
福井赤十字病院開放型病床登録医一覧表(医科） 2020年11月19日現在（医科：346名、歯科60名、計406名）

番号
所属
医師会

申請者 医療機関名 ﾌﾘｶﾞﾅ 〒 住所

1 福井市 赤井　昭彦 赤井内科医院 ｱｶｲ　ｱｷﾋｺ 910-0003 福井県福井市松本2-4-16

2 福井市 秋田　裕一 秋田医院 ｱｷﾀ　ﾕｳｲﾁ 910-0005 福井県福井市大手1-3-1

3 福井市 朝戸　信行 福井静脈瘤クリニック ｱｻﾄ　ﾉﾌﾞﾕｷ 910-0006 福井県福井市中央1丁目3-3 KIビル3階

4 福井市 安土　忠義 安土整形外科医院 ｱﾂﾞﾁ　ﾀﾀﾞﾖｼ 910-0006 福井県福井市中央2-7-19

5 福井市 安土　美紀 安土整形外科医院 ｱﾂﾞﾁ　ﾐｷ 910-0006 福井県福井市中央2-7-19

6 福井市 天津　亨 光陽生協病院 ｱﾏﾂ　ﾄｵﾙ 910-0026 福井県福井市光陽3-10-24

7 福井市 新井　芳行 あらい内科クリニック ｱﾗｲ　ﾖｼﾕｷ 910-0837 福井県福井市高柳2丁目1301

8 福井市 荒川　仁 荒川整形外科医院 ｱﾗｶﾜ　ﾋﾄｼ 910-0806 福井県福井市高木町51-8

9 福井市 荒川　弥二郎 荒川整形外科医院 ｱﾗｶﾜ　ﾔｼﾞﾛｳ 910-0806 福井県福井市高木町51-8

10 福井市 有塚　敦史 有塚医院 ｱﾘﾂｶ　ｱﾂｼ 918-8237 福井市和田東2-1820

11 福井市 粟田　浩史 坂の下クリニック ｱﾜﾀ　ﾋﾛﾌﾐ 910-1134 福井県吉田郡永平寺町松岡芝原2-108-1

12 福井市 生田　敬定 生田医院 ｲｸﾀ　ﾉﾘｻﾀﾞ 918-8004 福井県福井市西木田2-4-14

13 福井市 石黒　信彦 たわらまち整形外科・内科クリニック ｲｼｸﾞﾛ　ﾉﾌﾞﾋｺ 910-0017 福井県福井市文京2-1-15

14 福井市 石黒　基 たわらまち整形外科・内科クリニック ｲｼｸﾞﾛ　ﾓﾄｲ 910-0017 福井県福井市文京2-1-15

15 福井市 石黒　英世 石黒耳鼻咽喉科医院 ｲｼｸﾞﾛ　ﾋﾃﾞﾖ 910-0005 福井県福井市大手2-15-15

16 福井市 石黒　裕之 石黒眼科クリニック ｲｼｸﾞﾛ　ﾋﾛﾕｷ 910-0015 福井市二の宮4丁目9-28

17 福井市 伊藤　清吾 いとう内科クリニック ｲﾄｳ　ｾｲｺﾞ 910-0011 福井県福井市経田1-209

18 福井市 伊藤　寛 伊藤医院 ｲﾄｳ　ﾋﾛｼ 910-1117 福井県吉田郡永平寺町松岡神明3-58

19 福井市 稲田　章夫 いなだクリニック ｲﾅﾀﾞ　ｱｷｵ 918-8105 福井県福井市木田2-1613

20 福井市 井本　浩二 井本耳鼻咽喉科医院 ｲﾓﾄ　ｺｳｼﾞ 910-0017 福井県福井市文京6-17-25

21 福井市 今村　陽一 清水診療所 ｲﾏﾑﾗ　ﾖｳｲﾁ 910-3634 福井県福井市大森町38-3

22 福井市 岩井　法彦 岩井病院 ｲﾜｲ　ﾉﾘﾋｺ 910-0859 福井県福井市日之出2-15-10

23 福井市 岩井　晃男 岩井病院 ｲﾜｲ　ｱｷｵ 910-0859 福井県福井市日之出2-15-10

24 福井市 岩城　和男 いわき医院 ｲﾜｷ　ｶｽﾞｵ 918-8176 福井県福井市三十八社町10-8

25 福井市 岩佐　和典 岩佐内科外科クリニック ｲﾜｻ　ｶｽﾞﾉﾘ 910-0028 福井県福井市学園2-9-6

26 福井市 岩堀　博敏 いわほり小児科医院 ｲﾜﾎﾘ　ﾋﾛﾄｼ 918-8065 福井市水越1-606

27 福井市 宇賀治　陽一 宇賀治医院(田原) ｳｶﾞｼﾞ　ﾖｳｲﾁ 910-0018 福井県福井市田原２－６－１１

28 福井市 打波　郁子 打波外科胃腸科婦人科 ｳﾁﾅﾐ　ｲｸｺ 910-0017 福井県福井市文京7-10-2

29 福井市 打波　大 打波外科胃腸科婦人科 ｳﾁﾅﾐ　ﾏｻﾙ 910-0017 福井県福井市文京7-10-2

30 福井市 打波　六兵衛 打波外科胃腸科婦人科 ｳﾁﾅﾐ　ﾛｸﾍﾞｴ 910-0017 福井県福井市文京7-10-2

31 福井市 宇野　良二 耳鼻咽喉科宇野医院 ｳﾉ　ﾘｮｳｼﾞ 910-0019 福井県福井市春山1-8-25

32 福井市 梅田　真一郎 梅田整形外科医院 ｳﾒﾀﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 918-8055 福井県福井市若杉4-801

33 福井市 笈田　耕治 福井中央クリニック ｵｲﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 910-0003 福井県福井市松本4-5-10

