麒麟のまち圏域新型コロナウイルスワクチン接種共同実施

麒麟のまち圏域協力医療機関一覧
麒麟のまち圏域の住民であれば、かかりつけ医でなくても接種予約が可能な医療機関です。（50音順）
麒麟のまち圏域の1市6町は、
鳥取県鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、兵庫県新温泉町、香美町

です。

経済、教育など、生活の中で結びつきの強い圏域全体で感染防止に取り組んでいきます。
各医療機関の状況により、日程等によって予約できないことがありますのでご了承ください。
取扱いワクチンは接種場所や接種時期で異なることがありますので、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。

【鳥取県/鳥取市】各医療機関へ直接お問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

住所

1 明穂整形外科

0857-37-1313

鳥取市扇町11-3

2 安陪内科医院

0857-26-6675

鳥取市吉方温泉3丁目811-2

3 石井内科小児科クリニック

0857-31-1141

鳥取市布勢332-4

4 いしこ内科循環器科医院

0857-37-3200

鳥取市湖山町南3丁目301-1

5 石田医院

0857-85-0121

鳥取市青谷町青谷4032-19

6 石谷小児科医院

0857-22-3354

鳥取市上魚町13

7 イナカ内科医院

0857-24-5167

鳥取市正蓮寺43

8 井上医院

0858-87-2755

鳥取市用瀬町用瀬457-6

9 いわさわ医院

0857-52-7822

鳥取市若葉台南6丁目23-26

10 延寿の杜ホームクリニック

0857-30-6901

鳥取市賀露町4162

11 おおたに こども・ファミリークリニック

0857-51-1221

鳥取市国府町新通り3丁目301-1

12 太田原医院

0857-82-0953

鳥取市気高町宝木827-5

13 おか内科クリニック

0857-30-2111

鳥取市江津407-2

14 岡本医院

0857-53-2028

鳥取市津ﾉ井258-2

15 尾﨑クリニック

0857-24-7877

鳥取市吉方112-3

16 尾﨑病院

0570-08-6616

鳥取市湖山町北2丁目555

17 加藤医院

0858-87-2440

鳥取市用瀬町用瀬382

18 岸医院

0858-85-0218

鳥取市河原町河原48

19 北室内科医院

0857-26-1433

鳥取市西町3丁目110

20 クリニックこくふ

0857-50-1328

鳥取市国府町新通り2丁目202

21 クリニック陽まり

0857-30-1525

鳥取市南吉方3丁目522

22 こばやし内科

予約専用電話090-7593-7527 鳥取市宮長9-1

23 栄町クリニック

0857-21-3111

鳥取市栄町211-2

24 下田神経内科クリニック

0857-32-7020

鳥取市大工町頭33

25 せいきょう子どもクリニック

0857-27-2211

鳥取市末広温泉町566

26 大覚寺クリニック

0857-26-6123

鳥取市吉成206-1

27 竹内内科医院

0857-22-2317

鳥取市本町5丁目202

28 竹田内科医院

0857-22-4320

鳥取市本町2丁目109

29 田中医院（青谷）

0857-85-5050

鳥取市青谷町井手575

30 谷口医院

0857-22-2332

鳥取市南町425

31 だんばらクリニック

0857-54-1020

鳥取市富安330-1

32 鳥取医療生協 鹿野温泉病院

0857-84-2311

鳥取市鹿野町今市242

33 鳥取北クリニック

予約専用電話090-9054-3711 鳥取市賀露町4012

34 とっとり在宅ケア・漢方クリニック

0857-30-7760

鳥取市吉成南町1丁目27-9

35 鳥取市立病院

0857-33-0036

鳥取市的場1丁目1

36 鳥取生協病院

0857-25-0629

鳥取市末広温泉町458

37 鳥取赤十字病院

0857-25-3535

鳥取市尚徳町117

38 鳥取ペインクリニック

0857-22-3633

鳥取市川端1丁目201

39 中安脳神経・内科クリニック

0857-30-6633

鳥取市松並町2丁目503-7

40 西尾内科クリニック

0857-26-6070

鳥取市岩倉446-23

