック 〒682-0881 0858-24-6133宇奈手　一司 宇奈手　一司 平27. 4. 1内   外   他  診療所
     倉吉市宮川町２５６－２ 常　勤:    1 新規 他（消化器内科現存
     (医       1) 平27. 4. 1、肛門外科）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357031,141,6 宮石クリニック 〒682-0018 0858-26-3814宮石　雅浩 宮石　雅浩 平27. 7.19神内 内   心内診療所
     倉吉市福庭町１丁目１４１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358031,142,4 はまよしレディースク〒682-0017 0858-27-0701濵吉　麻里 濵吉　麻里 平28. 6. 1産婦 他   診療所
     リニック 倉吉市清谷町１丁目２４８－１ 常　勤:    1 新規 他：女性内科 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359031,143,2 伊藤皮膚科医院 〒682-0816 0858-22-6823医療法人社団伊藤医院江川　尚男 平28.12.16皮   ひ   診療所
     倉吉市駄経寺町２４５番地 常　勤:    1　理事長　伊藤　文利 移動 現存
     (医       1) 平28.12.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360031,145,7 西倉吉クリニック 〒682-0925 0858-27-1800大谷　英之 大谷　英之 平29. 7. 1内   他   診療所
     倉吉市秋喜１８５－３ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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  361031,146,5 公益財団法人　鳥取県〒682-0814 0858-27-1223公益財団法人鳥取県保上田　由布子 平29.10. 1内   診療所
     保健事業団　中部健康倉吉市米田町二丁目８１番２ 常　勤:    1健事業団　理事長　丸 新規 現存
     管理センター (医       1)瀬　和美 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362031,147,3 のぐち内科クリニック〒682-0022 0858-24-6101医療法人滉陽会　理事野口　圭太郎 平29.11. 1内   他   診療所
     倉吉市上井町一丁目８番地５ 常　勤:    2長　野口　圭太郎 組織変更 他：腎臓内科、現存
     (医       2) 平29.11. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363031,148,1 かほく耳鼻咽喉科クリ〒682-0018 0858-27-1567山崎　愛語 山崎　愛語 平30. 2. 1耳い 他   診療所
     ニック 倉吉市福庭町２丁目１７３－３ 常　勤:    1 新規 他：頭頸部外科現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364031,149,9 大津医院 〒682-0872 0858-22-3003大津　敬一 大津　敬一 平30. 3. 1内   他   小  診療所
     倉吉市福吉町１３８９－５ 常　勤:    1 移動 他：胃腸内科 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365031,150,7 のぐち腎クリニック 〒682-0812 0858-47-0025医療法人滉陽会　理事野口　善範 平30. 4. 1他   内   ひ  診療所
     倉吉市下田中町８８０番地１ 常　勤:    2長　野口　圭太郎 新規 他：人工透析内現存
     (医       2) 平30. 4. 1科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366031,151,5 虹の森クリニック 〒682-0025 090-4248-3995坂野　真理 坂野　真理 平30. 5. 1他   精   診療所
     倉吉市八屋２０３－７ 常　勤:    1 新規 他：児童精神科現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367041,013,5 鳥取県済生会　境港総〒684-8555 0859-42-3161社会福祉法人恩賜財団村脇　義和 昭36. 1.16一般       165病院
     合病院 境港市米川町４４番地 常　勤:   29済生会支部鳥取県済生 新規 療養        30現存
     (医      29)会　支部長　稲賀　潔 平30. 1.16一般（感染）
     非常勤:   78              2
     (医      78) 内   精   脳外
     呼内 神内 小  
     外   整外 婦  
     眼   耳い ひ  
     麻   放   他  
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  368041,016,8 瀧川医院 〒684-0024 0859-42-2273瀧川　一尚 瀧川　一尚 平12. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     境港市日ノ出町１１３ 常　勤:    2 移動 小   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369041,027,5 医療法人　元町病院 〒684-0033 0859-44-0101医療法人元町病院　理藤瀨　一臣 昭61.12. 1一般        26病院
     境港市上道町１８９５－１ 常　勤:    4事長　藤瀨　一臣 療養        50現存
     (医       4) 平28.12. 1整外 皮   リウ
     非常勤:   16 リハ 内   胃  
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370041,030,9 井田内科医院 〒684-0053 0859-45-2120井田　拓夫 井田　拓夫 昭48. 9. 1内   小   診療所
     境港市小篠津町８９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371041,056,4 医療法人　中西医院 〒684-0033 0859-42-2219医療法人中西医院　理中西　宏 平元. 4. 1内   小   診療所
