
福井市　順化地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 ＨP

安土整形外科医院 安土　美紀 整外 福井市中央2丁目7-19 0776-25-3545

加畑皮膚科医院 加畑　雅行 皮 福井市中央3丁目3-1 0776-21-6834

清水小児科医院 清水　紘昭 小 福井市大手2丁目20-10 0776-21-5670

浅田　康行 外

嵯峨　孝 内、循

白﨑　重雄 内

田中　章善 整外

田中　廣昌 整外

本田　克彦 外

中井内科医院 中井　継彦 内、循、呼 福井市大手3丁目7-1繊協ビル3F 0776-22-6686

中永医院 中永 昌夫 内、消 福井市順化1丁目18-17 0776-22-6437

医療法人　眼科原医院 原　和彦 眼 福井市大手2-2-6 0776-27-5654

三﨑胃腸科クリニック 三﨑　明孝 内、消、外 福井市順化2丁目24-19 0776-24-1318

吉田　清二 外、小、内、消

吉田　まゆみ 小、内

青木歯科医院 青木　聡 歯、小歯、歯口 福井市中央1-10-8 0776-23-1022 http://aoki-dent.net

0776-22-1233福井市順化1丁目8-1吉田医院

医療法人　慈豊会　田中病院 http://www.tanaka-hosp.jp/0776-22-8500福井市大手2丁目3-1
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大手グリーン歯科 三浦　保紀 歯、小歯、矯歯 福井市大手2-3-1　三の丸ビル１Ｆ 0776-30-6480 http://www.green-dental.net

小笠原歯科診療所 小笠原　久明 歯、小歯、矯歯、歯口 福井市中央1-9-30　大岡ビル２F 0776-23-3433 http://www.oga-d.jp/

加賀歯科クリニック 加賀　俊明 歯 福井市中央3-2-15 0776-23-7435 http://www.kagadental.com/

カトウ矯正歯科 加藤　敬三 矯歯 福井市大手2丁目18-12 0776-28-1118

医療法人穂高会
高橋歯科医院

高橋　満次 歯 福井市大手2丁目7-3 0776-24-5000 http://www.dental-t.jp/

はじめ歯科診療所 中村　元 歯 福井市大手2丁目7-15 0776-25-6480

平崎歯科 平﨑 光哲 歯 福井市大手3丁目1－1　ｼｽﾃﾑ大手ﾋﾞﾙ2F 0776-63-5418 http://www.hirasaki.jp

山本歯科医院 山本　馨 歯 福井市順化2丁目9-5 0776-22-5792

福井県立病院地域医療連携医（福井市） 〔Page 2/22〕 2016/7/4現在

http://www.green-dental.net/
http://www.oga-d.jp/
http://www.kagadental.com/
http://www.dental-t.jp/
http://www.hirasaki.jp/


福井市　宝永地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

青山皮膚科クリニック 青山　文代 皮、形外 福井市宝永１丁目３８-１５ 0776-25-7080

宇賀治　純 内

宇賀治　行雄 整外、内、リハ、リウ

大野医院 大野　敏 内 福井市松本4丁目6-3 0776-24-2479

辻医院 辻　光昭 消、胃、外 福井市宝永1丁目9-13 0776-22-0597

丹尾　多希 内

丹尾　ちづ子 眼

丹尾　太 内、小

丹尾　裕 内、小、眼

廣瀬　涼子 眼

長谷川外科胃腸科医院 長谷川　寛 消、胃、外、肛 福井市松本4丁目4-24 0776-22-7441 http://nttbj.itp.ne.jp/0776227441/  