34 福井市 大滝　達郎 大滝クリニック ｵｵﾀｷ　ﾀﾂｵ 910-0001 福井県福井市大願寺3-9-3

35 福井市 大瀧　哲朗 福井リハビリテーション病院 ｵｵﾀｷ　ﾃﾂｵ 910-0046 福井県福井市南楢原町20字大畑2

36 福井市 大瀧　憲夫 大滝病院 ｵｵﾀｷ　ﾉﾘｵ 910-0029 福井県福井市日光1-2-1

37 福井市 大滝　美恵 大滝病院 ｵｵﾀｷ　ﾖｼｴ 910-0029 福井県福井市日光1-2-1

38 福井市 大月　澄 大月産婦人科クリニック ｵｵﾂｷ　ｷﾖｼ 918-8007 福井県福井市足羽1-11-24

39 福井市 大橋　博和 福井循環器病院 ｵｵﾊｼ　ﾋﾛｶｽﾞ 910-0833 福井県福井市新保2-228

40 福井市 大橋　義一 大橋整形外科医院 ｵｵﾊｼ　ﾖｼｶｽﾞ 910-0015 福井県福井市二の宮3-38-20

41 福井市 大山　伸幸 大山クリニック ｵｵﾔﾏ　ﾉﾌﾞﾕｷ 910-0855 福井県西方2丁目19-3

42 福井市 岡崎　真紀 まきレディースクリニック ｵｶｻﾞｷ　ﾏｷ 910-0064 福井市新田塚町101

43 福井市 岡崎　好夫 清水南醫院 ｵｶｻﾞｷ　ﾖｼｵ 910-3616 福井県福井市真栗町38-3

44 福井市 岡田　映子 細川内科クリニック ｵｶﾀﾞ　ｴｲｺ 918-8014 福井県福井市花堂中2-2-7

45 福井市 岡田　俊冶 岡田整形外科クリニック ｵｶﾀﾞ　ﾄｼﾊﾙ 918-8067 福井県福井市飯塚町9-110

46 福井市 岡本　清也 おかもと内科クリニック ｵｶﾓﾄ　ｼﾝﾔ 918-8018 福井県福井市大島柳212

47 福井市 奥村　雄外 奥村病院 ｵｸﾑﾗ　ﾀｹﾄ 918-8104 福井県福井市板垣5丁目201

48 福井市 奥村　康弘 奥村整形外科クリニック ｵｸﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ 910-0021 福井県福井市乾徳3丁目11-23

49 福井市 奥村　悦久 奥村病院 ｵｸﾑﾗ　ﾖｼﾅｶﾞ 918-8104 福井県福井市板垣5丁目201
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50 福井市 笠原　善仁 かさはら小児科 ｶｻﾊﾗ　ﾖｼﾋﾄ 910-0836 福井県福井市大和田2-205

51 福井市 笠松　明夫 かさまつファミリークリニック ｶｻﾏﾂ　ｱｷｵ 910-0806 福井県福井市高木町83-31

52 福井市 笠松　誠 笠松内科クリニック ｶｻﾏﾂ　ﾏｺﾄ 918-8112 福井県福井市下馬2-508

53 福井市 片山　元 片山整形外科 ｶﾀﾔﾏ　ｹﾞﾝ 918-8016 福井県福井市江端町１３－１５－４

54 福井市 片山　智子 こころとからだクリニック福井 ｶﾀﾔﾏ　ｻﾄｺ 910-0067 福井県福井市新田塚2丁目32-16

55 福井市 片山　寛人 こころとからだクリニック福井 ｶﾀﾔﾏ　ﾋﾛﾄ 910-0067 福井県福井市新田塚2丁目32-16

56 福井市 片山　外一 つくし野病院 ｶﾀﾔﾏ　ﾎｶｲﾁ 910-0102 福井市川合鷲塚町49-6-1

57 福井市 加藤　初夫 加藤内科婦人科クリニック ｶﾄｳ　ﾊﾂｵ 910-0845 福井県福井市志比口1-10-28

58 福井市 門　知生 門整形外科 ｶﾄﾞ　ﾄﾓｵ 910-0843 福井県福井市西開発1-2405

59 福井市 角野　忠司 さくら病院 ｶﾄﾞﾉ　ﾀﾀﾞｼ 918-8017 福井県福井市下荒井町２１－４４－１

60 福井市 金森　一紀 往診クリニックふくい ｶﾅﾓﾘ　ｶｽﾞﾉﾘ 918-8023 福井県福井市西谷2丁目2704-103

61 福井市 加畑　雅行 加畑皮膚科医院 ｶﾊﾞﾀ　ﾏｻﾕｷ 910-0006 福井県福井市中央3-2-15　本町ビル　1Ｆ

62 福井市 河合　隆寛 高木北クリニック ｶﾜｲ　ﾀｶﾋﾛ 910-0807 福井県福井市高木北1-301

63 福井市 菊地　紀子 開発整形外科眼科 ｷｸﾁ ﾉﾘｺ 910-0841 福井市開発町24-15-1

64 福井市 貴志　洋一 大久保外科内科 ｷｼ　ﾖｳｲﾁ 918-8004 福井県福井市西木田2-11-8

65 福井市 城戸　一哉 今立中央病院 ｷﾄﾞ　ｶｽﾞﾔ 915-0242 越前市粟田部町33-1

66 福井市 木藤　知佳志 あすわクリニック ｷﾄｳ　ﾁｶｼ 918-8112 福井県福井市下馬3-511

67 福井市 木下　義和 田中病院 ｷﾉｼﾀ 910-0005 福井県福井市大手2-3-1

68 福井市 木村　有一 きむら耳鼻咽喉科 ｷﾑﾗ　ﾕｳｲﾁ 918-8055 福井県福井市若杉4丁目609

69 福井市 金泉　秀典 きんせんクリニック ｷﾝｾﾝ　ﾋﾃﾞﾉﾘ 918-8104 福井県福井市板垣4-114

70 福井市 久津見　恭典 福井中央クリニック ｸﾂﾐ　ﾔｽﾉﾘ 910-0003 福井県福井市松本4-5-10

71 福井市 久保田　直邦 久保田内科 ｸﾎﾞﾀ　ﾅｵｸﾆ 910-0016 福井県福井市大宮３－１１－２５

72 福井市 黒川　慶一 黒川眼科医院 ｸﾛｶﾜ　ｹｲｲﾁ 918-8104 福井県福井市板垣5-315-1

73 福井市 黒田　譲 黒田クリニック ｸﾛﾀﾞ　ﾕｽﾞﾙ 918-8031 福井県福井市種池2-510

74 福井市 黒田　ひとみ 舟橋内科クリニック ｸﾛﾀﾞ　ﾋﾄﾐ 910-0808 福井県福井市舟橋1-110

75 福井市 桑原　慎治 くわばら皮膚科クリニック ｸﾜﾊﾞﾗ　ｼﾝｼﾞ 910-0853 福井県福井市城東2-6-1

76 福井市 小森　吉晴 あすわクリニック ｺﾓﾘ　ﾖｼﾊﾙ 918-8112 福井県福井市下馬3-511

77 福井市 斉川　茂樹 さいかわ泌尿器科クリニック ｻｲｶﾜ　ｼｹﾞｷ 910-0006 福井県福井市中央2-1-35

78 福井市 斉木　茂樹 斉木内科循環器科医院 ｻｲｷ　ｼｹﾞｷ 910-0853 福井県福井市城東2-8-11

79 福井市 齋藤　武久 さいとう耳鼻咽喉科クリニック ｻｲﾄｳ　ﾀｹﾋｻ 910-0016 福井市大宮2丁目27-22

80 福井市 齊藤　英夫 ヒデ齊藤クリニック ｻｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｵ 910-0004 福井県福井市宝永4-3-9