     境港市上道町７２３ 常　勤:    1事長　中西　宏 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372041,057,2 医療法人社団　渡部医〒684-0072 0859-45-0152医療法人社団渡部医院渡部　雅史 平12. 4. 1内   循   診療所
     院 境港市渡町１９８７－１ 常　勤:    1　理事長　渡部　雅史 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373041,058,0 医療法人　つちえ内科〒684-0011 0859-42-3031医療法人つちえ内科・土江　秀明 平元.10. 2内   小   診療所
     ・小児科クリニック 境港市相生町１１４ 常　勤:    1小児科クリニック　理 現存
     (医       1)事長　土江　秀明 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374041,060,6 倉元内科医院 〒684-0071 0859-44-5174医療法人倉元医院　理倉元　義人 平元.10. 2内   消   循  診療所
     境港市外江町１７３３－１ 常　勤:    1事長　倉元　義人 小   放   現存
     (医       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375041,061,4 医療法人社団　松野医〒684-0023 0859-42-2298医療法人社団松野医院松野　充孝 平 2. 4. 1内   胃   診療所
     院 境港市京町３５番地 常　勤:    1　理事長　松野　充孝 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376041,063,0 池渕医院 〒684-0006 0859-42-2031医療法人社団池渕医院池淵　滋雄 平 2. 7. 1内   他   診療所
     境港市栄町８８ 常　勤:    1　理事長　池淵　滋雄 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  377041,066,3 渡部整形外科医院 〒684-0033 0859-44-0161渡部　陽一郎 渡部　陽一郎 平 2. 9.20一般    診療所
     境港市上道町１９９０ 常　勤:    1 交代 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378041,068,9 医療法人社団　矢島医〒684-0051 0859-45-6311医療法人社団　矢島医矢島　浩樹 平 3. 1. 1内   呼内 アレ診療所
     院 境港市新屋町１３２９－１ 常　勤:    1院　理事長　矢島　浩 組織変更 他   現存
     (医       1)樹 平30. 1. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379041,069,7 医療法人　市場医院 〒684-0021 0859-44-5551医療法人市場医院　理市場　和志 平 3. 9. 1整外 内   外  診療所
     境港市馬場崎町１７７ 常　勤:    2事長　市場　和志 新規 胃   皮ひ 麻  現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380041,072,1 医療法人社団　小林外〒684-0022 0859-42-2872医療法人社団小林外科小林　哲 平 4.12. 1内   外   消  診療所
     科内科医院 境港市明治町１７０ 常　勤:    1内科医院　理事長　小 移動 循   現存
     (医       1)林　哲 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381041,074,7 医療法人社団　阿曽皮〒684-0033 0859-44-1300医療法人社団阿曽皮膚阿曽　三樹 平 5. 7. 1皮   形外 診療所
     膚科クリニック 境港市上道町３３１８－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　阿曽　三樹 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382041,075,4 医療法人社団　荒木医〒684-0022 0859-42-2768医療法人社団荒木医院服岡　泰司 平 6. 1. 1内   呼内 神内診療所
     院 境港市明治町１８９－１ 常　勤:    3　理事長　服岡　泰司 組織変更 麻   現存
     (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383041,076,2 境港日曜休日応急診療〒684-0033 0859-44-4173公益社団法人鳥取県西遠藤　秀之 平 6. 4. 1内   小   診療所
     所 境港市上道町３０００番地 常　勤:    1部医師会　会長　野坂 新規 現存
     (医       1)　美仁 平30. 4. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384041,077,0 医療法人社団　小森眼〒684-0032 0859-44-5465医療法人社団小森眼科小森　樹夫 平 6. 8. 1一般         3診療所
     科クリニック 境港市元町１８０３－７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 眼   現存
     (医       1)小森　樹夫 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385041,078,8 医療法人社団　遠藤医〒684-0033 0859-42-2660医療法人社団遠藤医院遠藤　秀之 平 7. 1. 1内   外   他  診療所
     院 境港市上道町９１４－１ 常　勤:    1　理事長　遠藤　秀之 組織変更 他：胃腸内科、現存
     (医       1) 平28. 1. 1肛門外科
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  386041,082,0 医療法人社団　髙田内〒684-0015 0859-42-3324医療法人社団髙田内科髙田　貢太郎 平12. 7.10内   小   診療所
     科医院 境港市東雲町７番地 常　勤:    2医院　理事長　髙田　 移動 現存
