
実施機関名 所在地 電話番号

赤井内科医院 福井県福井市松本2-4-16 0776-21-0061

秋田医院 福井県福井市大手1-3-1 0776-25-5510

あすわクリニック 福井県福井市下馬3-511 0776-34-3600

安土整形外科医院 福井県福井市中央2-7-19 0776-25-3545

麻生津医院 福井県福井市浅水二日町128-43 0776-38-3388

あらい内科クリニック 福井県福井市高柳2-1301　レインボービル5Ｆ 0776-54-8334

有塚医院 福井県福井市和田東2-1820 0776-24-6060

生田医院 福井県福井市西木田2-4-14 0776-36-2891

いとう内科クリニック 福井県福井市経田1-209 0776-27-5040

いなだクリニック 福井県福井市木田2-1613 0776-34-8111

岩井病院 福井県福井市日之出2-15-10 0776-24-0306

いわき医院 福井県福井市三十八社町10-8 0776-38-2288

岩佐内科外科クリニック 福井県福井市学園2-9-6 0776-28-0666

宇賀治医院 福井県福井市田原2-6-11 0776-23-2695

宇賀治整形外科医院 福井県福井市宝永1-35-12 0776-24-2108

打波外科胃腸科婦人科 福井県福井市文京7-10-2 0776-26-7171

梅田整形外科医院 福井県福井市若杉4-801 0776-35-7210

駅東整形外科 福井県福井市日之出2-12-2 0776-27-2500

大久保外科内科 福井県福井市西木田2-11-8 0776-36-6268

大橋整形外科医院 福井県福井市二の宮3-38-20 0776-25-0099

大滝クリニック 福井県福井市大願寺3-9-3 0776-27-0021

大滝病院 福井県福井市日光1-2-1 0776-23-3215

大森整形外科リウマチ科 福井県福井市北四ツ居3-14-12 0776-57-5000

大山クリニック 福井県福井市西方2-19-3 0776-29-0080

岡田整形外科クリニック 福井県福井市飯塚町9-110 0776-33-0888

おかもと内科クリニック 福井県福井市大島町柳212 0776-35-3331

奥村病院 福井県福井市板垣5-201 0776-33-1500

かさはら小児科 福井県福井市大和田2-205 0776-53-2660

笠松内科クリニック 福井県福井市下馬2-508 0776-33-1100

かさまつファミリークリニック 福井県福井市高木中央3-801 0776-88-0088

柏原脳神経クリニック 福井県福井市四ツ井1-7-20 0776-54-3455

門整形外科 福井県福井市西開発1-2405 0776-53-1700

加藤内科・婦人科クリニック 福井県福井市志比口1-10-28 0776-53-0053

加納医院 福井県福井市毛矢2-6-22 0776-35-2529

貴志医院 福井県福井市市波町24-5 0776-96-4012

久保田内科 福井県福井市大宮3-11-25 0776-26-1655

黒田クリニック 福井県福井市種池2-510 0776-34-8101

県民健康センター診療所 福井県福井市真栗町47-48 0776-98-8003

光陽生協クリニック 福井県福井市光陽3-9-23 0776-24-3310

斉木内科循環器科医院 福井県福井市城東2-8-11 0776-21-5000

佐藤内科医院 福井県福井市御幸3-2-1 0776-23-4014

佐部内科医院 福井県福井市田原2-18-10 0776-27-2255

嶋田病院 福井県福井市西方1-2-11 0776-21-8008

清水内科循環器医院 福井県福井市足羽2-1-22 0776-36-3322

末松内科循環器科医院 福井県福井市文京6-34-11 0776-28-1001

高木北クリニック 福井県福井市高木北1-301 0776-53-8600

たかさわ内科クリニック 福井県福井市春日町237-1 0776-35-0100

多賀内科循環器科医院 福井県福井市二の宮4-2-6 0776-27-0888
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高橋クリニック 福井県福井市文京3-24-12 0776-27-2320

