
医療機関名 郵便番号 市町 住所 電話番号 子宮頸がん

青山クリニック 910-0004 福井市 宝永1-38-15 0776-25-7080 ○
麻生津医院 918-8182 福井市 浅水二日町128-43 0776-38-3388 ○
生田医院 918-8004 福井市 西木田2丁目4-14 0776-36-2891 ○
いとう内科クリニック 910-0011 福井市 経田1丁目209 0776-27-5040 ○
いなだクリニック 918-8105 福井市 木田2丁目1613 0776-34-8111 ○
岩井病院 910-0859 福井市 日之出2丁目15-10 0776-24-0306 ○
いわほり小児科医院 918-8065 福井市 水越1丁目606 0776-35-3321 ○
宇賀治医院 910-0018 福井市 田原2-6-11 0776-23-2695 ○
打波外科胃腸科婦人科 910-0017 福井市 文京7丁目10-2 0776-26-7171 ○
Ｍクリニック 910-0125 福井市 石盛1-1816 0776-56-4656 ○
往診クリニックふくい 918-8023 福井市 西谷2丁目2704ｴｽﾊﾟﾝﾄﾞﾙ103号 0776-36-1811 ○
大久保外科内科医院 918-8004 福井市 西木田2丁目11-8 0776-36-6268 ○
大滝東クリニック 910-0029 福井市 日光1丁目1-1 0776-26-2330 ○
大滝病院 910-0029 福井市 日光1丁目2-1 0776-23-3215 ○
大山クリニック 910-0855 福井市 西方2丁目19-3 0776-29-0080 ○
オレンジホームケアクリニック 910-0018 福井市 田原1丁目2-20 0776-21-3333 ○
かさはら小児科 910-0836 福井市 大和田2丁目205 0776-53-2660 ○
笠松内科クリニック 918-8112 福井市 下馬2-508 0776-33-1100 ○
加藤内科・婦人科クリニック 910-0845 福井市 志比口1-10-28 0776-53-0053 ○
きむら耳鼻咽喉科 918-8055 福井市 若杉4丁目609 0776-36-3387 ○
こころとからだクリニック福井 910-0067 福井市 新田塚町2-32-16 0776-21-0556 ○
コモ小児診療所 918-8105 福井市 木田3丁目910 0776-33-7360 ○
さいかわ泌尿器科クリニック 910-0006 福井市 中央2丁目1-35 0776-23-8348 ○
斉木内科循環器科医院 910-0853 福井市 城東2丁目8-11 0776-21-5000 ○
すこやか内科クリニック 910-0017 福井市 文京6丁目25-27 0776-24-5125 ○
育ちのクリニック津田 918-8016 福井市 江端町6-48 0776-97-6119 ○
高木北クリニック 910-0807 福井市 高木北1丁目301 0776-53-8600 ○
たかさわ内科クリニック 918-8107 福井市 春日町237-1 0776-35-0100 ○
多賀内科循環器科医院 910-0015 福井市 二の宮4丁目2-6 0776-27-0888 ○
高橋クリニック 910-0017 福井市 文京3丁目24-12 0776-27-2320 ○
谷口医院 918-8136 福井市 天王町20-41 0776-41-1013 ○
つくし野病院 910-0102 福井市 川合鷲塚町49-6-1 0776-55-1800 ○
つながるクリニック 910-0015 福井市 二の宮2丁目25-8 0776-27-1550 ○
寺尾小児科医院 910-0016 福井市 大宮3丁目26-10 0776-21-2121 ○
中永医院 910-0023 福井市 順化1丁目18-17 0776-22-6437 ○
南場小児科医院 910-0064 福井市 新田塚町418 0776-21-7810 ○
丹尾医院 910-0003 福井市 松本4丁目2-6 0776-22-2978 ○
野村内科医院 910-0826 福井市 上中町追分36-8 0776-53-8568 ○
畑内科 910-0143 福井市 下森田新町501 0776-56-0210 ○
はまだ内科クリニック 910-0842 福井市 開発1-203 0776-97-5820 ○
はまなかクリニック 918-8204 福井市 南四ツ居1-10-11 0776-63-5550 ○
林小児科クリニック 918-8023 福井市 西谷1-1212 0776-36-8843 ○
平井産婦人科医院 910-0019 福井市 春山2丁目24-9 0776-22-6733 ○
平井内科クリニック 918-8005 福井市 みのり3丁目21-5 0776-33-7808 ○
平谷こども発達クリニック 918-8205 福井市 北四ッ居2丁目1409 0776-54-9600 ○