     (医       2)貢太郎 平30. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387041,084,6 岡空小児科医院 〒684-0003 0859-47-1234医療法人岡空小児科医岡空　輝夫 平14. 9. 1小   アレ 診療所
     境港市浜ノ町１２７番地 常　勤:    1院　理事長　岡空　輝 組織変更 現存
     (医       1)夫 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388041,086,1 竜ヶ山こどもファミリ〒684-0064 0859-45-7222細田　淑人 細田　淑人 平17.10.24小   アレ 診療所
     ークリニック 境港市三軒屋町４２５０番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389041,087,9 たちかわ耳鼻咽喉科 〒684-0031 0859-42-3330立川　拓也 立川　拓也 平17.11.21耳い 他   診療所
     境港市湊町１５６番地 常　勤:    1 新規 他：気管食道内現存
     (医       1) 平29.11.21科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390041,089,5 はまはし眼科医院 〒684-0072 0859-47-5288医療法人社団はまはし濱橋　孝寿 平19. 6. 1眼   診療所
     境港市渡町２７６８番地１ 常　勤:    1眼科医院　理事長　濱 組織変更 現存
     (医       1)橋　孝寿 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391041,090,3 村上内科クリニック 〒684-0033 0859-42-1100医療法人社団　村上内村上　功 平20. 5. 1内   診療所
     境港市上道町３０５２番地１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　村上　功 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392041,091,1 浜本眼科クリニック 〒684-0033 0859-21-2727濵本　順次 濵本　順次 平21. 4. 4眼   診療所
     境港市上道町３４４３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393041,093,7 わたなべ皮膚科 〒684-0062 0859-21-8612渡邉　徹心 渡邉　徹心 平24. 4.17皮   他   アレ診療所
     境港市蓮池町８５－１ 常　勤:    1 新規 他（小児皮膚科現存
     (医       1) 平30. 4.17）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394041,094,5 うえひら内科・ペイン〒684-0043 0859-21-7564医療法人仁和会　理事上平　敦 平24. 8. 1内   麻   診療所
     クリニック 境港市竹内町５７８番地５ 常　勤:    1長　上平　敦 組織変更 内：ペインクリ現存
     (医       1) 平24. 8. 1ニック
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  395041,096,0 つのだ内科・循環器内〒684-0071 0859-21-1080医療法人つのだ内科・ 田　郁代 平29.11. 1内   他   診療所
     科クリニック 境港市外江町２２７５番地１ 常　勤:    1循環器内科クリニック 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1)　理事長　 田　郁代 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396111,020,5 医療法人　藤田医院 〒681-0003 0857-72-0123医療法人藤田医院　理藤田　直樹 平元. 7. 1内   小   リハ診療所
     岩美郡岩美町浦富１０３０－２２常　勤:    1事長　藤田　直樹 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397111,024,7 おくだクリニック 〒681-0073 0857-72-1000奥田　敏貴 奥田　敏貴 平 8. 7. 6内   小   リハ診療所
     岩美郡岩美町大谷２３７３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398111,026,2 岩美町国民健康保険　〒681-0003 0857-73-1421岩美町長　西垣　英彦神谷　剛 平16. 5. 1一般        60病院
     (113,011,8) 岩美病院 岩美郡岩美町浦富１０２９番地２常　勤:   11 移動 療養        10現存
     (医      10) 平28. 5. 1介護        40
     (歯       1) 精神    
     非常勤:    5 内   循   外  
     (医       3) 整外 精   心内
     (歯       2) 小   眼   放  
     歯   歯外 耳い
     皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399121,002,1 国民健康保険　智頭病〒689-1402 0858-75-3211智頭町長　寺谷　誠一秋藤　洋一 昭32. 7. 1一般        52病院
     (123,040,5) 院 八頭郡智頭町智頭１８７５番地 常　勤:   11郎 新規 療養        47現存
     (医      10) 平29. 7. 1内   神内 小  
     (歯       1) 外   整外 皮  
     非常勤:   13 婦   眼   リハ
     (医      13) 放   ひ   麻  
     他   歯   
     他（循環器内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400121,049,2 医療法人　柿坂医院 〒680-0601 0858-84-3011医療法人柿坂医院　理柿坂　俊武 平元. 4. 1内   外   診療所
     八頭郡八頭町北山４７ 常　勤:    2事長　柿坂　俊武 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401121,050,0 若桜柿坂医院 〒680-0701 0858-82-0076医療法人社団若桜柿坂柿坂　紀武 平元. 7. 1内   診療所