竹内医院 福井県福井市花堂北2-12-28 0776-36-1035

たなか整形外科・眼科 福井県福井市種池1-101 0776-35-9299

田中内科クリニック 福井県福井市若杉4-512 0776-36-8855

田中病院 福井県福井市大手2-3-1 0776-22-8500

谷口医院 福井県福井市天王町20-41 0776-41-1013

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

たわらまち整形外科・内科クリニック 福井県福井市文京2-1-15 0776-22-2666

つくし野病院 福井県福井市川合鷲塚町49-6-1 0776-55-1800

辻医院 福井県福井市宝永1-9-13 0776-22-0597

つながるクリニック 福井県福井市二の宮2-25-8 0776-27-1550

坪川内科医院 福井県福井市若杉浜1-707 0776-35-6100

寺尾小児科医院 福井県福井市大宮3-26-10 0776-21-2121

得田内科医院 福井県福井市文京1-19-24 0776-27-2608

ドクター・ズー 福井県福井市四ツ井1-22-22 0776-54-8833

冨澤クリニック 福井県福井市砂子坂町15-26 0776-83-0043

冨永病院 福井県福井市西木田3-4-26 0776-36-1841

中永医院 福井県福井市順化1-18-17 0776-22-6437

丹尾医院 福井県福井市松本4-2-6 0776-22-2978

西浦医院 福井県福井市つくも2-5-4 0776-36-6682

野村内科医院 福井県福井市上中町36-8 0776-53-8568

畑内科 福井県福井市下森田新町501 0776-56-0210

英内科医院 福井県福井市大宮2-6-21 0776-22-1602

はまだ内科クリニック 福井県福井市開発1-203 0776-97-5820

はまなかクリニック 福井県福井市南四ツ居1-10-11 0776-63-5550

ヒデ齊藤クリニック 福井県福井市宝永4-3-9 0776-60-1212

ひらい内科消化器科 福井県福井市渕4-1813 0776-33-6881

平井内科クリニック 福井県福井市みのり3-21-5 0776-33-7808

平沢内科医院 福井県福井市花堂中2-25-10 0776-35-1422

ひらざわ内科ハートクリニック 福井県福井市西谷2-2113 0776-35-8822

福井温泉病院 福井県福井市天菅生町7-1 0776-59-1311

福井県労働衛生センター附属診療所 福井県福井市日光1-3-10 0776-25-2206

福井厚生病院 福井県福井市下六条町201 0776-41-7130

福井中央クリニック 福井県福井市松本4-5-10 0776-24-2410

福島泌尿器科医院 福井県福井市新田塚町408 0776-25-1213

福山医院 福井県福井市安原町1-11-1 0776-41-0027

藤田記念病院 福井県福井市宝永4-15-7 0776-21-1277

藤田医院 福井県福井市小幡町3-26-1 0776-85-1020

舟橋内科クリニック 福井県福井市舟橋1-110 0776-54-6565

文京内科クリニック 福井県福井市文京1-29-6 0776-27-0272

細川内科クリニック 福井県福井市花堂中2-2-7 0776-36-2200

本定医院 福井県福井市上中町52-2-4 0776-54-2321

本多整形外科医院 福井県福井市南四ツ居1-3-10 0776-53-5566

前川医院 福井県福井市東郷二ケ町29-25 0776-41-0113

まきレディースクリニック 福井県福井市新田塚町101 0776-22-8989

まつだ内科クリニック 福井県福井市町屋2-5-25 0776-21-6550

松原病院 福井県福井市文京2-9-1 0776-22-3717

三崎医院 福井県福井市左内町8-9 0776-35-0451

三﨑胃腸科クリニック 福井県福井市順化2-24-19 0776-24-1318

みさわクリニック 福井県福井市舟橋黒竜1-119 0776-97-8338

三船内科クリニック 福井県福井市北四ツ居1-2-10 0776-53-0110
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宮﨑整形外科医院 福井県福井市加茂河原3-8-6 0776-33-1111

宮地内科 福井県福井市花月2-9-3 0776-30-0011

村上内科医院 福井県福井市文京6-25-27 0776-24-5125

むらきた内科 福井県福井市新田塚町720-1 0776-27-5001

森川内科クリニック 福井県福井市高木北1-704 0776-53-7570

森川医院 福井県福井市下森田桜町6-6 0776-56-0053

やしろファミリークリニック 福井県福井市渕2-903 0776-33-5533

安井医院 福井県福井市松本2-11-6 0776-22-3136

安川病院 福井県福井市大和田2-108 0776-52-2800

やすとみ内科医院 福井県福井市大手3-7-1　繊協ビル2Ｆ 0776-22-6686

安原医院 福井県福井市東郷二ケ町36-26 0776-41-0018

山内整形外科 福井県福井市大宮4-13-18 0776-26-1160

山村医院 福井県福井市三十八社町101-11 0776-38-5133

山本医院 福井県福井市志比口1-3-5 0776-54-5136

吉田医院（順化） 福井県福井市順化1-8-1 0776-22-1233

吉田医院（照手） 福井県福井市照手1-13-3 0776-24-1230

吉村医院 福井県福井市北四ツ居2-18-31 0776-53-8880

わかば内科クリニック 福井県福井市二の宮2-30-14 0776-23-0884

伊藤医院 福井県吉田郡永平寺町松岡神明3-58 0776-61-0003

永平寺クリニック 福井県吉田郡永平寺町東古市13-16 0776-63-2112

永平寺町立在宅訪問診療所 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島38-45 0776-61-7500