81 福井市 佐藤　哲雄　 佐藤整形形成外科 ｻﾄｳ　ﾃﾂｵ 918-8051 福井県福井市桃園1丁目1-2

82 福井市 佐藤　博之 佐藤内科医院 ｻﾄｳ　ﾋﾛﾕｷ 910-0854 福井県福井市御幸3-2-1

83 福井市 佐藤　充彦 なかふじ整形外科 ｻﾄｳ　ﾐﾂﾋｺ 910-0837 福井市高柳3-904-1

84 福井市 佐部　裕幸 佐部医院 ｻﾍﾞ　ﾋﾛﾕｷ 910-0018 福井県福井市田原2-18-10

85 福井市 嶋田　修美 嶋田病院 ｼﾏﾀﾞ　ｵｻﾐ 910-0855 福井県福井市西方1-2-11

86 福井市 嶋田　明彦 嶋田医院 ｼﾏﾀﾞ　ｱｷﾋｺ 910-1321 福井県吉田郡永平寺町山王２１－１５－５

87 福井市 島本　史郎 島本眼科医院 ｼﾏﾓﾄ　ｼﾛｳ 918-8105 福井県福井市木田2-1207

88 福井市 清水　啓司 清水内科循環器医院 ｼﾐｽﾞ　ｹｲｼ 918-8007 福井県福井市足羽2-1-22

89 福井市 清水　信繁 文京内科クリニック ｼﾐｽﾞ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ 910-0017 福井県福井市文京1-29-6

90 福井市 清水　紘昭 清水小児科 ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛｱｷ 910-0005 福井県福井市大手2丁目20-10

91 福井市 清水　宏和 清水整形外科クリニック ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛｶｽﾞ 918-8236 福井県福井市和田中2-210

92 福井市 清水　元茂 ドクター・ズー ｼﾐｽﾞ　ﾓﾄｼｹﾞ 910-0846 福井県福井市四ツ井1-22-22

93 福井市 末松　哲男 末松内科循環器科医院 ｽｴﾏﾂ　ﾃﾂｵ 910-0017 福井県福井市文京6-34-11

94 福井市 杉本　佳彦 みのり眼科 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾖｼﾋｺ 918-8005 福井県福井市みのり3-2-27

95 福井市 鈴木　和代 ふくい南アイクリニック ｽｽﾞｷ　ｶｽﾞﾖ 918-8112 福井県福井市下馬3丁目1815

96 福井市 鈴木　弟 滝元耳鼻咽喉科医院 ｽｽﾞｷ　ﾀﾞｲ 918-8202 福井県福井市大東1丁目1-5

97 福井市 須長　寛 すなが耳鼻咽喉科 ｽﾅｶﾞ　ﾋﾛｼ 910-0069 福井県福井市舟橋黒竜2-207

98 福井市 高澤　洋介 高沢内科医院 ﾀｶｻﾞﾜ　ﾖｳｽｹ 918-8107 福井県福井市春日町236-1
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99 福井市 髙嶋　渉 たかしま皮膚科クリニック ﾀｶｼﾏ　ﾜﾀﾙ 910-0015 福井市二の宮4丁目13-13

100 福井市 高波　千栄美 加納医院 ﾀｶﾅﾐ　ﾁｴﾐ 918-8003 福井県福井市毛矢２－６－２２

101 福井市 高橋　雅彦 こしの医院（福井市越廼村） ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾋｺ 910-3553 福井県福井市蒲生町１－９１－１

102 福井市 高橋　充 麻生津医院 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾂﾙ 918-8182 福井県福井市浅水町二日町１２８－４３

103 福井市 髙橋　幸男 髙橋眼科医院 ﾀｶﾊｼ　ﾕｷｵ 918-8045 福井県福井市福新町813

104 福井市 髙橋　嘉彦 二の宮クリニック ﾀｶﾊｼ　ﾖｼﾋｺ 910-0016 福井県福井市大宮3-31-37

105 福井市 高橋　美文 高橋クリニック ﾀｶﾊｼ　ﾖｼﾌﾐ 910-0017 福井県福井市文京3-24-12

106 福井市 竹内　真人 竹内医院 ﾀｹｳﾁ　ﾏｻﾄ 918-8012 福井県福井市花堂北2-12-28

107 福井市 多賀　邦章 多賀内科循環器科医院 ﾀｶﾞ　ｸﾆｱｷ 910-0015 福井県福井市二の宮4-2-6

108 福井市 多田　栄作 光陽生協病院 ﾀﾀﾞ　ｴｲｻｸ 910-0026 福井県福井市光陽3-10-24

109 福井市 達山　勝龍 堀の宮整形外科 ﾀﾂﾔﾏ　ｶﾂﾘｭｳ 910-0032 福井県福井市堀ノ宮1-124

110 福井市 田中　章善 田中病院 ﾀﾅｶ　ｱｷﾖｼ 910-0005 福井県福井市大手2-3-1

111 福井市 田中　延善 田中内科クリニック ﾀﾅｶ　ﾉﾌﾞﾖｼ 910-0004 福井県福井市若杉4-512

112 福井市 田中　義孝 たなか整形外科眼科 ﾀﾅｶ　ﾖｼﾀｶ 918-8031 福井県福井市種池1-101

113 福井市 谷口　利尚 谷口医院 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾄｼﾋｻ 918-8136 福井県福井市天王町20-40