ヒデ齊藤クリニック 齊藤　英夫 内、胃、外 福井市宝永4丁目3-9 0776-60-1212

福井中央クリニック 笈田　耕治
内、循、心内、胃、呼、
神、小、放

福井市松本4丁目4-22 0776-24-2410 http://fukui-chuoh-clinic.com/

福井中央クリニック 久津見　恭典
内、循、心内、胃、呼、
神、小、放

福井市松本4丁目4-22 0776-24-2410 http://fukui-chuoh-clinic.com/

藤田記念病院 宮崎　良一 内 福井市宝永4丁目15-7 0776-21-1277 http://www.fujita-mhp.jp/

医療法人　秀峰会
本多ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

本多　秀明 産、婦人、小 福井市宝永4丁目2-18 0776-24-6800 http://www.honda-lc.or.jp

福井市松本4丁目2－6丹尾医院 http://www7.ocn.ne.jp/~nioiin/0776-22-2978

0776-24-2108福井市宝永1丁目35-12宇賀治整形外科医院
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福井市　湊地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

岩佐内科外科クリニック 岩佐　和典
内、胃、呼、外、肛、整
外

福井市学園2丁目9-6 0776-28-0666 http://www18.ocn.ne.jp/~iwasa/

大瀧　美恵 内、胃

清水　信繁 内

天津　亨 内

夛田　栄作 内

平野　治和 内

宮地内科 宮地　英生 内、胃、消 福井市花月2丁目9-3 0776-30-0011 http://homepage2.nifty.com/miyajinaika/

吉田　浩士 泌、外、内

吉田　良行 内、呼、消、循

岩佐歯科医院 岩佐　昌典 歯、小歯、歯口 福井市日光2丁目26－1 0776-27-0003 http://www.fcda.or.jp/8020/270003/

0776-24-1230

0776-24-5009

0776-23-3215

http://ha9.seikyou.ne.jp/home/yoshida-clinic/

http://www.koyo-gr.jp

http://www.otaki-hp.or.jp/大滝病院

光陽生協病院

吉田医院

福井市日光1丁目2-1

福井市光陽3丁目10-24

福井市照手1丁目13-3
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福井市　豊地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

生田医院 生田 敬定 内、小 福井市西木田2丁目4-14 0776-36-2891

大久保外科内科医院 貴志　洋一
胃、呼、アレ、内、外、
整外

福井市西木田2丁目11-8 0776-36-6268

竹内医院 竹内　真人 胃、外、内、肛、整外 福井市花堂北2丁目12-28 0776-36-1035

医療法人　冨永病院 冨永　洋介 内、消 福井市西木田3丁目4-26 0776-36-1841

平井内科クリニック 平井　素子 内、消、呼 福井市みのり3丁目21-5 0776-33-7808

細川内科クリニック 岡田　映子 内 福井市花堂中2丁目2-7 0776-36-2200 http://www.hosokawaiin.jp

細川泌尿器科医院 細川　高志 泌 福井市花堂中2丁目18-2 0776-36-3200 http://hosokawaiin.jp

むとう眼科医院 武藤　順子 眼 福井市花堂南2丁目4-10 0776-33-6102

いたつデンタルクリニック 板津　明 歯科、小歯、矯歯 福井市花堂中2丁目1-8 0776-34-0118 http://www.fumoto.co.jp
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福井市　木田地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

いなだクリニック 稲田　章夫 内、消、外、肛、リハ 福井市木田2丁目1613 0776-34-8111

奥村外科胃腸科 奥村　雄外 内、消、胃 福井市木田1丁目3415 0776-33-1500 http://www.hikarigroup.jp/gekaichoka/

ふくい南アイクリニック 鈴木　和代 眼 福井市下馬3-1815 0776-36-5278 http://fukuminami.com/

笠松内科クリニック 笠松　誠 内、消、小、皮 福井市下馬2丁目508 0776-33-1100

木田整形外科 本田　敬宜 整外 福井市木田3丁目907 0776-36-0020

きんせんクリニック 金泉　秀典 耳 福井市板垣4丁目114 0776-63-6313 http://kinsenn-cl.com/

黒川眼科医院 黒川　慶一 眼 福井市板垣5－315－1 0776-34-8885 http://www.geocities.jp/kurokawa_eye_clinic/

