
医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

青山クリニック 宝永１丁目３８－１５ ６３－６３６０ 冨澤クリニック 砂子坂町１５－２６ ８３－００４３

赤井内科医院 松本２丁目４－１６ ２１－００６１ 冨永病院 西木田３丁目４－２６ ３６－１８４１

あすわクリニック 下馬３丁目５１１ ３４－３６００ 中永医院 順化１丁目１８－１７ ２２－６４３７

麻生津医院 浅水二日町１２８－４３ ３８－３３８８ 南場小児科医院 新田塚町４１８ ２１－７８１０

あらい内科クリニック 高柳２丁目１３０１ レインボービル５Ｆ ５４－８３３４ 丹尾医院　 松本４丁目２－６ ２２－２９７８

有塚医院 和田東２丁目１８１４ ２４－６０６０ 野村内科医院 上中町３６－８ ５３－８５６８

生田医院 西木田２丁目４－１４ ３６－２８９１ 畑内科 下森田新町５０１ ５６－０２１０

いとう内科クリニック 経田１－２０９ ２７－５０４０ 英内科医院 大宮２丁目６－２１ ２２－１６０２

いなだクリニック 木田２丁目１６１３ ３４－８１１１ はまだ内科クリニック 開発１丁目２０３ ９７－５８２０

岩井病院 日之出２丁目１５－１０ ２４－０３０６ はまなかクリニック 南四ッ居１丁目１０－１１ ６３－５５５０

いわき医院 三十八社町１０－８ ３８－２２８８ 林小児科クリニック 西谷１丁目１２１２ ３６－８８４３

岩佐内科外科クリニック 学園２丁目９－６ ２８－０６６６ ヒデ齊藤クリニック 宝永４丁目３－９ ６０－１２１２

宇賀治医院 田原２丁目６－１１ ２３－２６９５ 平井産婦人科医院 春山２丁目２４－９ ２２－６７３３

打波外科胃腸科婦人科 文京７丁目１０－２ ２６－７１７１ 平井内科クリニック みのり３丁目２１－５ ３３－７８０８

Mクリニック 石盛１丁目１８１６ ５６－４６５６ ひらい内科消化器科 渕４丁目１８１３ ３３－６８８１

往診クリニックふくい 西谷２丁目２７０４エスパンドル１０３号 ３６－１８１１ 平沢内科医院 花堂中２丁目２５－１０ ３５－１４２２

大久保外科内科医院 西木田２丁目１１－８ ３６－６２６８ ひらざわ内科ハートクリニック 西谷２丁目２１１３ ３５－８８２２

大滝クリニック 大願寺３丁目９－３ ２７－００２１ 平谷こども発達クリニック 北四ッ居２丁目１４０９ ５４－９６００

大滝病院 日光１丁目２－１ ２３－３２１５ 福井愛育病院 新保２丁目３０１ ５４－５７５７

大滝東クリニック 日光１丁目１－１ ２６－２３３０ 福井温泉病院 天菅生町７－１ ５９－１３１１

大山クリニック　 西方２丁目１９－３ ２９－００８０ ふくい輝クリニック 大願寺２丁目９－１６ ５０－２５１０

おかもと内科クリニック 大島町柳２１２ ３５－３３３１ 福井県済生会病院  和田中町舟橋７－１ ２３－１１１１

奥村病院 板垣５丁目２０１ ３３－１５００ 福井県立病院　 四ッ井２丁目８－１ ５４－５１５１

オレンジホームケアクリニック 田原１丁目２－２０ ２１－３３３３ 福井厚生病院 下六条町２０１ ４１－３３７１

かさはら小児科 大和田２丁目２０５ ５３－２６６０ 福井赤十字病院 月見２丁目４－１ ３６－３６３０

笠松内科クリニック 下馬２丁目５０８ ３３－１１００ 福井総合クリニック 新田塚１丁目４２－１ ２１－１３００

かさまつファミリークリニック 高木中央３丁目８０１ ８８－００８８ 福井総合病院 江上町５８－１６－１ ５９－１３００

柏原脳神経クリニック 四ツ井１丁目７－２０ ５４－３４５５ 福井中央クリニック 松本４丁目５－１０ ２４－２４１０

加藤内科・婦人科クリニック 志比口１丁目１０－２８ ５３－００５３ ふくのレディースクリニック 開発５丁目６０６ ５２－３６００

門整形外科 西開発１丁目２４０５ ５３－１７００ 福山医院 安原町１－１１－１ ４１－００２７