114 福井市 玉井　利孝 玉井内科クリニック ﾀﾏｲ　ﾄｼﾀｶ 918-8017 福井県福井市下荒井町４－７４－１５

115 福井市 玉木　優子 宇野医院　コパ耳鼻咽喉科クリニック ﾀﾏｷ　ﾕｳｺ 910-0802 福井県福井市大和田町32-24　コパ2Ｆ

116 福井市 辻　哲雄 福井温泉病院 ﾂｼﾞ　ﾃﾂｵ 910-0041 福井県福井市天菅生町7-1

117 福井市 辻　光昭 辻医院 ﾂｼﾞ　ﾐﾂｱｷ 910-0004 福井県福井市宝永1-9-13

118 福井市 津田　英夫 育ちのクリニック津田 ﾂﾀﾞ　ﾋﾃﾞｵ 918-8016 福井県福井市江端6-48

119 福井市 坪川　俊成 坪川内科医院 ﾂﾎﾞｶﾜ　ﾄｼﾅﾘ 918-8056 福井県福井市若杉浜1-707（運動公園線　渡団地入口）

120 福井市 坪川　俊仁 坪川耳鼻咽喉科 ﾂﾎﾞｶﾜ　ﾄｼﾋﾄ 910-0854 福井市御幸２丁目20-25

121 福井市 坪川　幸男 坪川内科医院 ﾂﾎﾞｶﾜ　ﾕｷｵ 918-8056 福井県福井市若杉浜1-707（運動公園線　渡団地入口）

122 福井市 経澤　弥 レディースクリニックつねざわ ﾂﾈｻﾞﾜ　ﾜﾀﾙ 910-0858 福井県福井市手寄1-7-23　駅東さくらビル4Ｆ

123 福井市 徳田　安誠 とくだ耳鼻咽喉科 ﾄｸﾀﾞ　ﾔｽﾏｻ 918-8014 福井県福井市花堂中2-28-1

124 福井市 堂下　幸一郎 堂下医院 ﾄﾞﾉｼﾀ　ｺｳｲﾁﾛｳ 910-3105 福井県福井市西中野町3-35-2

125 福井市 堂下　幸雄 堂下医院 ﾄﾞﾉｼﾀ　ﾕｷｵ 910-3105 福井県福井市西中野町3-35-2

126 福井市 土肥　三郎 土肥診療所 ﾄﾞﾋ　ｻﾌﾞﾛｳ 918-8027 福井県福井市福1-2704

127 福井市 冨澤　貞夫 冨澤クリニック ﾄﾐｻﾞﾜ　ｻﾀﾞｵ 910-3143 福井県福井市砂子坂町１５－２６

128 福井市 冨永　洋介 冨永病院 ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾖｳｽｹ 918-8004 福井県福井市西木田3-4-26

129 福井市 中井　継彦 中井内科医院 ﾅｶｲ　ﾂｸﾞﾋｺ 910-0005 福井県福井市大手3-7-1　繊協ビル3Ｆ

130 福井市 永井　勝也 ひらい内科消化器科 ﾅｶﾞｲ　ｶﾂﾔ 918-8026 福井県福井市渕4-1813

131 福井市 中田　庸平 コモ小児診療所 ﾅｶﾀ　ﾖｳﾍｲ 918-8105 福井県福井市木田３－９１０

132 福井市 中村　凱次 大滝病院 ﾅｶﾑﾗ　ｶﾂｼﾞ 910-0024 福井県福井市照手１丁目７－１

133 福井市 丹尾　裕 丹尾医院 ﾆｵ　ﾕﾀｶ 910-0003 福井県福井市松本4-2-6

134 福井市 西　修 西ウィミンズクリニック ﾆｼ　ｵｻﾑ 918-8105 福井県福井市木田2-2102

135 福井市 西村　陽一 にしむら皮フ科クリニック ﾆｼﾑﾗ　ﾖｳｲﾁ 918-8105 福井県福井市木田3-2605

136 福井市 野村　元積 野村内科 ﾉﾑﾗ　ﾓﾄﾂﾞﾐ 910-0826 福井県福井市上中町追分３６－８

137 福井市 畑　晴夫 畑内科 ﾊﾀ　ﾊﾙｵ 910-0143 福井県福井市下森田新町501

138 福井市 畑　正典 畑内科 ﾊﾀ　ﾏｻﾉﾘ 910-0143 福井県福井市下森田新町501

139 福井市 服部　克成 加藤内科婦人科クリニック ﾊｯﾄﾘ　ｶﾂｼｹﾞ 910-0845 福井県福井市志比口1-10-28

140 福井市 服部　桂子 加藤内科婦人科クリニック ﾊｯﾄﾘ　ｹｲｺ 910-0845 福井県福井市志比口1-10-28

141 福井市 英　尚良 英内科医院 ﾊﾅﾌﾞｻ　ﾋｻﾖｼ 910-0017 福井県福井市大宮2丁目6-21

142 福井市 濵田　明 はまだ内科クリニック ﾊﾏﾀﾞ　ｱｷﾗ 910-0842 福井県福井市開発1丁目203

143 福井市 濵中　英樹 はまなかクリニック ﾊﾏﾅｶ　ﾋﾃﾞｷ 918-8204 福井市南四ツ居１丁目10-11

144 福井市 原　和彦 眼科原医院 ﾊﾗ　ｶｽﾞﾋｺ 910-0005 福井県福井市大手2-6-6

145 福井市 原　賢治 駅東整形外科 ﾊﾗ　ｹﾝｼﾞ 910-0859 福井県福井市日之出2-12-2

146 福井市 原　隆 駅東整形外科 ﾊﾗ　ﾀｶｼ 910-0859 福井県福井市日之出2-12-2

147 福井市 原　誠彦 はら耳鼻咽喉科医院 ﾊﾗ　ﾏｻﾋｺ 918-8045 福井県福井市福新町2002-1
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148 福井市 早川　幸紀 早川皮フ科形成外科医院 ﾊﾔｶﾜ　ﾕｷﾉﾘ 910-0016 福井県福井市大宮2-3-32

