
【　西　部　】 令和4年4月1日
No 所属先または医療機関名 診療科目 氏名 指導医 講演医 〒 所在地 電話番号

1 市場医院 整 市場　和志 ○ ○ 6840021 境港市　馬場崎町 177 0859-44-5551

2 うえひら内科ペインクリニック 内・麻 上平　敦 ○ 6840043 境港市　竹内町 578番地5 0859-21-7564

3 岡空小児科医院 児・アレ 岡空　輝夫 ○ ○ 6840003 境港市　浜ノ町 127 0859-47-1234

4 大賀内科クリニック 内・呼・消 大賀　秀樹 ○ 6830805 米子市　西福原　4丁目2-1 0859-22-5220

5 面谷内科・循環器内科クリニック 内・循内・呼内・消内 面谷　博紀 ○ 6830064 米子市　道笑町 4丁目 221-1 0859-38-1600

6 川田内科医院 内・循・消・児 川田　秀一 ○ 6830001 米子市　皆生温泉1丁目4-1 0859-32-1878

7 小酒外科医院 内・整 小酒　慶一 ○ 6830011 米子市　福市　1730-10 0859-26-2266

8 周防内科医院 長田　佳子 ○ 6830841 米子市　上後藤7丁目3-27 0859-29-2080

9 菅村内科医院 内・呼・消・循 菅村　一敬 ○ 6830802 米子市　東福原1丁目4-60 0859-32-9613

10 武本クリニック 内・呼・アレ・胃内 武本　祐 ○ ○ 6830805 米子市　西福原4丁目　9-52 0859-57-7509

11 たにぐちクリニック 内・外・消内 谷口　哲也 ○ 6893514 米子市　尾高　904-1 0859-21-8070

12 谷本こどもクリニック 児 原田　友一郎 ○ 6830257 米子市　榎原　1888-3 0859-26-3030

13 辻田耳鼻咽喉科医院 耳咽 辻田　哲朗 ○ ○ 6830852 米子市　河崎 605-1 0859-29-1187

14 つのだ内科・循環器内科クリニック 内・循内 角田　郁代 ○ 6840071 境港市　外江町2275-1 0859-21-1080

15 とみます外科ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｹｱｸﾘﾆｯｸ 外・リハ・呼・整 廣田　裕 ○ ○ 6830103 米子市　富益町米川東八　3533-2 0859-25-6600

16 なかむら医院 内・外 仲村　広毅 ○ 6894121 西伯郡　伯耆町大殿1086 0859-68-2123

17 名和診療所 内 三原　周 ○ ○ 6893211 西伯郡　大山町　御来屋　467 0859-54-2068

18 野坂内科医院 内・胃・児 野坂　康雄 ○ 6830052 米子市　博労町 1丁目 48-3 0859-31-0707

19 はしもとクリニック内科・呼吸器科 内 橋本　潔 ○ 6830104 米子市　大崎1277-1 0859-28-6667

20 飛田医院 内・児・循・呼 飛田　義信 ○ 6894201 西伯郡　伯耆町　溝口 243-2 0859-62-1023

21 飛田医院 飛田　敦子 ○ 6894201 西伯郡　伯耆町　溝口 243-2 0859-62-1023

22 吹野内科消化器科小児科ｸﾘﾆｯｸ 内・消 吹野　陽一 ○ 6830804 米子市　米原　7丁目1-45 0859-33-5200

23 細田内科医院 内・胃・循・児 細田　明秀 ○ 6830812 米子市　角盤町　3丁目 169 0859-22-5783

24 法勝寺内科クリニック 内・呼・アレ 三上　真顯 ○ 6830351 西伯郡　南部町 法勝寺 286-4 0859-66-5858

25 マリ医院 内・児・外・整 山根　一和 ○ 6893401 米子市　淀江町　今津150 0859-56-5111

26 矢島医院 内・呼・消・アレ 矢島　浩樹 ○ 6840051 境港市　新屋町 1329-1 0859-45-6311

27 米子中央クリニック 内・消内・アレ・リハ・児 安部　良 ○ 6830006 米子市　車尾　2丁目 17-8 0859-21-1177

28 米子中央クリニック 内・消・アレ・リハ・児 木科　学 ○ 6830006 米子市　車尾　2丁目 17-8 0859-21-1177

29 山陰労災病院 外 津田　亜由美 ○ 6838605 米子市　皆生新田1丁目8-1 0859-33-8181

30 鳥取大学医学部附属病院 薬理学・薬物療法学 今村　武史 ○ ○ 6838504 米子市　西町 36-1 0859-38-6163

31 鳥取大学医学部附属病院 胸部外科学 中村　廣繁 ○ ○ 6838504 米子市　西町 36-1 0859-38-6737

32 鳥取大学医学部環境予防医学 尾﨑　米厚 ○ ○ 6838503 米子市　西町 86 0859-38-6103

33 鳥取大学医学部附属病院 消化器小児外科 長谷川　利路 ○ ○ 6838504 米子市　西町 36-1 0859-38-6562

34 鳥取大学医学部地域医療学 李　　 瑛 ○ ○ 6894504 日野郡　日野町 野田　332 0859-38-6660

35 西伯病院 内・循内 長谷川　純一 ○ ○ 6830323 西伯郡　南部町　倭　397 0859-66-2211
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