コモ小児診療所 中田　庸平 小 福井市木田3丁目910 0776-33-7360

西ウイミンズクリニック 西　　修 産婦、内 福井市木田2丁目2102 0776-33-3663 http://www11.ocn.ne.jp/~nwc/index.htm

ふくはら小児科 福原　君栄 小、内 福井市大町2丁目601 0776-35-1200

いくた歯科医院 生田　伸之 歯、小歯 福井市木田町2510 0776-34-8020

竹下歯科 竹下　英俊 歯、矯歯、小歯 福井市木田2-2104 0776-35-6480 http://takesita-sika.com

たにはた歯科クリニック 谷畠　里誌 歯、小歯、歯口 福井市下馬2-2310 0776-34-0418 http://www.tanihata.info
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福井市　清明地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

おかもと内科クリニック 岡本　清也 内 福井市大島町柳212 0776-35-3331 http://www.myclinic.ne.jp/okamotonaika/

さくら千寿病院 田中　孝 内、循、呼、胃、外、肛 福井市下荒井町21-44-1 0776-39-1600

玉井内科クリニック 玉井　利孝 内 福井市下荒井町4－74－15 0776-39-1200

福井市　足羽地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

大月産婦人科クリニック 大月　澄 産婦 福井市足羽1丁目11-24 0776-35-3035 http://www.ohtsuki.gr.jp/

佐藤整形・形成外科病院 佐藤　哲雄 整外、形外、リハ 福井市有楽町18-10 0776-35-5151

清水内科循環器医院 清水　啓司 内、循、消、呼、小、放 福井市足羽2丁目1-22 0776-36-3322

砂山　千明 整外

西浦　幸男 外、整外、リハ、内

ホーカベレディースクリニック 波々伯部　重和 産婦 福井市左内町10-11 0776-36-0665

三崎医院 三崎　裕史
内、小、リウ、整外、リ
ハ

福井市左内町8－9 0776-35-0451 http://www.misaki-clinic.com/

http://www1.fctv.ne.jp/~nishiura/0776-36-6682福井市つくも2丁目5-5西浦医院

福井県立病院地域医療連携医（福井市） 〔Page 7/22〕 2016/7/4現在

http://www.myclinic.ne.jp/okamotonaika/
http://www.ohtsuki.gr.jp/
http://www.misaki-clinic.com/
http://www1.fctv.ne.jp/~nishiura/


福井市　春山地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

宇賀治医院 宇賀治　陽一 内、呼、消、胃 福井市田原2丁目6-11 0776-23-2695 http://www8.plala.or.jp/ugajiclinic1/

オレンジホームケアクリニック 紅谷　浩之
内、小
在宅医療

福井市田原1-3-5 0776-21-3333 http://orangeclinic.jp/

久保田内科 久保田　直邦 内 福井市大宮3丁目11-25 0776-26-1655

小林　喜順 消、胃、呼、循

石黒　信彦 胃、外

石黒　基 整外

高橋クリニック 高橋　美文 内、循、呼 福井市文京3丁目24-12 0776-27-2320

寺尾小児科医院 寺尾　岳 小 福井市大宮3丁目26－10 0776-21-2121 http://www.geocities.jp/teraoshounika/

平井産婦人科医院 平井　慎一 産婦 福井市春山2丁目24-9 0776-22-6733

松原病院 松原　六郎 精 福井市文京2丁目9-1 0776-22-3717 http://www.fmatsubara.com/

山内　四朗 整外、リウ、リハ

山内　健輔 整外

大森歯科医院 大森　正男 歯口 福井市文京4丁目9-1 0776-27-7171

山内整形外科

0776-22-2666福井市文京2丁目1-15たわらまちクリニック http://tawaramachi.jp

http://www.yamauchi-seikei.jp/0776-26-1160福井市大宮4丁目1301
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福井市　松本地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