149 福井市 林　耕平 林小児科クリニック ﾊﾔｼ　ｺｳﾍｲ 918-8023 福井県福井市西谷1-1212

150 福井市 林　修平 林小児科クリニック ﾊﾔｼ　ｼｭｳﾍｲ 918-8023 福井県福井市西谷1-1212

151 福井市 林　雅之 宮﨑整形外科医院 ﾊﾔｼ　ﾏｻﾕｷ 918-8057 福井県福井市加茂河原3丁目8-6

152 福井市 平井　慎一 平井医院 ﾋﾗｲ　ｼﾝｲﾁ 910-0019 福井県福井市春山2-24-9

153 福井市 平井　隆 平井内科クリニック ﾋﾗｲ　ﾀｶｼ 918-8005 福井県福井市みのり3-21-5

154 福井市 平井　素子 平井内科クリニック ﾋﾗｲ　ﾓﾄｺ 918-8005 福井県福井市みのり3-21-5

155 福井市 平井　圭彦 ひらい内科消化器科 ﾋﾗｲ　ﾖｼﾋｺ 918-8026 福井県福井市渕4-1813

156 福井市 平井　潤子 ひらい内科消化器科 ﾋﾗｲ　ｼﾞｭﾝｺ 918-8026 福井県福井市渕4-1813

157 福井市 平木　誠一 福井リハビリテーション病院 ﾋﾗｷ　ｾｲｲﾁ 910-0046 福井県福井市南楢原町20字大畑2

158 福井市 平澤　邦彦 平沢内科医院 ﾋﾗｻﾜ　ｸﾆﾋｺ 918-8014 福井県福井市花堂中2-25-10

159 福井市 平澤　元朗 ひらざわ内科ハートクリニック ﾋﾗｻﾞﾜ　ﾓﾄｱｷ 918-8023 福井県福井市西谷2丁目2113

160 福井市 平田　善章 やしろファミリークリニック ﾋﾗﾀ　ﾖｼｱｷ 918-8026 福井県福井市渕2-903

161 福井市 平野　治和 光陽生協クリニック ﾋﾗﾉ　ﾊﾙｶｽﾞ 910-0026 福井市光陽3丁目9-23

162 福井市 廣瀬　文司 広瀬眼科 ﾋﾛｾ　ﾌﾞﾝｼﾞ 910-0804 福井県福井市高木中央2丁目2515

163 福井市 廣瀬　涼子 丹尾医院 ﾋﾛｾ　ﾘｮｳｺ 910-0003 福井市松本4-2-6

164 福井市 廣野　正明 ひらい内科消化器科 ﾋﾛﾉ 918-8026 福井県福井市渕4-1813

165 福井市 福島　克治 福島泌尿器科医院 ﾌｸｼﾏ　ｶﾂｼﾞ 910-0064 福井県福井市新田塚町408

166 福井市 福野　直孝 ふくのレディースクリニック ﾌｸﾉ　ﾅｵﾀｶ 910-0842 福井県福井市開発5丁目606

167 福井市 福原　君栄 ふくはら小児科 ﾌｸﾊﾗ　ｷﾐｴ 918-8116 福井県福井市大町2-601

168 福井市 福山　智基 福山医院 ﾌｸﾔﾏ　ﾄﾓｷ 910-2167 福井県福井市安原町1-11-1

169 福井市 福山　公基 福山医院 ﾌｸﾔﾏ　ﾋﾛｷ 910-2167 福井県福井市安原町1-11-1

170 福井市 藤井　千雪 ふじい眼科クリニック ﾌｼﾞｲ　ﾁﾕｷ 910-0015 福井県福井市二の宮2-27-28

171 福井市 藤澤　和郎 ふじさわ小児科医院 ﾌｼﾞｻﾜ　ｶｽﾞｵ 918-8235 福井県福井市和田中町徳万４２

172 福井市 藤田　静 藤田医院(福井市) ﾌｼﾞﾀ　ｼｽﾞｶ 910-3146 福井県福井市小幡町3-26-1

173 福井市 藤田　美江 西浦医院 ﾌｼﾞﾀ　ﾖｼｴ 918-8001 福井市つくも2-5-4

174 福井市 紅谷　浩之 オレンジホームケアクリニック ﾍﾞﾆﾔ　ﾋﾛﾕｷ 910-0018 福井市田原1丁目3-5

175 福井市 波々伯部　重和 ホーカベレディースクリニック ﾎｳｶﾍﾞ　ｼｹﾞｶｽﾞ 918-8002 福井県福井市左内町10-11

176 福井市 堀江　端 三精病院 ﾎﾘｴ　ﾀﾝ 918-8018 福井県福井市大島町柳403

177 福井市 本田　敬宜 木田整形外科 ﾎﾝﾀﾞ　ﾀｶﾖｼ 918-8105 福井県福井市木田3-907

178 福井市 本多　秀明 本多レディースクリニック ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾃﾞｱｷ 910-0004 福井県福井市宝永4-2-18

179 福井市 前川　俊道 前川医院 ﾏｴｶﾜ　ﾄｼﾐﾁ 910-2165 福井県福井市東郷二ケ町29-25

180 福井市 松田　尚武 まつだ内科クリニック ﾏﾂﾀﾞ　ﾅｵﾀｹ 910-0002 福井県福井市町屋2-5-25

181 福井市 松田　尚登 まつだ内科クリニック ﾏﾂﾀﾞ　ﾋｻﾄ 910-0002 福井県福井市町屋2-5-25

182 福井市 松田　憲明 まつだ眼科 ﾏﾂﾀﾞ　ﾉﾘｱｷ 910-0017 福井県福井市文京6-28-7

183 福井市 松村　孝司 まつむら眼科クリニック ﾏﾂﾑﾗ　ﾀｶｼ 918-8203 福井県福井市上北野1-25-19

184 福井市 松村　治和 松村皮膚科医院 ﾏﾂﾑﾗ　ﾊﾙｶｽﾞ 910-0028 福井県福井市学園1-1-16

185 福井市 三崎　裕史 三崎医院 ﾐｻｷ　ﾋﾛﾌﾐ 918-8002 福井県福井市左内町8-9

186 福井市 三澤　利博 みさわクリニック ﾐｻﾜ　ﾄｼﾋﾛ 910-0069 福井県福井市舟橋黒竜1丁目119

187 福井市 水野　清雄 村上内科医院 ﾐｽﾞﾉ　ｽﾐｵ 910-0017 福井県福井市文京6-25-27

188 福井市 三井　徹 三井皮膚科医院 ﾐﾂｲ　ﾄｵﾙ 918-8025 福井県福井市江守中1-1002

189 福井市 三船 順一郎 三船内科クリニック ﾐﾌﾈ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 918-8205 福井県福井市北四ツ居1-2-10

190 福井市 三船　真二 三船内科クリニック ﾐﾌﾈ　ｼﾝｼﾞ 918-8205 福井県福井市北四ツ居1-2-10

191 福井市 宮崎　良一 藤田記念病院 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｮｳｲﾁ 910-0004 福井県福井市宝永4-15-7

192 福井市 宮地　英生 宮地内科 ﾐﾔｼﾞ　ﾋﾃﾞｵ 910-0022 福井県福井市花月2-9-3

193 福井市 武藤　順子 むとう眼科医院 ﾑﾄｳ　ｼﾞｭﾝｺ 918-8015 福井県福井市花堂南2-4-10

194 福井市 村上　健治 村上内科医院 ﾑﾗｶﾐ　ｹﾝｼﾞ 910-0017 福井県福井市文京6-25-27

195 福井市 村北　和弘 さくら病院 ﾑﾗｷﾀ　ｶｽﾞﾋﾛ 918-8017 福井県福井市下荒井町２１－４４－１

196 福井市 村北　肇 むらきた内科 ﾑﾗｷﾀ　ﾊｼﾞﾒ 910-0064 福井県新田塚町720-1
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197 福井市 村田　憲治 福井県立すこやかシルバー病院 ﾑﾗﾀ　ｹﾝｼﾞ 910-3623 福井市島寺町93-6

198 福井市 森川　俊洋 森川内科クリニック ﾓﾘｶﾜ　ﾄｼﾋﾛ 910-0807 福井県福井市高木北1-704

199 福井市 安井　多喜雄 安井医院 ﾔｽｲ　ﾀｷｵ 910-0003 福井県福井市松本2-11-6

200 福井市 安川　繁博 安川病院 ﾔｽｶﾜ　ｼｹﾞﾋﾛ 910-0802 福井県福井市大和田町３０－７

201 福井市 安原　修一郎 安原医院 ﾔｽﾊﾗ　ｼｭｳｲﾁﾛｳ 910-2165 福井県福井市東郷二ケ町３６－２６

202 福井市 山内　健輔 山内整形外科 ﾔﾏｳﾁ　ｹﾝｽｹ 910-0016 福井県福井市大宮4-12-15

203 福井市 山内　茂樹 開発整形外科眼科 ﾔﾏｳﾁ　ｼｹﾞｷ 910-0841 福井県福井市開発町24-15-1

204 福井市 山内　四朗 山内整形外科 ﾔﾏｳﾁ　ｼﾛｳ 910-0016 福井県福井市大宮4-12-15

205 福井市 山岸　善也 山岸眼科クリニック ﾔﾏｷﾞｼ　ｾﾞﾝﾔ 910-0846 福井市四ツ井1-4-1

206 福井市 山村　浩子 山村医院 ﾔﾏﾑﾗ　ﾋﾛｺ 918-8176 福井県福井市三十八社町101-11

207 福井市 山本　雅之 山本医院(福井市) ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻﾕｷ 910-0845 福井県福井市志比口1-3-5