坂の下クリニック 福井県吉田郡永平寺町松岡芝原2-108-1 0776-61-3636

嶋田医院 福井県吉田郡永平寺町山王21-15-5 0776-64-2151

多田医院 福井県吉田郡永平寺町竹原1-19 0776-64-2150

奥村医院 福井県あわら市春宮2-8-3 0776-73-0171

金津産婦人科クリニック 福井県あわら市市姫1-8-5 0776-73-3800

加納病院 福井県あわら市花乃杜1-2-39 0776-73-1001

木村病院 福井県あわら市北金津第57号25番地 0776-73-3323

坂井医院 福井県あわら市温泉5-1811 0776-77-3060

坂井内科クリニック 福井県あわら市中番17-18 0776-77-1070

汐見医院 福井県あわら市春宮3-8-2 0776-73-0040

柴田医院 福井県あわら市二面4-109 0776-78-6263

独立行政法人国立病院機構あわら病院 福井県あわら市北潟238-1 0776-79-1211

西岡医院 福井県あわら市温泉5-3 0776-77-2138

藤田医院 福井県あわら市中番12-1 0776-78-7133

伊藤クリニック 福井県坂井市丸岡町柳町29 0776-66-1251

大嶋医院 福井県坂井市三国町錦4-2-52 0776-82-6677

大野内科消化器科医院 福井県坂井市春江町東太郎丸23-2 0776-51-8170

春日レディスクリニック 福井県坂井市春江町江留上新町8 0776-51-6080

キムクリニック 福井県坂井市丸岡町一本田25-23-1 0776-67-3000

こしの医院 福井県坂井市三国町山岸69-36-3 0776-81-6655

つばさ内科クリニック 福井県坂井市丸岡町南横地4-46-1 0776-63-5232

ともだクリニック 福井県坂井市坂井町長畑25-3-5 0776-66-6161

中瀬整形外科医院 福井県坂井市丸岡町里丸岡1-40 0776-67-3777

西野医院 福井県坂井市三国町安島27-31 0776-82-1392

野村医院 福井県坂井市坂井町大味8-4-1 0776-72-1839

春江病院 福井県坂井市春江町針原第65号7番地 0776-51-1503

ヒガシ内科医院 福井県坂井市丸岡町西瓜屋16-3 0776-66-1054

福岡内科クリニック 福井県坂井市丸岡町栄1-203 0776-67-7111

藤井医院 福井県坂井市三国町南本町3-3-20 0776-82-1113

松井クリニック 福井県坂井市丸岡町荒町5番 0776-66-8380
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宮﨑病院 福井県坂井市三国町北本町2-2-6 0776-82-1002

向坂内科医院 福井県坂井市三国町錦4-1-12 0776-81-2255

鷲田医院 福井県坂井市三国町山王2-4-5 0776-82-1230

木下医院 福井県勝山市滝波町5-704 0779-87-3333

クリニカ・デ・ふかや 福井県勝山市元町1-9-45 0779-88-0011

独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山総合病院 福井県勝山市長山町2-6-21 0779-88-8166