加納医院 毛矢２丁目６－２２ ３５－２５２９ ふじさわ小児科医院 和田中町１１０－２０ ２４－１３１０

加畑皮膚科医院 中央３丁目３－１ ２１－６８３４ 藤田医院 小幡町３－２６－１ ８５－１０２０

貴志医院 市波町２４－５ ９６－４０１２ 藤田記念病院 宝永４丁目１５－７ ２１－１２７７

きむら耳鼻咽喉科 若杉４丁目６０９ ３６－３３８７ 文京内科クリニック 文京１丁目２９－６ ２７－０２７２

光陽生協クリニック 光陽３丁目９－２３ ２４－３３１０ 舟橋内科クリニック 舟橋１－１１０ ５４－６５６５

こしの医院 蒲生町１－９１－１ ８９－２２３２ ホーカベレディースクリニック 左内町１０－１１ ３６－０６６５

コパクリニック 大和田２丁目４２２ ５４－３３５８ 細川内科クリニック 花堂中２丁目２－７ ３６－２２００

斉木内科循環器科医院 城東２丁目８－１１ ２１－５０００ 本定医院 上中町５２－２－４ ５４－２３２１

佐藤内科医院 御幸３丁目２－１ ２３－４０１４ 本多レディースクリニック 宝永４丁目２－１８ ２４－６８００

佐部内科医院 田原２丁目１８－１０ ２７－２２５５ まきレディースクリニック 新田塚町１０１ ２２－８９８９

清水内科循環器医院 足羽２丁目１－２２ ３６－３３２２ まつだ内科クリニック　 町屋２丁目５－２５ ２１－６５５０

清水南医院 真栗町３８－３ ９８－５１１３ 三崎医院 左内町８－９ ３５－０４５１

末松内科循環器科医院 文京６丁目３４－１１ ２８－１００１ 三﨑胃腸科クリニック 順化２丁目２４－１９ ２４－１３１８

すこやか内科クリニック 文京６丁目２５－２７ ２４－５１２５ みさわクリニック 舟橋黒竜１－１１９ ９７－８３３８

高木北クリニック 高木北１丁目３０１ ５３－８６００ 三船内科クリニック 北四ツ居３丁目３－１６ ５３－０１１０

たかさわ内科クリニック 春日町２３７－１ ３５－０１００ 宮﨑整形外科医院 加茂河原３丁目８－６ ３３－１１１１

多賀内科循環器科医院 二の宮４丁目２－６ ２７－０８８８ 宮地内科 花月２丁目９－３ ３０－００１１

高橋クリニック 文京３丁目２４－１２ ２７－２３２０ むらきた内科 新田塚町７２０－１ ２７－５００１

竹内医院 花堂北２丁目１２－２８ ３６－１０３５ 森川医院 下森田桜町６－６ ５６－００５３

田中内科クリニック 若杉４丁目５１２ ３６－８８５５ 森川内科クリニック 高木北１丁目７０４ ５３－７５７０

田中病院 大手２丁目３－１ ２２－８５００ やしろファミリークリニック 渕２丁目９０３ ３３－５５３３

谷口医院 天王町２０－４１ ４１－１０１３ 安井医院 松本２丁目１１－６ ２２－３１３６

玉井内科クリニック 下荒井町４－７４－１５ ３９－１２００ 安川病院 大和田２丁目１０８ ５２－２８００
たわらまち整形外科・内科クリニック 文京２丁目１－１５ ２２－２６６６ やすとみ内科クリニック 大手３丁目７－１　福井県繊協ビル２階 ２２－６６８６

つくし野病院 川合鷲塚町４９－６－１ ５５－１８００ 安原医院 東郷二ヶ町３６－２６ ４１－００１８

辻医院 宝永１丁目９－１３ ２２－０５９７ 山村医院 三十八社町１０１－１１ ３８－５１３３

つながるクリニック　 二の宮２丁目２５－８ ２７－１５５０ 山本医院 志比口１丁目３－５ ５４－５１３６

坪川内科医院 若杉浜１丁目７０７ ３５－６１００ 吉田医院（順化）　 順化１丁目８－１ ２２－１２３３

寺尾小児科医院 大宮３丁目２６－１０ ２１－２１２１ 吉田医院（照手） 照手１丁目１３－３ ２４－１２３０

ドクター・ズー 四ッ井１丁目２２－２２ ５４－８８３３ 吉村医院 北四ッ居２丁目１８－３１ ５３－８８８０

得田内科医院 文京１丁目１９－２４ ２７－２６０８ わかば内科クリニック 二の宮２丁目３０－１４ ２３－０８８４
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