208 福井市 吉田　清二 吉田医院（順化） ﾖｼﾀﾞ　ｾｲｼﾞ 910-0023 福井県福井市順化1-8-1

209 福井市 吉田　浩士 吉田医院（照手） ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛｼ 910-0024 福井県福井市照手1-13-3

210 福井市 吉田　良行 吉田医院（照手） ﾖｼﾀﾞ　ﾖｼﾕｷ 910-0024 福井県福井市照手1-13-3

211 福井市 若林　聖伸 わかば内科クリニック ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾉﾌﾞ 910-0015 福井県福井市二の宮2丁目30-14

212 坂井地区 茜谷　行雄 つばさ内科クリニック ｱｶﾈﾔ　ﾕｷｵ 910-0305 福井県坂井市丸岡町南横地４－４６－１

213 坂井地区 東　昇 東外科医院 ｱｽﾞﾏ　ﾉﾎﾞﾙ 910-0231 福井県坂井市丸岡町霞町1-50

214 坂井地区 奥村　良二 奥村医院 ｵｸﾑﾗ　ﾘｭｳｼﾞ 919-0632 福井県あわら市春宮2-8-3

215 坂井地区 金　定基 キムクリニック ｷﾑ　ｼﾞｮﾝｷﾞ 910-0254 福井県坂井市丸岡町一本田25-23-1

216 坂井地区 越野　雄祐 こしの医院（坂井市三国町） ｺｼﾉ　ﾕｳｽｹ 913-0032 福井県坂井市三国町山岸69-36-3

217 坂井地区 坂井　健志 坂井内科クリニック ｻｶｲ　ﾀｹｼ 910-4137 福井県あわら市中番17-18

218 坂井地区 坂井　寿範 坂井医院(あわら市温泉) ｻｶｲ　ﾋｻﾉﾘ 910-4104 福井県あわら市温泉5-1811

219 坂井地区 佐々木　次壽 佐々木眼科 ｻｻｷ　ﾋｻﾂｸﾞ 913-0016 福井県坂井市三国町三国東５－２－６

220 坂井地区 汐見　俊一 汐見医院 ｼｵﾐ　ｼｭﾝｲﾁ 919-0632 福井県あわら市春宮3-1-28

221 坂井地区 柴田　恒夫 柴田医院 ｼﾊﾞﾀ　ﾂﾈｵ 910-4103 福井県あわら市二面4-109

222 坂井地区 鈴木　俊之 鈴木眼科クリニック ｽｽﾞｷ　ﾄｼﾕｷ 919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦37-1

223 坂井地区 都筑　明子 都筑眼科医院 ﾂﾂﾞｷ　ｱｷｺ 910-0235 福井県坂井市丸岡町巽町１－１７

224 坂井地区 都筑　幸哉 都筑眼科医院 ﾂﾂﾞｷ　ｺｳｻｲ 910-0235 福井県坂井市丸岡町巽町１－１７

225 坂井地区 都筑　昌哉 都筑眼科医院 ﾂﾂﾞｷ　ｼｮｳｻｲ 910-0235 福井県坂井市丸岡町巽町１－１７

226 坂井地区 坪田　真紀 坪田皮膚科クリニック ﾂﾎﾞﾀ　ﾏｷ 919-0632 福井県あわら市春宮１－１１－２６

227 坂井地区 友田　幸一 ともだクリニック ﾄﾓﾀﾞ　ｺｳｲﾁ 919-0511 福井県坂井市坂井町長畑２５－３－５

228 坂井地区 友田　淳一 友田医院 ﾄﾓﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 919-0453 福井県坂井市春江町江留上中央11-7

229 坂井地区 豊田　和典 豊田内科医院 ﾄﾖﾀﾞ　ｶｽﾞﾉﾘ 919-0433 福井県坂井市春江町為国平成32

230 坂井地区 中瀬　裕介 中瀬整形外科医院 ﾅｶｾ　ﾕｳｽｹ 910-0302 福井県坂井市丸岡町里丸岡1-40

231 坂井地区 西野　雅美 西野医院 ﾆｼﾉ　ﾏｻﾐ 913-0064 福井県坂井市三国町安島27-31

232 坂井地区 野村　健一 野村医院 ﾉﾑﾗ　ｹﾝｲﾁ 919-0547 福井県坂井市坂井町大味8-11

233 坂井地区 藤井　康広 藤井医院 ﾌｼﾞｲ　ﾔｽﾋﾛ 913-0045 福井県坂井市三国町南本町3-3-20

234 坂井地区 藤田　博明 藤田医院(あわら市) ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛｱｷ 910-4137 福井県あわら市中番12-1

235 坂井地区 藤田　佳嗣 藤田医院(あわら市) ﾌｼﾞﾀ　ﾖｼﾂｸﾞ 910-4137 福井県あわら市中番12-1

236 坂井地区 向坂　憲悟 向坂内科医院 ﾑｺｳｻｶ　ｹﾝｺﾞ 913-0043 福井県坂井市三国町錦4-1-12

237 坂井地区 森瀬　敏夫 森瀬クリニック ﾓﾘｾ　ﾄｼｵ 919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫296-7

238 坂井地区 鷲田　秀毅 鷲田医院 ﾜｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞｷ 913-0044 福井県坂井市三国町山王2-4-5

239 大野市 尾崎　隆伸 尾崎整形外科 ｵｻﾞｷ　ﾀｶﾉﾌﾞ 912-0083 福井県大野市明倫町10-7

240 大野市 尾﨑　嘉彦 尾崎病院 ｵｻﾞｷ　ﾖｼﾋｺ 912-0083 福井県大野市明倫町11-2

241 大野市 米野　邦彦 米野耳鼻咽喉科医院 ｺﾒﾉ　ｸﾆﾋｺ 912-0083 福井県大野市明倫町6-20

242 大野市 清水　寛正 阿部病院 ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛﾏｻ 912-0081 福井県大野市元町8-6