     八頭郡若桜町若桜２９６－１ 常　勤:    1医院　理事長　柿坂　 現存
     (医       1)紀武 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  402121,056,7 医療法人社団　田中医〒680-0314 0858-74-0658医療法人社団　田中医田中　開 平元.10. 1内   小   診療所
     院下津黒出張診療所 八頭郡八頭町下津黒２６ 常　勤:    1院　理事長　田中　開 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403121,058,3 医療法人　板倉整形脳〒680-0461 0858-73-0331医療法人板倉整形脳外板倉　和資 平 2. 4. 1整外 脳外 リウ診療所
     外科医院 八頭郡八頭町郡家５９５－５ 常　勤:    1科医院　理事長　板倉 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　和資 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404121,060,9 医療法人社団　尾崎医〒680-0531 0858-76-4000医療法人社団尾崎医院尾﨑　眞人 平 8.12.24内   診療所
     院 八頭郡八頭町才代１５８－５ 常　勤:    1　理事長　尾﨑　眞人 移動 現存
     (医       1) 平29.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405121,062,5 中山医院 〒680-0422 0858-72-1110中山　裕雄 中山　裕雄 平 3. 8. 1小   内   診療所
     八頭郡八頭町門尾３０４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406121,063,3 医療法人社団　大谷医〒680-0463 0858-72-0167医療法人社団大谷医院大谷　純 平 3.10. 1内   小   診療所
     院 八頭郡八頭町宮谷２２１－５ 常　勤:    1　理事長　大谷　純 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407121,064,1 長石医院 〒689-1402 0858-75-1789長石　泰一郎 長石　泰一郎 平 3.11. 1内   胃   外  診療所
     八頭郡智頭町智頭１５３７－６ 常　勤:    1 新規 整外 皮   こう現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408121,065,8 中山小児科内科医院 〒680-0463 0858-72-1112中山　裕雄 中山　裕雄 平 3.12. 6小   内   診療所
     八頭郡八頭町宮谷２０６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409121,066,6 花木こどもクリニック〒680-0463 0858-72-0100花木　正史 花木　正史 平 4. 6. 1小   診療所
     八頭郡八頭町宮谷１９３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410121,068,2 わかさ生協診療所 〒680-0701 0858-82-0533鳥取医療生活協同組合守山　泰生 平 6.10. 1内   外   診療所
     八頭郡若桜町若桜１２００－１ 常　勤:    1　組合長理事　守山　 交代 現存
     (医       1)泰生 平24.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  411121,072,4 医療法人悠志会　岸本〒680-0452 0858-76-0076医療法人悠志会岸本内岸本　昌宏 平12. 3. 1神内 内   診療所
     内科医院 八頭郡八頭町池田２０６－１ 常　勤:    1科医院　理事長　岸本 組織変更 現存
     (医       1)　昌宏 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412121,073,2 瀬川医院 〒680-0473 0858-72-0120瀬川　謙一 瀬川　謙一 平12.12. 9内   小   診療所
     八頭郡八頭町坂田３５０－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413121,074,0 智頭町那岐診療所 〒689-1451 0858-78-0190智頭町長　寺谷　誠一藤田　好雄 平20. 3. 6内   診療所
     八頭郡智頭町大背１１６番地２ 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414121,076,5 智頭町山形診療所 〒689-1415 0858-75-2233智頭町長　寺谷　誠一高　通也 平25. 4. 1内   診療所
     八頭郡智頭町郷原２６３番地１ 常　勤:    3郎 移動 現存
     (医       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415121,077,3 西田整形外科医院 〒680-0426 0858-71-0307西田　郁夫 西田　郁夫 平26. 4. 1整外 麻   リウ診療所
     八頭郡八頭町下坂４９２－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416141,027,4 入江医院 〒689-2316 0858-52-3425入江　正昭 入江　正昭 昭38. 7.28内   診療所
     東伯郡琴浦町下伊勢４３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417141,038,1 川本医院 〒689-2351 0858-52-2852川本　久雄 川本　久雄 昭51. 9.21耳い 内   診療所
     東伯郡琴浦町保５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418141,048,0 吉中胃腸科医院 〒689-2302 0858-53-1215吉中　正人 吉中　正人 平元. 4. 8内   外   皮  診療所
     東伯郡琴浦町丸尾１０２－１ 常　勤:    1 新規 消   こう 現存
     (医       1) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419141,050,6 医療法人社団　土井医〒689-0714 0858-32-0717医療法人社団土井医院土井　信 平11. 4.15内   診療所