赤井内科医院 赤井　昭彦 内、循 福井市松本2丁目4-16 0776-21-0061

いとう内科クリニック 伊藤　清吾 内、神内 福井市経田1丁目209 0776-27-5040

大滝外科胃腸科病院 大滝　達郎 内、消、胃、整外 福井市大願寺3丁目9-3 0776-27-0021 http://www.fukui-youi.com/

田中皮フ科医院 田中　友紀子 皮 福井市文京1丁目16-9 0776-22-6677

富永耳鼻咽喉科医院 富永　八千代 耳 福井市二の宮2丁目30-14 0776-21-9575

早川皮フ科形成外科医院 早川　幸紀 皮、形外 福井市大宮2丁目3-32 0776-22-2144

ふじい眼科クリニック 藤井　千雪 眼 福井市二の宮2丁目27-28 0776-23-2211 http://www15.ocn.ne.jp/~fujiieye/

松田小児科クリニック 松田　雅弘 小 福井市町屋2丁目9-21 0776-21-7215

安井医院 安井　多喜雄 内、循、小 福井市松本2丁目11-6 0776-22-3136

池上歯科医院 池上　慶昭 歯 福井市経田1丁目402 0776-27-0118

ヒロ歯科クリニック 吉田　裕朗 歯 福井市文京2丁目17-1 0776-25-4618

淺井歯科医院 淺井　友啓 歯、小歯
福井市大宮2丁目25番29号
クリエイションハウスC号

0776-29-1117 http://www.geocities.jp/dentalasai/index.html
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福井市　日之出地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

駅東整形外科病院 原　賢治 整外、リウ、リハ 福井市日之出2丁目12-2 0776-27-2500

加藤　初夫 産婦、内

服部　桂子 内

くろかわ医院 黒川　泰資 耳、アレ 福井市四ツ井2丁目1-6 0776-57-8770

斉木内科循環器科医院 斉木　茂樹 内、循、呼、胃 福井市城東2丁目8-11 0776-21-5000 http://www.myclinic.ne.jp/saiki/pc/

ドクター・ズー 清水　元茂 内、消、小外 福井市四ツ井1丁目22-22 0776-54-8833

山本医院 山本　雅之 内、循、皮 福井市志比口1丁目3-5 0776-54-5136

岩井歯科医院 岩井　充男 歯 福井市日之出2丁目15-16 0776-24-2600

岡田 正二郎 歯

長谷川 勝 歯

清水歯科医院 清水　俊弘 歯 福井市志比口3丁目1-5 0776-54-0550

藤田歯科医院 藤田　知巳 歯、小歯 福井市四ツ井2丁目9-18 0776-53-5006 http://nttbj.itp.ne.jp/0776535006/

みわ歯科クリニック 高井　三和 歯、小歯、歯口、矯歯 福井市志比口2丁目11-13　ハーツ志比口２F 0776-53-3845 http://www.miwa-dental.info/

http://www.katouhomecare.ecnet.jp/0776-53-0053福井市志比口1丁目10-28加藤内科・婦人科クリニック

http://www.myclinic.ne.jp/okadahasegaw0776-52-5300福井市日之出5丁目6-1オカダ歯科医院
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http://www.myclinic.ne.jp/saiki/pc/
http://nttbj.itp.ne.jp/0776535006/
http://www.miwa-dental.info/
http://www.katouhomecare.ecnet.jp/
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福井市　旭地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

大森　正弘 皮、婦

大森　廸 皮

坪川　俊仁 耳、アレ、気

坪川　操 耳

レディースクリニックつねざわ 経澤　弥 産婦 福井市手寄1丁目7-23駅東ビル４階-F 0776-30-5233

たきなみ歯科クリニック 瀧波　宏至 歯、小歯 福井市城東4-13-41 0776-26-0600 http://takinami-dc.com

松田歯科医院 松田　俊男 歯、歯口、矯歯、小歯 福井市勝見3丁目1-14 0776-25-0300 http://www.matsuda-dentalclinic.jp

医療法人　大森皮膚科医院 http://www.myclinic.ne.jp/omoriiin/pc/0776-21-2988福井市御幸2丁目5-25

0776-21-7373福井市御幸2丁目20-25坪川医院
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http://takinami-dc.com/
http://www.matsuda-dentalclinic.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/omoriiin/pc/