243 大野市 高井　博正 高井医院 ﾀｶｲ　ﾋﾛﾏｻ 912-0415 福井県大野市稲郷52-6-2

244 大野市 武村　晴行 弘川医院 ﾀｹﾑﾗ　ﾊﾙﾕｷ 912-0022 福井県大野市陽明町2-101

245 大野市 栃木　一男 栃木産婦人科医院 ﾄﾁｷﾞ　ｶｽﾞｵ 912-0053 福井県大野市春日92-6
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246 大野市 弘川　炎森 弘川医院 ﾋﾛｶﾜ　ｴﾝｼﾝ 912-0022 福井県大野市陽明町2-101

247 大野市 廣瀬　龍吉 広瀬病院(大野市) ﾋﾛｾ　ﾘｭｳｷﾁ 912-0087 福井県大野市城町１０－１

248 大野市 藤田　学 渡辺医院 ﾌｼﾞﾀ　ﾏﾅﾌﾞ 912-0015 福井県大野市中挾1-1401

249 大野市 松田　俊彦 松田医院 ﾏﾂﾀﾞ　ﾄｼﾋｺ 912-0043 福井県大野市国時町1101

250 大野市 薬袋　俊次 薬袋クリニック ﾐﾅｲ　ｼｭﾝｼﾞ 912-0053 福井県大野市春日1-12-6

251 大野市 山川　秀 山川医院 ﾔﾏｶﾜ　ﾏｻﾙ 912-0149 福井県大野市伏石12-46

252 勝山市 小林　達治 小林眼科 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀﾂｼﾞ 911-0803 福井県勝山市旭町1-2-28

253 勝山市 平泉　泰 芳野医院 ﾋﾗｲｽﾞﾐ　ﾕﾀｶ 911-0031 福井県勝山市長山町1-3-1

254 勝山市 深谷　憲一 クリニカ・デ・ふかや ﾌｶﾔ　ｹﾝｲﾁ 911-0804 福井県勝山市元町1-9-45

255 丹生郡 伊藤　達彦 福井県立すこやかシルバー病院 ｲﾄｳ　ﾀﾂﾋｺ 910-3623 福井県福井市島寺93-6

256 丹生郡 伊部　晃裕 伊部病院 ｲﾍﾞ　ｱｷﾋﾛ 916-0147 福井県丹生郡越前町内郡１１－１

257 丹生郡 大城　力造 整形外科大城医院 ｵｵｼﾛ　ﾘｷｿﾞｳ 916-0255 福井県丹生郡越前町江波76-87

258 丹生郡 長田　敏正 長田内科胃腸科医院 ｵｻﾀﾞ　ﾄｼﾏｻ 916-0255 福井県丹生郡越前町江波５０－７６

259 丹生郡 加藤　大 斉藤病院 ｶﾄｳ　ﾀﾞｲ 916-0033 福井県鯖江市中野町6-1-1

260 丹生郡 島田　政則 越前町国民健康保険織田病院 ｼﾏﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ 916-0215 福井県丹生郡越前町織田106字44-1

261 丹生郡 橘　　良哉 橘医院 ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾖｼﾔ 916-0215 福井県丹生郡越前町織田101-20

262 丹生郡 津向　伸哉 越前町国民健康保険織田病院 ﾂﾑｷﾞ　ﾉﾌﾞﾔ 916-0215 福井県丹生郡越前町織田106字44-1

263 丹生郡 藤田　周一 藤田医院(越前町) ﾌｼﾞﾀ　ｼｭｳｲﾁ 916-0141 福井県丹生郡越前町西田中16-1

264 丹生郡 両林　英之 両林医院 ﾘｮｳﾘﾝ　ﾋﾃﾞﾕｷ 916-0313 福井県丹生郡越前町新保12-15

265 鯖江市 鎌数　清麿 カマカズ医院 ｶﾏｶｽﾞ　ｷﾖﾏﾛ 916-0053 鯖江市日の出町5-4

266 鯖江市 鎌数　清朗 カマカズ医院 ｶﾏｶｽﾞ 916-0053 鯖江市日の出町5-4

267 鯖江市 木水　潔 木水医院 ｷﾐｽﾞ　ｷﾖｼ 916-0025 福井県鯖江市旭町1-9-1

268 鯖江市 木村　和弘 きむら内科 ｷﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ 916-0033 福井県鯖江市中野町257-3-7