     院 東伯郡湯梨浜町龍島５０８－１ 常　勤:    2　理事長　土井　信 移動 内（循環器・消現存
     (医       2) 平29. 4.15化器）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420141,051,4 医療法人社団　林原医〒689-2501 0858-55-0305医療法人社団林原医院御舩　尚志 平元. 7. 1内   呼内 アレ診療所
     院 東伯郡琴浦町赤碕１０９２ 常　勤:    1　理事長　林原　不二 他   現存
     (医       1)夫 平28. 7. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
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  421141,052,2 医療法人社団　髙見医〒689-2102 0858-36-2011医療法人社団髙見医院髙見　博 平元.10. 1内   小   リハ診療所
     院 東伯郡北栄町国坂７２０ 常　勤:    1　理事長　髙見　博 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422141,054,8 中本内科医院 〒689-2301 0858-53-1315医療法人社団中本内科中本　健太郎 平 2. 4. 1内   小   他  診療所
     東伯郡琴浦町八橋１７４０番地 常　勤:    1医院　理事長　中本　 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       1)健太郎 平29. 4. 1、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423141,057,1 上原整形外科医院 〒682-0722 0858-35-3811医療法人　上原整形外上原　信生 平 9. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     東伯郡湯梨浜町はわい長瀬６８０常　勤:    1科医院　理事長　上原 組織変更 現存
     －１３ (医       1)　信生 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424141,058,9 吉水医院 〒682-0152 0858-43-3232吉水　信明 吉水　信明 平 4. 4.15内   呼   胃  診療所
     東伯郡三朝町本泉古川４１９－１常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425141,059,7 湯川医院 〒682-0123 0858-43-3399湯川　喜美 湯川　喜美 平11. 3. 2内   胃   診療所
     東伯郡三朝町三朝９６７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426141,062,1 医療法人社団　赤碕内〒689-2501 0858-55-1321医療法人社団赤碕内科浦辺　朋子 平 5. 9. 1内   胃   循  診療所
     科外科クリニック 東伯郡琴浦町赤碕１８４８ 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 外   整外 皮  現存
     (医       1)長　浦辺　朋子 平29. 9. 1他   麻   
     非常勤:    3 他（理学診療科
     (医       3) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427141,063,9 せのお小児科内科医院〒689-2501 0858-55-7100医療法人せのおクリニ妹尾　磯範 平11. 1. 1小   内   アレ診療所
     東伯郡琴浦町赤碕１９８４番地１常　勤:    1ック　理事長　妹尾　 組織変更 現存
     ０ (医       1)磯範 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428141,064,7 森本外科・脳神経外科〒689-2304 0858-53-0121医療法人社団もりもと森本　益雄 平 7. 2. 1一般         9診療所
     医院 東伯郡琴浦町逢束１２１０ 常　勤:    1　理事長　森本　徳子 組織変更 療養         6現存
     (医       1) 平28. 2. 1外   脳外 リハ
     非常勤:    1 整外 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429141,065,4 細川内科胃腸科医院 〒682-0722 0858-35-5150医療法人　細川内科胃細川　勝紀 平12. 6. 1内   胃   消  診療所
     東伯郡湯梨浜町はわい長瀬６１１常　勤:    1腸科医院　理事長　細 組織変更 休止
     －１ (医       1)川　勝紀 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  430141,066,2 宮川医院 〒689-2205 0858-37-2038医療法人誠医会　理事宮川　鉄男 平 7.11.15内   呼   胃  診療所
     東伯郡北栄町瀬戸４５－２ 常　勤:    1長　宮川　鉄男 移動 循   小   外  現存
     (医       1) 平28.11.15整外 リハ 放  
     非常勤:    3 リウ アレ 気食
     (医       3) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431141,068,8 浪花整形外科 〒689-2303 0858-53-0500浪花　紳悟 浪花　紳悟 平 9. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     東伯郡琴浦町徳万５３９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432141,072,0 鳥取県中部医師会立　〒682-0197 0858-43-1321公益社団法人　鳥取県森尾　泰夫 平12. 3. 1一般        83病院
     三朝温泉病院 東伯郡三朝町山田６９０ 常　勤:   10中部医師会　会長　松 新規 療養        95現存
     (医      10)田　隆 平30. 3. 1内   神内 整外
     非常勤:   25 リハ リウ 