福井市　和田地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

大山クリニック 大山　伸幸 泌、内、人工透析 福井市西方2丁目19-3 0776-29-0080 http://oyamaclinic2015.wix.com/oyamaclinic

くわばら皮膚科クリニック 桑原　慎治 皮 福井市成和１丁目1902 0776-27-6000 http://www.ffg.co.jp/hifuka/

医療法人　齋藤眼科 齋藤　友護 眼 福井市御幸3丁目15-13 0776-23-2233 http://www.saitoganka.net/

佐藤内科医院 佐藤　博之 内、消、呼 福井市御幸3丁目2-1 0776-23-4014 http://www5.ocn.ne.jp/~owngoal/

嶋田病院 嶋田　修美 脳外、整外、外 福井市西方1丁目2-11 0776-21-8008 http://www.kenkoukai.or.jp/

清水整形外科クリニック 清水　宏和 整外 福井市和田中2丁目210 0776-28-6667

まつむら眼科クリニック 松村　孝司 眼 福井市上北野1丁目25-19 0776-53-8878 http://www.matsumura-ganka.net/

ささじま歯科医院 篠島　清修 歯 福井市成和1-3210　東部プラザ2Ｆ 0776-24-3368

中村　信太郎 歯、小歯、歯口

中村　朋子 歯、小歯、歯口

医療法人 御幸歯科クリニック 嶋田　潔 歯科、歯口、小歯 福井市御幸3丁目16番34号 0776-28-5280

森本歯科医院 森本　一良 歯 福井市和田2丁目710 0776-24-1838 http://implant291.com/morimoto/index.html/

http://www.nakamura-dc.net0776-21-6480福井市和田東2丁目1528なかむら歯科クリニック
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http://oyamaclinic2015.wix.com/oyamaclinic
http://www.ffg.co.jp/hifuka/
http://www.saitoganka.net/
http://www5.ocn.ne.jp/~owngoal/
http://www.kenkoukai.or.jp/
http://www.matsumura-ganka.net/
http://implant291.com/morimoto/index.html/


福井市　東安居地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

いわほり小児科医院 岩堀　博敏 小 福井市水越1丁目606 0776-35-3321

岡田整形外科クリニック 岡田　俊治 整外、リウ、リハ 福井市飯塚町9-110 0776-33-0888

ノムデンタルクリニック 野村　是孝 歯、小歯 福井市飯塚町30-23 0776-36-5454 http://www3.fctv.ne.jp/~nomuden/

福井市　円山地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

大森整形外科リウマチ科 大森　弘則 整外、リウ、リハ 福井市北四ツ居3丁目14-12 0776-57-5000 http://www.omori-seikei.or.jp

滝元耳鼻咽喉科医院 滝元　徹 耳、気、アレ 福井市大東1丁目1-43 0776-54-1133

はまなかクリニック 濵中 英樹 内、外 福井市南四ツ井1丁目10-11 0776-63-5550 http://hamanaka-cl.com

平谷こども発達クリニック 平谷　美智夫 小、精、アレ 福井市北四ツ居2丁目1409 0776-54-9600 http://www.hiratani-c.jp/

本多整形外科医院 本多　儀一 整外、リハ、リウ 福井市南四ﾂ居1丁目3-10 0776-53-5566 http://www13.ocn.ne.jp/~honda-cl/

三船　順一郎 内、循

三船　真二 内

安田小児科クリニック 安田　勲次 小児科 福井市南四ツ居1-6-29 0776-53-7222

丸田歯科 丸田　英洋 歯 福井市北四ツ居1丁目34-21 0776-52-5552

山田歯科医院 山田　哲弘 歯、小歯、矯歯 福井市北四ツ居1丁目8-23 0776-54-8008

http://www.mifunenaika.jp/0776-53-0110福井市北四ツ居1丁目2-10三船内科クリニック
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http://www3.fctv.ne.jp/~nomuden/
http://www.omori-seikei.or.jp/
http://hamanaka-cl.com/
http://www.hiratani-c.jp/
http://www13.ocn.ne.jp/~honda-cl/
http://www.mifunenaika.jp/