芳野医院 福井県勝山市長山町1-3-1 0779-88-2005

阿部病院 福井県大野市元町8-6 0779-66-2230

大野市和泉診療所 福井県大野市朝日23-11 0779-78-2650

尾崎病院 福井県大野市明倫町11-2 0779-66-3067

高井医院 福井県大野市稲郷52-6-2 0779-64-1128

栃木産婦人科医院 福井県大野市春日92-6 0779-66-2502

弘川医院 福井県大野市陽明町2-101 0779-66-5110

廣瀬病院 福井県大野市城町10-1 0779-66-3510

松田医院 福井県大野市国時町1101 0779-65-7002

松田病院 福井県大野市要町1-13 0779-66-3238

薬袋クリニック 福井県大野市春日1-12-6 0779-65-6800

山川医院 福井県大野市伏石12-46 0779-67-1313

伊部病院 福井県丹生郡越前町内郡11-1 0778-34-0220

長田内科胃腸科医院 福井県丹生郡越前町江波50-76 0778-32-2774

越前町国民健康保険織田病院 福井県丹生郡越前町織田106-44-1 0778-36-1000

橘医院 福井県丹生郡越前町織田101-20 0778-36-0015

藤田医院 福井県丹生郡越前町西田中16-1 0778-34-0044

両林医院 福井県丹生郡越前町新保12-15 0778-37-0005

一乗医院 福井県鯖江市河和田町28-1-1 0778-65-0052

カマカズ医院 福井県鯖江市日の出町5-4 0778-51-0207

木水医院 福井県鯖江市旭町1-9-1 0778-51-7557

木村病院 福井県鯖江市旭町4-4-9 0778-51-0478

きむら内科医院 福井県鯖江市中野町257-3-7 0778-54-0707

くぼたクリニック 福井県鯖江市糺町30-2-1 0778-53-2511

公立丹南病院 福井県鯖江市三六町1-2-31 0778-51-2260

今野内科 福井県鯖江市幸町1-2-12 0778-51-1018

斎藤医院 福井県鯖江市本町3-1-25 0778-51-0073

斎藤病院 福井県鯖江市中野町6-1-1 0778-51-0593

品川クリニック 福井県鯖江市中野町56-1-1 0778-51-0011

高野病院 福井県鯖江市本町2-3-10 0778-51-0845

高野医院 福井県鯖江市河和田町20-4-1 0778-65-0236

たかはし医院 福井県鯖江市小黒町3-11-28 0778-54-0550

高村病院 福井県鯖江市幸町1-2-2 0778-51-2030

谷川内科クリニック 福井県鯖江市本町4-3-14 0778-51-4132

津田クリニック 福井県鯖江市平井町43-1-3 0778-62-0222

土屋医院 福井県鯖江市旭町3-6-2 0778-51-2100

ともだち診療所 福井県鯖江市石田上町23-14 0778-51-4895

野尻内科胃腸科医院 福井県鯖江市鳥羽2-4-16 0778-51-1460

馬場医院 福井県鯖江市杉本町16-1-3 0778-51-1677

はやしクリニック 福井県鯖江市水落町2-26-28 0778-25-1884

広瀬病院 福井県鯖江市旭町1-2-8 0778-51-3030

藤田胃腸科・内科・外科医院 福井県鯖江市水落町4-16-24 0778-52-5200

丸山内科循環器科医院 福井県鯖江市上鯖江2-9-5 0778-29-0008

山岸医院 福井県鯖江市戸口町15-13-4 0778-65-1084

国民健康保険　池田町診療所 福井県今立郡池田町薮田5-3-1 0778-44-6021
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平井医院 福井県今立郡池田町谷口5-12-1 0778-44-6057