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433141,076,1 岡本医院 〒689-2221 0858-37-2072医療法人社団　岡本医岡本　恒之 平14. 4. 1内   胃   外  診療所
     東伯郡北栄町由良宿５５２番地２常　勤:    1院　理事長　岡本　恒 組織変更 現存
     (医       1)之 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434141,077,9 こどもクリニックおん〒682-0721 0858-47-5181音田　誠一 音田　誠一 平14. 5.16小   診療所
     だ 東伯郡湯梨浜町田後３４０番地５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435141,079,5 武信眼科 〒689-2221 0858-37-5722医療法人武信医院　理武信　順子 平15. 9. 1眼   診療所
     東伯郡北栄町由良宿１６２４番地常　勤:    1事長　武信　順子 組織変更 現存
     １ (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436141,081,1 岡田医院 〒689-2303 0858-53-1155岡田　耕一郎 岡田　耕一郎 平17. 5.16内   外   胃  診療所
     東伯郡琴浦町徳万１７６－２ 常　勤:    1 新規 呼   循   こう現存
     (医       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437141,082,9 赤碕診療所 〒689-2501 0858-55-0624医療法人社団　赤碕診青木　哲哉 平18. 4. 1内   外   小  診療所
     東伯郡琴浦町赤碕１９２０番地７常　勤:    2療所　理事長　青木　 新規 整外 他   現存
     ４ (医       2)哲哉 平30. 4. 1他：消化器内科
     非常勤:    1 、循環器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438141,083,7 医療法人　吉田医院 〒689-0601 0858-34-2020医療法人吉田医院　理吉田　明雄 平18. 5. 1内   小   診療所
     東伯郡湯梨浜町泊７５０ 常　勤:    1事長　吉田　明雄 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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  439141,085,2 医療法人清生会　谷口〒689-2352 0858-52-6161医療法人清生会　理事松尾　紀子 平23. 9. 5ひ   内   診療所
     病院附属診療所　東伯東伯郡琴浦町浦安１４０－１０ 常　勤:    1長　谷口　宗弘 移動 泌尿器科（人工現存
     サテライト (医       1) 平29. 9. 5透析）・内科（
     非常勤:   11 人工透析）
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440141,086,0 みはらクリニック 〒682-0721 0858-35-2733医療法人莉成会　理事三原　聡 平24. 8. 1ひ   内   診療所
     東伯郡湯梨浜町田後２２２番地１常　勤:    1長　三原　聡 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441141,087,8 アロハこどもクリニッ〒682-0722 0858-35-5474遠藤　充 遠藤　充 平29. 9. 1小   アレ 診療所
     ク 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬字北寺常　勤:    1 新規 現存
     屋敷５４９番１４ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442151,001,6 南部町国民健康保険　〒683-0323 0859-66-2211南部町長　陶山　清孝高田　照男 平16.10. 1一般        49病院
     (153,001,0) 西伯病院 西伯郡南部町倭３９７番地 常　勤:   13 組織変更 精神        99現存
     (医      12) 平28.10. 1療養        50
     (歯       1) 内   精   神  
     非常勤:   16 小   外   整外
     (医      15) 婦   耳い リハ
     (歯       1) 歯   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443151,034,7 田中外科医院 〒689-4133 0859-68-2888田中　陽 田中　陽 昭56.11.24外   整外 内  診療所
     西伯郡伯耆町吉長５８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444151,045,3 医療法人　佐々木医院〒689-3114 0858-58-2055医療法人佐々木医院　岸田　優佳子 平 2. 4. 1一般        14診療所
     西伯郡大山町田中６４６－１ 常　勤:    2理事長　佐々木　博史 組織変更 内   整外 婦  現存
     (医       2) 平29. 4. 1眼   リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445151,046,1 菅医院 〒689-3326 0859-53-4137医療法人社団菅医院　菅　恆雄 平 2. 4. 1内   診療所
     西伯郡大山町安原１０５７番地１常　勤:    1理事長　菅　恆雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446151,047,9 キマチ・リハビリテー〒689-3221 0859-54-3251医療法人社団キマチ外金子　忠弘 平 2. 7. 1一般         9診療所
     ション医院 西伯郡大山町富長７５５番地５ 常　勤:    1科・整形外科医院　理 組織変更 介護        10現存
     (医       1)事長　来海　秀和 平29. 7. 1外   整外 麻  
     非常勤:    2 内   リハ 皮ひ
     (医       2) 他   
     他：肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  447151,051,1 大山リハビリテーショ〒689-4102 0859-68-4111医療法人社団　昌平会富田　昌宏 平 4. 3. 1療養        71病院