福井市　啓蒙地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

開発整形外科眼科 山内　茂樹 整外、リウ、リハ 福井市開発町24-15-1 0776-54-5588

門整形外科 門　知生 整外、リハ、リウ、内 福井市西開発1丁目2405 0776-53-1700

根上レディースクリニック 根上　晃 産婦、小 福井市西開発2丁目221 0776-52-6333 http://www.negami-clinic.jp/

はまだ内科クリニック 濵田　明 内 福井市開発1丁目203 0776-97-5820 http://hamadamedical.web.fc2.com/

福井愛育病院 春木　伸一 小児科 福井市新保2丁目301 0776-54-5757 http://www.fab.or.jp/

福井循環器病院 水野　清雄 内、呼、消、胃 福井市新保2丁目228 0776-54-5660 http://www.fcvc.or.jp/

ワイプラザ　うさみ歯科医院 宇佐美　英典 歯科
福井市新保町7-9-1

ワイプラザグルメ館内１階
0776-52-0118 http://usamisika.com/
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http://www.negami-clinic.jp/
http://hamadamedical.web.fc2.com/
http://www.fab.or.jp/
http://www.fcvc.or.jp/
http://usamisika.com/


福井市　西藤島地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

打波外科胃腸科婦人科 打波　六兵衛 外、内、肛 福井市文京7丁目10-2 0776-26-7171 http://www.uchinami.clinic-hp.com/

（医）　堀の宮整形外科 達山　勝龍 整外、リハ 福井市堀ノ宮1-123 0776-30-1000

福井市　社南地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

往診クリニックふくい 金森　一紀
内、呼内
（在宅医療）

福井市西谷2丁目2704-103 0776-36-1911 http://wwwoushin-fukui.com/

黒田クリニック 黒田　譲 内、胃、外、呼 福井市種池2丁目510 0776-34-8101 http://www.kuroda-h31125.dr-clinic.jp/

田中　美幸 眼

田中　義孝 整外、リウ、リハ

ふじもとこどもクリニック 藤本　巌 小 福井市渕2丁目903 0776-33-5533 http://website.infomity.net/c0000102/index.html

医療法人　三井皮膚科医院 三井　徹 皮 福井市江守中1丁目1002 0776-34-5710

栃木歯科医院 栃木　嗣郎 歯 福井市種池町1丁目24-3 0776-35-8200

たなか整形外科・眼科 福井市種池1丁目101 0776-35-9299

福井県立病院地域医療連携医（福井市） 〔Page 15/22〕 2016/7/4現在

http://www.uchinami.clinic-hp.com/
http://wwwoushin-fukui.com/
http://www.kuroda-h31125.dr-clinic.jp/


福井市　社北地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

梅田整形外科医院 梅田　真一郎 整外 福井市若杉4丁目801 0776-35-7210

坪川内科・循環器科医院 坪川　幸男 内、循、呼、胃 福井市若杉浜1丁目605 0776-35-6100

医療法人　永井歯科医院 永井　理 歯 福井市若杉1丁目3205 0778-47-3007 http://www.citydo.com/prf/fukui/guide/sg/310001275.html

医療法人　わかすぎ歯科クリニック 島田　雅胤 歯 福井市若杉4丁目813 0776-33-0003 http://www.wakasugi-shika.or.jp

福井市　中藤地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

あらい内科クリニック 新井　芳行 内、循、リハ 福井市高柳２丁目１３０１ 0776-54-8334

荒川整形外科医院 荒川　弥二郎 整外、リハ、リウ 福井市高木町51-8 0776-54-6681

かさまつファミリークリニック 笠松　明夫 内、アレ、呼 福井市高木中央３丁目８０１番地 0776-88-0088 http://www7a.biglobe.ne.jp/~kasamatsu-fc/index.htm