41 野津医院

0857-22-8605

鳥取市卯垣4丁目101

42 野の花診療所

0857-36-0087

鳥取市行徳3丁目431

43 橋本外科医院

0857-29-1281

鳥取市大杙204-3

44 幡病院

0857-22-2346

鳥取市雲山57

45 はまゆう診療所

0857-51-7800

鳥取市野寺62-1

(裏面へ) ※ ワクチン供給状況等により医療機関の受付内容が変更されることがあります。

先にご確認ください。
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No.

医療機関名

電話番号

住所

46 林医院

0858-87-2033

鳥取市用瀬町鷹狩722-1

47 はやしクリニック

0857-32-2121

鳥取市湖山町南2丁目181-2

48 早瀬医院

0857-23-3357

鳥取市川端5丁目106

49 本城内科クリニック

0857-39-1010

鳥取市湯所町2丁目110

50 前田医院

0857-37-0102

鳥取市西品治644-1

51 まつだ内科医院

0857-38-4777

鳥取市叶284-1

52 宮本医院

0857-38-1300

鳥取市福部町海士359-7

53 もとだクリニック

0857-30-3711

鳥取市国府町宮下1165

54 森医院

0857-22-6539

鳥取市国府町糸谷11-5

55 山脇医院

0857-23-1811

鳥取市国府町奥谷1丁目110

56 よしだ内科医院

0857-31-1118

鳥取市湖山町北6丁目448-1

【鳥取県/岩美町】岩美町予約専用コールセンターへお問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

住所

57 岩美町国民健康保険岩美病院

岩美町予約専用コールセンター

岩美郡岩美町浦富1029-2

58 藤田医院

0857-32-8067

岩美郡岩美町浦富1030-22

【鳥取県/若桜町】若桜町予約専用コールセンターへお問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

住所

59 若桜柿坂医院

若桜町予約専用コールセンター

八頭郡若桜町若桜296-1

60 わかさ生協診療所

0858-82-2230

八頭郡若桜町若桜1200-1

【鳥取県/智頭町】智頭町予約専用コールセンターへお問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

住所

61 国民健康保険智頭病院

智頭町予約専用コールセンター

八頭郡智頭町智頭1875

62 長石医院

0857-32-8067

八頭郡智頭町智頭1537-6

【鳥取県/八頭町】八頭町予約専用コールセンターへお問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

住所

63 岸本内科医院

八頭町予約専用コールセンター

八頭郡八頭町池田206-1

64 中山小児科内科医院

0858-72-1133

八頭郡八頭町宮谷206-9

【兵庫県/新温泉町】新温泉町コールセンターにお問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

65 あおぞらこどもクリニック

住所

美方郡新温泉町芦屋130-1

66 公立浜坂病院

美方郡新温泉町二日市184-1

67 沢田医院

新温泉町コールセンター

美方郡新温泉町湯90-1

68 高木医院

0796-99-2011、2012

美方郡新温泉町浜坂2074-1

69 浜辺医院

美方郡新温泉町浜坂1261-2

70 古澤クリニック

美方郡新温泉町細田209-2

【兵庫県/香美町】香美町コールセンターにお問い合わせください。
No.

医療機関名

電話番号

住所

71 小代診療所

美方郡香美町小代区城山301

72 川会診療所

美方郡香美町村岡区入江717-3

73 公立香住病院

美方郡香美町香住区若松540

74 公立村岡病院

香美町予約専用コールセンター

美方郡香美町村岡区村岡3036-1

75 佐津診療所

0796-34-6000

美方郡香美町香住区無南垣165

76 兎塚診療所

美方郡香美町村岡区福岡1113

77 村瀬医院

美方郡香美町村岡区村岡347

78 山本クリニック

美方郡香美町香住区香住1014-1

※ ワクチン供給状況等により医療機関の受付内容が変更されることがあります。