福井愛育病院 910-0833 福井市 新保2丁目301 0776-54-5757 ○
福井県済生会病院 918-8503 福井市 和田中町舟橋7-1 0776-23-1111 ○
福井県立病院 910-8526 福井市 四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151 ○
福井厚生病院 918-8537 福井市 下六条町201 0776-41-3377 ○
福井循環器病院 910-0833 福井市 新保2丁目228番地 0776-54-5660 ○
福井赤十字病院 918-8501 福井市 月見2丁目4-1 0776-36-3630 ○
福井総合クリニック 910-0067 福井市 新田塚1丁目42-1 0776-21-1300 ○
福井中央クリニック 910-0003 福井市 松本4丁目5-10 0776-24-2410 ○
ふくのレディースクリニック 910-0842 福井市 開発5-606 0776-52-3600 ○
ふくはら小児科 918-8116 福井市 大町2丁目601 0776-35-1200 ○
福山医院 910-2167 福井市 安原町1-11-1 0776-41-0027 ○
ふじさわ小児科医院 918-8235 福井市 和田中町110-20 0776-24-1310 ○
舟橋内科クリニック 910-0808 福井市 舟橋1-110 0776-54-6565 ○
文京内科クリニック 910-0017 福井市 文京1-29-6 0776-27-0272 ○
ホーカベレディースクリニック 918-8002 福井市 左内町10-11 0776-36-0665 ○
細川内科クリニック 918-8014 福井市 花堂中2-2-7 0776-36-3200 ○
ほり小児科クリニック 910-0837 福井市 高柳3丁目3201 0776-60-0101 ○
まきレディースクリニック 910-0064 福井市 新田塚町101 0776-22-8989 ○
松田小児科クリニック 910-0002 福井市 町屋2丁目9-21 0776-21-7215 ○
三崎医院 918-8002 福井市 左内町8-9 0776-35-0451 ○
三﨑胃腸科クリニック 910-0023 福井市 順化2丁目24-19 0776-24-1318 ○
みさわクリニック 910-0069 福井市 舟橋黒竜1-119 0776-97-8338 ○
三船内科クリニック 918-8205 福井市 北四ツ居3丁目3-16 0776-53-0110 ○
宮地内科 910-0022 福井市 花月2-9-3 0776-30-0011 ○
森川医院 910-0146 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 918-8026 福井市 渕2丁目903 0776-33-5533 ○
安井医院 910-0003 福井市 松本2丁目11-6 0776-22-3136 ○
安川病院 910-0836 福井市 大和田2-108 0776-52-2800 ○
安原医院 910-2165 福井市 東郷二ヶ町36-26 0776-41-0018 ○
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山村医院 918-8176 福井市 三十八社町101-11 0776-38-5133 ○
山本医院 910-0845 福井市 志比口1丁目3-5 0776-54-5136 ○
吉田医院（順化） 910-0023 福井市 順化1丁目8-1 0776-22-1233 ○
伊藤医院 910-1117 永平寺町 松岡神明3丁目58 0776-61-0003 ○
永平寺クリニック 910-1212 永平寺町 東古市13-16 0776-63-2112 ○
永平寺町立在宅訪問診療所 910-1142 永平寺町 松岡兼定島38-45 0776-61-7500 ○
坂の下クリニック 910-1134 永平寺町 松岡芝原2丁目108-1 0776-61-3636 ○

多田医院 910-1305 永平寺町 竹原1-19 0776-64-2150 ○
奥村医院 919-0632 あわら市 春宮2丁目8-3 0776-73-0171 ○
金津産婦人科クリニック 919-0621 あわら市 市姫1丁目8-5 0776-73-3800 ○
加納病院 919-0633 あわら市 花乃杜1丁目2-39 0776-73-1001 ○
坂井内科クリニック 910-4136 あわら市 中番17-18 0776-77-1070 ○
汐見医院 919-0632 あわら市 春宮3-8-2 0776-73-0040 ○
西岡医院 910-4104 あわら市 温泉5-3 0776-77-2138 ○
藤田医院 910-4137 あわら市 中番12-1 0776-78-7133 ○