川見皮膚科クリニック 川見　健也 皮 福井市高柳３丁目３１０１ 0776-54-1112 http://kawamihifuka.com

高木北クリニック 河合　隆寛 循､呼、外、内､小 福井市高木北1丁目301 0776-53-8600

舟橋内科クリニック 黒田　ひとみ 内、消、循、小 福井市舟橋1丁目110 0776-54-6565

森川内科クリニック 森川　俊洋 内、胃、小 福井市高木北1丁目704 0776-53-7570

ひじりデンタルクリニック 中谷　昌聖 歯、歯口、小歯 福井市高木中央2-701 0776-63-5515 http://www.hijiri-dental.jp/

長内歯科クリニック 長内　哲生 歯口、歯、小歯 福井市高木北2丁目1105-5 0776-97-8148 http://www.osanai-dc.com
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http://www.citydo.com/prf/fukui/guide/sg/310001275.html
http://www.wakasugi-shika.or.jp/
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福井市　大安寺地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

医療法人福泉会　福井温泉病院 辻　哲雄 整外、内、リウ、リハ 福井市天菅生町7-1 0776-59-1311 http://www4.fctv.ne.jp/~tbt5565

平木　誠一 内、神内、循、リハ

三好　義光 内

福井市　麻生津地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

いわき医院 岩城　和男 整外、脳外、リハ、内 福井市三十八社町10-8 0776-38-2288

麻生津医院 高橋　充 内、外、呼内、小 福井市浅水二日町128-43 0776-38-3388

山村医院 山村　浩子 内 福井市三十八社町101-11 0776-38-5133

医療法人　橋本歯科医院 橋本　勝人 歯 福井市浅水三ヶ町5-27-2 0776-38-7100

http://www.otaki-hp.or.jp/rehab/0776-59-1126福井市南楢原町20字大畑2福井リハビリテーション病院
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http://www4.fctv.ne.jp/~tbt5565
http://www.otaki-hp.or.jp/rehab/


福井市　東藤島地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

笠原医院 笠原　智寿子 小、内 福井市大和田2丁目205番地 0776-53-2660 http://kasaharaclinic.sakura.ne.jp/

かさはら小児科 笠原　善仁 小、内 福井市大和田2丁目205番地 0776-53-2660 http://kasaharaclinic.sakura.ne.jp/

医療法人
コパ耳鼻咽喉科クリニック

玉木　優子 耳、アレ 福井市大和田2丁目1212 0776-57-2625

野村内科医院 野村　元積 内、小、消 福井市上中町36-8 0776-53-8568 http://www.myclinic.ne.jp/nomuraim/pc/index.html

本定医院 本定　晃 内、循、消、呼、小 福井市上中町52-2-4 0776-54-2321

安川　繁博 外、小

安川　ひろ美 外、消

安川　美也子 外

おおわだ歯科 味寺　孝治 歯科、歯口、小歯 福井市大和田2丁目1212　エルパ2F 0776-57-2621

福井市　鶉地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

堂下　幸一郎 整外

堂下　幸雄 整外

冨澤クリニック 冨澤　貞夫
内、循、呼、消、小、リ
ウ

福井市砂子坂町15-26 0776-83-0043

0776-83-1113福井市西中野町3-52-2堂下医院

http://www.yasukawa-hospital.jp/0776-52-2800福井市大和田2丁目108安川病院
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http://kasaharaclinic.sakura.ne.jp/
http://kasaharaclinic.sakura.ne.jp/
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福井市　棗地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

藤田医院 藤田　静 内、循、消 福井市小幡町3-26-1 0776-85-1020

福井市　森田地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

耳鼻咽喉科・アレルギー科
たなかクリニック

田中　信之 耳、アレ 福井市上森田1丁目403 0776-56-7733

畑内科 畑　晴夫 内、神内、呼 福井市森田新町15-36 0776-56-0210

はまだ歯科クリニック 濵田　邦裕 歯科、小歯、歯口 福井市八重巻町207 0776-56-4618

ヒガシダ歯科 東田　悟史 歯科 福井市八重巻中町20-7 0776-56-4747
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福井市　六条地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