     ン病院 西伯郡伯耆町大原９２７－１ 常　勤:    5　理事長　富田　昌宏 組織変更 精神       118現存
     (医       5) 平28. 3. 1内   リハ 精  
     非常勤:   23 神内 
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448151,052,9 医療法人社団　潮医院〒683-0201 0859-64-2028医療法人社団潮医院　潮　晴美 平 4.11. 2内   小   診療所
     西伯郡南部町天万１５３４－１ 常　勤:    1理事長　潮　晴美 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449151,053,7 医療法人社団　小谷医〒689-3211 0859-54-3311医療法人社団小谷医院鳥羽　信行 平 6. 1. 1一般        19診療所
     院 西伯郡大山町御来屋２４３番地１常　勤:    2　理事長　鳥羽　信行 組織変更 内   小   整外現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450151,068,5 医療法人社団　伯耆厚〒689-3553 0859-37-1721医療法人社団　伯耆厚九里　友和 平14. 4. 1精   心内 神内診療所
     生会　九里クリニック西伯郡日吉津村日吉津１４５２番常　勤:    1生会九里クリニック　 組織変更 現存
     地３ (医       1)理事長　九里　友和 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451151,069,3 法勝寺内科クリニック〒683-0351 0859-66-5858医療法人社団法勝寺内三上　真顯 平16. 4. 1内   呼   アレ診療所
     西伯郡南部町法勝寺２８６番地の常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 リハ 皮   現存
     ４ (医       1)　三上　真顯 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452151,070,1 しらいし内科クリニッ〒689-3552 0859-27-0149白石　正晴 白石　正晴 平16. 4. 1内   皮   診療所
     ク 西伯郡日吉津村富吉１１３９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453151,073,5 飛田医院 〒689-4201 0859-62-1023医療法人社団飛田医院飛田　義信 昭32.10. 1内   消   小  診療所
     西伯郡伯耆町溝口２４３番地２ 常　勤:    2　理事長　飛田　義信 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454151,074,3 医療法人萌生会　伯耆〒689-4202 0859-62-1212医療法人　萌生会　理篠原　一郎 平 7. 8. 1療養        60病院
     中央病院 西伯郡伯耆町長山１５２－１ 常　勤:    3事長　篠原　一郎 組織変更 内   小   外  現存
     (医       3) 平28. 8. 1整外 皮   眼  
     非常勤:   10 耳い 脳内 リハ
     (医      10) リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  455151,075,0 大山町国民健康保険大〒689-3314 0859-53-8002大山町長　竹口　大紀芦田　泰 平17. 3.28一般        10診療所
     山診療所 西伯郡大山町今在家４７５番地 常　勤:    1 組織変更 介護         9現存
     (医       1) 平29. 3.28内   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456151,078,4 大山町国民健康保険大〒689-3332 0859-53-3990大山町長　竹口　大紀久野　宣年 平17. 3.28内   神内 心内診療所
     山口診療所 西伯郡大山町末長４８３番地３ 常　勤:    2 組織変更 リハ 精   他  現存
     (医       2) 平29. 3.28他：消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457151,079,2 大山町国民健康保険名〒689-3211 0859-54-2068大山町長　竹口　大紀山田　まどか 平17. 3.28内   小   診療所
     和診療所 西伯郡大山町御来屋４６７番地 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3.28
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458151,082,6 武田医院 〒689-4201 0859-62-1098武田　直人 武田　直人 平19. 6. 1内   整外 放  診療所
     西伯郡伯耆町溝口２６６－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459151,084,2 大山町国民健康保険　〒689-3318 0859-52-2320大山町長　竹口　大紀高田　尚文 平19.12.31外   整外 診療所
     大山寺診療所 西伯郡大山町大山字上野原１４５常　勤:    1 移動 現存
     －４ (医       1) 平25.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460151,085,9 二部診療所 〒689-4233 0859-62-0351日野病院組合　管理者佐々木　修一 平20.10. 7内   外   診療所
     西伯郡伯耆町二部６５２番地１ 常　勤:    4　﨏田　淳一 移動 現存
     (医       4) 平26.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461151,086,7 ひろかね内科・循環器〒683-0322 0859-39-6115医療法人ひろかね内科廣兼　祐二 平21. 5. 1内   他   小  診療所
     内科クリニック 西伯郡南部町阿賀２０２番地２ 常　勤:    1・循環器内科クリニッ 組織変更 他（循環器内科現存
     (医       1)ク　理事長　廣兼　祐 平27. 5. 1、呼吸器内科、