岩井病院附属坂井診療所 919-0521 坂井市 坂井町下新庄2-7-2 0776-67-0801 ○
大野内科消化器科医院 919-0475 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 919-0465 坂井市 春江町江留上新町8 0776-51-6080 ○
キムクリニック 910-0254 坂井市 丸岡町一本田25-23-1 0776-67-3000 ○
キンダークリニックきかわ小児科 919-0413 坂井市 春江町随応寺中央303 0776-58-0033 ○
こしの医院 913-0032 坂井市 三国町山岸69-36-3 0776-81-6655 ○
坂井市立三国病院 913-8611 坂井市 三国町中央1丁目2-34 0776-82-0480 ○
つちだ小児科 910-0372 坂井市 丸岡町吉政11-10-2 0776-67-8306 ○
ともだクリニック 919-0511 坂井市 坂井町長畑25-3-5 0776-66-6161 ○
西野医院 913-0064 坂井市 三国町安島27-31 0776-82-1392 ○
春江病院 919-0476 坂井市 春江町針原65-7 0776-51-0029 ○
ヒガシ内科医院 910-0246 坂井市 丸岡町西瓜屋16-3 0776-66-1054 ○
藤井医院 913-0045 坂井市 三国町南本町3丁目3-20 0776-82-1113 ○
まつもと耳鼻咽喉科クリニック 913-0016 坂井市 三国町三国東5丁目2-3 0776-81-8733 ○
宮﨑病院 913-0046 坂井市 三国町北本町2丁目2-6 0776-82-1002 ○
向坂内科医院 913-0043 坂井市 三国町錦4丁目1-12 0776-81-2255 ○
河北小児科医院 911-0811 勝山市 片瀬1丁目112-8 0779-88-1234 ○
クリニカ・デ・ふかや 911-0804 勝山市 元町1丁目9-45 0779-88-0011 ○
福井勝山総合病院 911-8558 勝山市 長山町2丁目6-21 0779-88-0350 ○
芳野医院 911-0031 勝山市 長山町1丁目3-1 0779-88-2005 ○
わかばやしこども内科クリニック 911-0812 勝山市 猪野19 0779-88-2415 ○
大野市和泉診療所 912-0205 大野市 朝日23-11 0779-78-2650 ○
栃木産婦人科医院 912-0053 大野市 春日92-6 0779-66-2502 ○
松田医院 912-0043 大野市 国時町1101 0779-65-7002 ○
山川医院 912-0149 大野市 伏石12-46 0779-67-1313 ○
伊部病院 916-0147 越前町 内郡11-1 0778-34-0220 ○
越前町国民健康保険織田病院 916-0215 越前町 織田106字44-1 0778-36-1000 ○
橘医院 916-0215 越前町 織田101-20 0778-36-0015 ○
藤田医院 916-0141 越前町 西田中16-1 0778-34-0044 ○
池田町診療所 910-2511 池田町 藪田5-3-1 0778-44-6021 ○
平井醫院（池田町） 910-2503 池田町 谷口5-12-1 0778-44-6057 ○
加藤産婦人科 916-0022 鯖江市 水落町1丁目4-21 0778-51-1285 ○
川口小児科医院 916-0027 鯖江市 桜町2丁目8-22 0778-51-0025 ○
公立丹南病院 916-8515 鯖江市 三六町1丁目2-31 0778-51-2260 ○
斎藤病院 916-0033 鯖江市 中野町6-1-1 0778-51-0593 ○
高野医院 916-1222 鯖江市 河和田町20-4-1 0778-65-0236 ○
たかはし医院 916-0028 鯖江市 小黒町3丁目11番28号 0778-54-0550 ○
津田クリニック 916-0061 鯖江市 平井町43-1-3 0778-62-0222 ○
土屋医院 916-0025 鯖江市 旭町3丁目6番2号 0778-51-2100 ○
ともだち診療所 916-0083 鯖江市 石田上町23-14 0778-51-4895 ○
野尻内科胃腸科医院 916-0013 鯖江市 鳥羽2丁目4-16 0778-51-1460 ○
広瀬病院 916-0025 鯖江市 旭町1丁目2-8 0778-51-3030 ○
藤田胃腸科･内科･外科医院 916-0022 鯖江市 水落町4丁目16-24 0778-52-5200 ○
柳沢医院 916-0021 鯖江市 三六町1丁目2-50 0778-52-6100 ○
山岸医院 916-1113 鯖江市 戸口町15-13-4 0778-65-1084 ○
相木病院 915-0814 越前市 中央2丁目9-40 0778-22-1607 ○