大西　定司 内科(呼吸器）

加藤　浩司 内科(循環器）

高橋　秀宏
内科(糖尿病・高脂血
症）

竹越　忠美
内科(糖尿病・高脂血
症）

東田　元 内科(消化器）

羽場　利博 血液内科

古澤　修章 整形外科

前川　直美 内科(腎・透析）

山本　誠 内科(肝・胆・膵）

谷口医院 谷口　利尚 内、外、肛 福井市天王町20-41 0776-41-1013

http://www.fukui-kosei-hp.or.jp0776-41-3377福井市下六条町201番地福井厚生病院
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http://www.fukui-kosei-hp.or.jp/


福井市　明新地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

いど皮膚科クリニック 井戸　敏子 皮 福井市二の宮4丁目13-13 0776-27-5566

大橋整形外科医院 大橋　義一 整外 福井市二の宮3丁目38-20 0776-25-0099 http://www5.ocn.ne.jp/~oohashi/

ふなばし歯科クリニック 小笠原　祥子 歯科 福井市舟橋黒竜2丁目420 0776-27-1211 http://www.funabashi-dental.com/

多賀内科循環器科医院 多賀　邦章 内、循、呼 福井市二の宮4丁目2-6 0776-27-0888 http://www.myclinic.ne.jp/taga/pc/

南場小児科医院 南場　一郎 小 福井市新田塚町418 0776-21-7810

まきレディースクリニック 宇賀治　真紀 婦、内 福井市新田塚町101 0776-22-8989 http://makilc.web.fc2.com/

みさわクリニック 三澤　利博 内、心臓内科、循 福井市舟橋黒竜1丁目119 0776-97-8338 http://website.infomity.net/c8290000022/

むらきた内科 村北　肇 内、胃、消 福井市新田塚町720-1 0776-27-5001

上田歯科医院 上田　幸照
歯、小歯、口外、
インプラント

福井市灯明寺1丁目411 0776-25-1170 http://www.uedasika.com

医療法人
田中歯科クリニック

田中　肇 歯科、小歯、矯歯 福井市経田2丁目2-407 0776-29-2500 http://www.e-tanaka-dent.com

坪田歯科医院 坪田　和彦 歯 福井市二の宮5丁目14-27 0776-27-2080

遠矢　東誠 歯、小歯、歯口

遠矢　東雄 歯、小歯、歯口

福島泌尿器科医院 福島　克治 泌 福井市新田塚町408 0776-25-1213

三好歯科医院 三好　慶信 歯、矯歯 福井市二の宮4丁目23-5 0776-25-0101 http://www.doctor.ne.jp/miyoshi/

http://www.tohya-dc.com/0776-22-5772福井市二の宮5丁目6-13遠矢歯科医院
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福井市　日新地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

奥村整形外科クリニック 奥村　康弘 整外、リハ、リウ 福井市乾徳3丁目11-23 0776-28-1550 http://www.okumura-seikei.ecnet.jp

末松内科循環器科医院 末松　哲男 内、循、呼 福井市文京5丁目34-17 0776-28-1001

玉井デンタルクリニック 玉井　顕紀 歯 福井市乾徳4丁目4-7 仁愛ビル3F 0776-25-6221

福仁会病院 中川　博幾 精神 福井市文京5-10-1 0776-22-7133 htt://fukujinkai.com

村上内科医院 村上　健治 内 福井市文京6丁目25-27 0776-24-5125

福井市　美山地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

貴志医院 貴志　英生 内、心内、神 福井市市波町24-5 0776-96-4012

福井市　清水南地区

医療機関名
地域医療連携医

氏名
診療科目 医療機関所在地 電話番号 HP

清水診療所 今村　陽一 内、小、リハ 福井市大森町38－3 0776-98-3024

おおのや歯科医院 大野屋　雅寛 歯 福井市大森町37-11-4 0776-98-3518
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