相木病院 福井県越前市中央2-9-40 0778-22-1607

池端病院 福井県越前市今宿町8-1 0778-23-0150

今立中央病院 福井県越前市粟田部町33-1 0778-42-1800

岩堀メディカルオフィス 福井県越前市神明町4-12 0778-22-0385

越前外科内科医院 福井県越前市北府2-12-13 0778-22-1100

笠原病院 福井県越前市塚町214 0778-23-1155

加藤医院 福井県越前市北町30-4 0778-22-2334

こうの内科耳鼻咽喉科 福井県越前市芝原5-11-1 0778-21-2113

斎藤医院 福井県越前市北府3-5-1 0778-22-0234

越前市国民健康保険　坂口診療所 福井県越前市湯谷町24-18-1 0778-22-0103（関医院内）

佐々木医院 福井県越前市粟田部町29-33 0778-42-0002

さとういきいきクリニック 福井県越前市府中1-4-20 0778-21-0310

サンライフクリニック 福井県越前市蓬莱町6-24 0778-22-8835

しみずクリニック 福井県越前市国高1-3-12 0778-21-0101

関医院 福井県越前市京町3-1-33 0778-22-0103

たけふクリニック 福井県越前市村国3-1-12 0778-29-1212

つがわ内科クリニック 福井県越前市岩本町2-104 0778-42-3811

月岡医院 福井県越前市本多1-10-18 0778-23-0220

土川整形外科医院 福井県越前市常久町8-1 0778-22-5280

東武内科外科クリニック 福井県越前市横市町6-3 0778-21-1155

中村病院 福井県越前市天王町4-28 0778-22-0618

野尻医院 福井県越前市平出1-12-37 0778-22-5108

萩原医院 福井県越前市宮谷町36-10 0778-27-1228

林病院 福井県越前市府中1-3-5 0778-21-1280

はやし内科外科 福井県越前市若竹町7-5 0778-21-0111

ひらい医院 福井県越前市新町8-1-11 0778-25-4118

平井眼科内科クリニック 福井県越前市芝原4-10-28 0778-21-3755

福田胃腸科外科 福井県越前市高瀬1-33-8 0778-22-8855

藤井医院 福井県越前市文京1-6-28 0778-23-3211

マルカ整形外科内科 福井県越前市吾妻町2-8 0778-22-1317

ありが医院 福井県南条郡南越前町湯尾30-19-1 0778-45-2950

加藤医院 福井県南条郡南越前町東大道25-27 0778-47-3233

花岡医院 福井県南条郡南越前町西大道18-22 0778-47-2236

南越前町国民健康保険 今庄診療所 福井県南条郡南越前町今庄84-24-1 0778-45-0030

山本内科医院 福井県南条郡南越前町東大道３２－１ 0778-47-3070

加藤胃腸科医院 福井県敦賀市新松島町10番5号 0770-25-6888

川上医院 福井県敦賀市松原町1-39 0770-22-0977

くまがい内科クリニック 福井県敦賀市中央町1-17-24 0770-21-2501

国立病院機構敦賀医療センター 福井県敦賀市桜ヶ丘町33番1号 0770-25-1600

こもれび診療所 福井県敦賀市莇生野95-2-1 0770-47-5725

産科・婦人科井上クリニック 福井県敦賀市木崎49-24-1 0770-21-4103

市立敦賀病院 福井県敦賀市三島町1-6-60 0770-22-3611

せきクリニック 福井県敦賀市御名53-14-6 0770-21-2000

竹内内科クリニック 福井県敦賀市砂流40-2-4 0770-36-4840

敦賀温泉病院 福井県敦賀市吉河41-1-5 0770-23-8210

敦賀市国民健康保険疋田診療所 福井県敦賀市疋田11-9-1 0770-27-1106

中村医院 福井県敦賀市相生町12-15 0770-22-0570

はせペインクリニック 福井県敦賀市中央町1-13-30 0770-25-1370

はやし内科胃腸科医院 福井県敦賀市金山76-2-2 0770-22-8055

明峰クリニック 福井県敦賀市津内町3-6-38 0770-23-3031
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船井医院 福井県敦賀市中央町1-2-1 0770-23-0025

和久野医院 福井県敦賀市和久野29-19 0770-22-3080

関根クリニック 福井県三方郡美浜町興道寺8-37 0770-32-2200

美浜町東部診療所 福井県三方郡美浜町山上1-8-1 0770-37-2911

加藤医院 福井県三方上中郡若狭町鳥浜25-75 0770-45-0048

関根医院 福井県三方上中郡若狭町北前川48-15 0770-45-0022

千葉医院 福井県三方上中郡若狭町井ノ口29-28-1 0770-62-2000

とむらクリニック 福井県三方上中郡若狭町井崎57-4-1 0770-45-3022

若狭町国民健康保険上中診療所 福井県三方上中郡若狭町市場19-5 0770-62-1188

いちせクリニック 福井県小浜市南川町1-30 0770-53-2415

木村医院 福井県小浜市四谷町4-30 0770-53-1260

しんたにクリニック 福井県小浜市駅前町6-37 0770-64-5321

杉田玄白記念公立小浜病院 福井県小浜市大手町2-2 0770-52-0990

田中病院 福井県小浜市遠敷10-601-1 0770-56-5353

中山クリニック 福井県小浜市多田2-2-1 0770-56-5588

にしお内科クリニック 福井県小浜市南川町12-8 0770-53-2407

本馬医院 福井県小浜市水取1-6-9 0770-52-2233

おおい町保健・医療・福祉総合施設診療所 福井県大飯郡おおい町本郷第92号51-1 0770-77-2753

おおい町国民健康保険　名田庄診療所 福井県大飯郡おおい町名田庄下6-1 0770-67-3037

堀口医院 福井県大飯郡おおい町本郷136字西下園26-1 0770-77-3355

独立行政法人地域医療機能推進機構 若狭高浜病院 福井県大飯郡高浜町宮崎87-14-2 0770-72-1703

一般社団法人福井市医師会
住民健診センター 福井県福井市大願寺3－4－10  0776- 22-8467

福井県厚生農業協同組合連合会 福井県福井市大手3-2-18 0776- 27-8290

公益財団法人
福井県予防医学協会 福井県福井市和田2-1006  0776- 23-4810
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