池端病院 915-0861 越前市 今宿町8-1 0778-23-0150 ○
今立中央病院 915-0242 越前市 粟田部町33-1 0778-42-1800 ○
岩堀メディカルオフィス 915-0066 越前市 神明町4-12 0778-22-0385 ○
坂口診療所 915-1225 越前市 湯谷町24-18-1 0778-22-0103 ○
加藤医院 915-0004 越前市 北町30-4 0778-22-2334 ○
きむら小児科 915-0096 越前市 瓜生町29-1-12 0778-25-0020 ○
斎藤医院 915-0802 越前市 北府3-5-1 0778-22-0234 ○
佐々木医院 915-0242 越前市 粟田部町29-33 0778-42-0002 ○
さとういきいきクリニック 915-0071 越前市 府中1-4-20 0778-21-0310 ○
関医院 915-0813 越前市 京町3丁目1-33 0778-22-0103 ○
地域医療クリニック丹南 915-0071 越前市 府中1-2-3 0778-23-0015 ○
つがわ内科クリニック 915-0233 越前市 岩本町2-104 0778-42-3811 ○
月岡医院 915-0811 越前市 本多1-10-18 0778-23-0220 ○
土川整形外科 915-0842 越前市 常久町8-1 0778-22-5280 ○
中村病院 915-0068 越前市 天王町4-28 0778-22-0618 ○
はしもと小児科クリニック 915-0051 越前市 帆山町10字桜馬場5-1 0778-23-8080 ○
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林医院 915-0264 越前市 野岡町21-3 0778-42-0641 ○
はやし内科外科 915-0063 越前市 若竹町7-5 0778-21-0111 ○
林病院 915-8511 越前市 府中1丁目3-5 0778-22-0336 ○
ひらい医院 915-0883 越前市 新町8-1-11 0778-25-4118 ○
平井眼科内科クリニック 915-0805 越前市 芝原4-10-28 0778-21-3755 ○
ありが医院 919-0101 南越前町 湯尾30字州田19-1 0778-45-2950 ○
今庄診療所 919-0131 南越前町 今庄84-24-1 0778-45-0030 ○
加藤医院（南条） 919-0223 南越前町 東大道25-27 0778-47-3233 ○
あんどう小児科 914-0823 敦賀市 沓見140-2-1 0770-24-5880 ○
加藤胃腸科医院 914-0803 敦賀市 新松島町10-5 0770-25-6888 ○
くまがい内科クリニック 914-0811 敦賀市 中央町１丁目17-24 0770-21-2501 ○
国立病院機構敦賀医療センター 914-0195 敦賀市 桜ヶ丘町33-1 0770-25-1600 ○
産科・婦人科井上クリニック 914-0814 敦賀市 木崎49-24-1 0770-21-4103 ○
市立敦賀病院 914-8502 敦賀市 三島町1丁目6-60 0770-22-3611 ○
みやがわクリニック 914-0121 敦賀市 野神43-1-2 0770-20-1700 ○
明峰クリニック 914-0056 敦賀市 津内町3丁目6-38 0770-23-3031 ○
関根クリニック 919-1142 美浜町 興道寺8-37 0770-32-2200 ○
美浜町東部診療所 919-1207 美浜町 山上1-8-1 0770-37-2911 ○
おおい町名田庄診療所 917-0383 おおい町 名田庄下6-1 0770-67-3037 ○
おおい町保健･医療･福祉総合施設診療所 919-2111 おおい町 本郷92-51-1 0770-77-2753 ○
堀口医院 919-2111 おおい町 本郷136字西下園26-1 0770-77-3355 ○
いちせクリニック 917-0075 小浜市 南川町1-30 0770-53-2415 ○
しんたにクリニック 917-0077 小浜市 駅前町6-37 0770-64-5321 ○
杉田玄白記念　公立小浜病院 917-8567 小浜市 大手町2－2 0770-52-0990 ○
中山クリニック 917-0026 小浜市 多田2-2-1 0770-56-5588 ○
高浜町国民健康保険和田診療所 919-2201 高浜町 和田117-68 0770-72-6136 ○
千葉医院 919-1542 若狭町 井ノ口29-28-1 0770-62-2000 ○
三方診療所 919-1313 若狭町 横渡1-4-1 0770-45-0714 ○
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