     二 消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462151,087,5 ひがみ耳鼻いんこう科〒689-3553 0859-21-3387医療法人　健和会　理樋上　茂 平23. 1.28一般         3診療所
     ・いびき睡眠クリニッ西伯郡日吉津村日吉津１５８４番常　勤:    2事長　樋上　茂 移動 耳い アレ 現存
     ク 地３ (医       2) 平29. 1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  463151,088,3 医療法人　なかむら医〒689-4121 0859-68-2123医療法人なかむら医院仲村　広毅 平26. 4. 1内   外   診療所
     院 西伯郡伯耆町大殿１０８６番地 常　勤:    1　理事長　仲村　広毅 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464151,090,9 さいはく眼科クリニッ〒683-0300 0859-57-5340瀨戸川　章 瀨戸川　章 平28. 6. 1眼   診療所
     ク 西伯郡南部町倭４８５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465161,016,2 日南町国民健康保険　〒689-5211 0859-82-1235日南町長　増原　聡 平岡　裕 昭37. 4. 1一般        59病院
     日南病院 日野郡日南町生山５１１－７ 常　勤:    5 新規 療養         9現存
     (医       5) 平28. 4. 1介護        31
     非常勤:   80 内   小   外  
     (医      80) 眼   耳い 整外
     皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466161,030,3 医療法人社団　佐伯医〒689-4401 0859-75-2710医療法人社団佐伯医院佐伯　俊哉 昭32.10. 1内   診療所
     院 日野郡江府町江尾１９９７番地 常　勤:    1　理事長　佐伯　俊哉 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467161,035,2 江府町国民健康保険　〒689-4401 0859-75-2055江府町長　白石　祐治武地　幹夫 平12. 5. 8内   外   整外診療所
     (163,024,0) 江尾診療所 日野郡江府町江尾２０８８番地３常　勤:    2 移動 歯外 現存
     (医       1) 平30. 5. 8
     (歯       1)
     非常勤:   11
     (医       7)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468161,036,0 日野病院 〒689-4504 0859-72-0351日野病院組合　管理者孝田　雅彦 平12.11. 1一般        99病院
     日野郡日野町野田３３２番地 常　勤:    6　﨏田　淳一 移動 内   呼内 心内現存
     (医       6) 平24.11. 1神内 小   外  
     非常勤:   75 整外 ひ   眼  
     (医      75) 耳い リハ 皮  
     心外 他   
     他：消化器内科
     、糖尿病内科、
     血液内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  469161,037,8 黒坂診療所 〒689-5131 0859-74-0351日野病院組合　管理者佐々木　修一 平17. 2.25内   外   診療所
     日野郡日野町黒坂１２４３－１ 常　勤:    3　﨏田　淳一 新規 現存
     (医       3) 平29. 2.25
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470801,001,0 独立行政法人国立病院〒689-0203 0857-59-1111独立行政法人国立病院井上　一彦 昭32. 7. 1一般       304病院
     (803,001,4) 機構　鳥取医療センタ鳥取市三津８７６番地 常　勤:   18機構　理事長　楠岡　 新規 精神       213現存
     ー (医      18)英雄 平29. 7. 1内   神内 小  
     非常勤:   14 外   呼   精  
     (医      13) 整外 リハ 放  
     (歯       1) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471801,002,8 鳥取大学医学部附属病〒683-8504 0859-33-1111国立大学法人　鳥取大原田　省 昭32. 8. 1一般       649特定機能
     (803,002,2) 院 米子市西町３６－１ 常　勤:  405学　鳥取大学長　豐島 新規 結核         6病院
     (医     388)　良太 平28.11. 1精神        40現存
     (歯      17) 一般（感染）
     非常勤:   78              2
     (医      77) 内   放   麻  
     (歯       1) 神内 呼内 精  
     小   アレ 整外
     リウ 脳外 形外
     皮   胸外 ひ  
     心外 産婦 眼  
     小外 耳い 歯外
     病理 リハ 他  
     内分泌代謝内科
     、頭頸部外科、
     薬物療法内科、
     血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472801,003,6 独立行政法人国立病院〒683-0006 0859-33-7111独立行政法人国立病院長谷川　純一 昭32. 7. 1一般       270地域支援
     (803,003,0) 機構　米子医療センタ米子市車尾４丁目１７番１号 常　勤:   38機構　理事長　楠岡　 新規 内   心内 精  病院
     ー (医      36)英雄 平28. 7. 1神内 呼内 小  現存
     (歯       2) 外   整外 麻  
     非常勤:   83 ひ   婦   眼  
     (医      81) 耳い リハ 放  
     (歯       2) 歯外 他   
     他（内科（感染
     症）、肝臓内科
     、糖尿病・代謝
     内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