269 鯖江市 木村　知行 木村病院（鯖江市） ｷﾑﾗ　ﾁｺｳ 916-0025 福井県鯖江市旭町4-4-9

270 鯖江市 久保田　誠一 くぼたクリニック ｸﾎﾞﾀ　ｾｲｲﾁ 916-0004 福井県鯖江市糺町30-2-1

271 鯖江市 熊本　優子 くまもと眼科クリニック ｸﾏﾓﾄ　ﾕｳｺ 916-0041 福井県鯖江市東鯖江1-4-23

272 鯖江市 幸道　智彦 幸道眼科 ｺｳﾄﾞｳ　ﾄﾓﾋｺ 916-0018 福井県鯖江市幸町1-4-10

273 鯖江市 幸道　緑 幸道眼科 ｺｳﾄﾞｳ　ﾐﾄﾞﾘ 916-0018 福井県鯖江市幸町1-4-10

274 鯖江市 斎藤　道夫 斉藤病院 ｻｲﾄｳ　ﾐﾁｵ 916-0033 福井県鯖江市中野町6-1-1

275 鯖江市 齋藤　隆治 斎藤医院(鯖江市) ｻｲﾄｳ　ﾘｭｳｼﾞ 916-0026 福井県鯖江市本町3-1-25

276 鯖江市 嶋田　隆夫 嶋田整形外科医院 ｼﾏﾀﾞ　ﾀｶｵ 916-0044 福井県鯖江市五郎丸町253

277 鯖江市 清水　元博 鯖江清水耳鼻咽喉科医院 ｼﾐｽﾞ　ﾓﾄﾋﾛ 916-0026 福井県鯖江市本町4-1-28

278 鯖江市 清水　悠介 鯖江清水眼科 ｼﾐｽﾞ　ﾕｳｽｹ 916-0025 福井県鯖江市旭町2-1-30

279 鯖江市 清水　葉子 鯖江清水眼科 ｼﾐｽﾞ　ﾖｳｺ 916-0025 福井県鯖江市旭町2-1-30

280 鯖江市 品川　秋親 品川クリニック ｼﾅｶﾞﾜ　ｱｷﾁｶ 916-0033 福井県鯖江市中野町56-10

281 鯖江市 品川　秋秀 品川クリニック ｼﾅｶﾞﾜ 916-0033 福井県鯖江市中野町56-1-1

282 鯖江市 鈴木　隆 産婦人科鈴木クリニック ｽｽﾞｷ　ﾀｶｼ 916-0041 福井県鯖江市東鯖江4-2-23

283 鯖江市 高野　直樹 高野病院 ﾀｶﾉ　ﾅｵｷ 916-0026 福井県鯖江市本町2-3-10

284 鯖江市 高野　洋一 高野医院 ﾀｶﾉ　ﾖｳｲﾁ 916-1222 福井県鯖江市河和田町20-4-1

285 鯖江市 高橋　義弘 たかはし医院 ﾀｶﾊｼ　ﾖｼﾋﾛ 916-0028 福井県鯖江市小黒町3-11-28

286 鯖江市 谷川　一志 谷川内科クリニック ﾀﾆｶﾜ　ﾋﾄｼ 916-0026 福井県鯖江市本町4-3-14

287 鯖江市 津田　武嗣 津田クリニック ﾂﾀﾞ　ﾀｹｼ 916-0061 福井県鯖江市平井町43-1

288 鯖江市 土屋　克之 土屋耳鼻咽喉科クリニック ﾂﾁﾔ　ｶﾂﾕｷ 916-0021 福井県鯖江市三六町2丁目4-15

289 鯖江市 土屋　順子 土屋耳鼻咽喉科クリニック ﾂﾁﾔ　ｼﾞｭﾝｺ 916-0021 福井県鯖江市三六町2丁目4-15

290 鯖江市 土屋　雅之 土屋医院 ﾂﾁﾔ　ﾏｻﾕｷ 916-0025 福井県鯖江市旭町3-6-2

291 鯖江市 綱澤　卓也 みどりヶ丘病院 ﾂﾅｻﾜ　ﾀｸﾔ 916-0021 福井県鯖江市三六町1-2-6

292 鯖江市 野尻　裕之 野尻内科胃腸科医院 ﾉｼﾞﾘ　ﾋﾛﾕｷ 916-0013 福井県鯖江市鳥羽２－４－１６

293 鯖江市 馬場　一彦 馬場医院 ﾊﾞﾊﾞ　ｶｽﾞﾋｺ 916-0005 福井県鯖江市杉本町16-1

294 鯖江市 林　正則 はやしクリニック（鯖江市） ﾊﾔｼ　ﾏｻﾉﾘ 916-0022 福井県鯖江市水落町2-26-28
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295 鯖江市 平井　淳一 平井医院（池田町） ﾋﾗｲ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 910-2503 福井県今立郡池田町谷口5-12-1

296 鯖江市 広瀬　真紀 広瀬病院(鯖江市) ﾋﾛｾ　ﾏｷ 916-0025 福井県鯖江市旭町1-2-8

297 鯖江市 藤田　隆 藤田胃腸科・内科・外科医院 ﾌｼﾞﾀ　ﾀｶｼ 916-0022 福井県鯖江市水落町4-16-24

298 鯖江市 丸山　晋吾 丸山内科循環器科医院 ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾝｺﾞ 916-0055 福井県鯖江市上鯖江町2-9-5

299 鯖江市 三屋　博宣 みつや心療クリニック ﾐﾂﾔ　ﾋﾛﾉﾘ 916-0044 福井県鯖江市五郎丸町273

300 鯖江市 紫　英人 ともだち診療所 ﾑﾗｻｷ　ﾋﾃﾞﾄ 916-0083 福井県鯖江市石田上町23-14

301 鯖江市 森　祐樹 国民健康保険池田町診療所 ﾓﾘ　ﾕｳｷ 910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1

302 鯖江市 山岸　利栄 山岸医院 ﾔﾏｷﾞｼ　ﾄｼｴｲ 916-1113 福井県鯖江市戸口町15-13-4

303 武生 相木　七良右ヱ門 相木病院 ｱｲｷ　ｼﾁﾘｮｳｳｴﾓﾝ 915-0814 福井県越前市中央2-9-40

304 武生 池端　幸彦 池端病院 ｲｹﾊﾞﾀ　ﾕｷﾋｺ 915-0861 福井県越前市今宿町8-1

305 武生 井元　宣胤 井元産婦人科医院 ｲﾓﾄ　ﾉﾘﾀﾈ 915-0061 福井県越前市堀川町6-25

306 武生 井元　康文 井元産婦人科医院 ｲﾓﾄ　ﾔｽﾌﾐ 915-0061 福井県越前市堀川町6-25

307 武生 岩堀　南郎 岩堀メディカルオフィス ｲﾜﾎﾘ　ﾅﾐｵ 915-0066 福井県越前市神明町4-12

308 武生 岩堀　嘉郎 岩堀メディカルオフィス ｲﾜﾎﾘ　ﾖｼｵ 915-0066 福井県越前市神明町4-12

309 武生 岩堀　嘉和 越前外科内科医院 ｲﾜﾎﾘ　ﾖｼｶｽﾞ 915-0802 福井県越前市北府2-12-13

310 武生 奥村　忠 奥村眼科医院 ｵｸﾑﾗ　ﾀﾀﾞｼ 915-0068 福井県越前市天王町2-22

311 武生 笠原　章 東武内科外科クリニック ｶﾜﾊﾗ　ｱｷﾗ 915-0094 福井県越前市横市町6-3

312 武生 加藤　明之 加藤医院(越前市) ｶﾄｳ　ｱｷﾕｷ 915-0004 福井県越前市北町30-4

313 武生 加藤　佳典 加藤医院(南越前町) ｶﾄｳ　ﾖｼﾉﾘ 919-0223 福井県南条郡南越前町東大道25-27

314 武生 河合　邦夫 河野診療所 ｶﾜｲ　ｸﾆｵ 915-1113 福井県南条郡南越前町甲楽城７字31-1

315 武生 木村　宏輝 きむら小児科 ｷﾑﾗ　ｺｳｷ 915-0096 福井県越前市瓜生町29-1-12

316 武生 窪田　彰一 たけふクリニック ｸﾎﾞﾀ　ｼｮｳｲﾁ 915-0084 越前市村国３丁目1-12

317 武生 河野　光志 こうの内科耳鼻咽喉科 ｺｳﾉ　ﾐﾂﾕｷ 915-0805 福井県越前市芝原5-11-1

318 武生 佐々木　浩三 佐々木医院(越前市) ｻｻｷ　ｺｳｿﾞｳ 915-0242 福井県越前市粟田部町29-33

319 武生 佐藤　裕英 さとういきいきクリニック ｻﾄｳ　ﾋﾛﾋﾃﾞ 915-0071 越前市府中1丁目4-20

320 武生 清水　芳盛 しみずクリニック ｼﾐｽﾞ　ﾖｼﾓﾘ 915-0082 福井県越前市国高１－３－１２

321 武生 関　弘明 関医院(越前市) セキ　ﾋﾛｱｷ 915-0813 福井県越前市京町3-1-33

322 武生 髙間　俊夫 今立中央病院 ﾀｶﾏ　ﾄｼｵ 915-0242 福井県越前市粟田部町33-1

323 武生 多賀谷　正順 武生記念病院 ﾀｶﾞﾔ　ﾏｻﾉﾘ 915-0816 福井県越前市小松2-7-25

324 武生 武田　元 マルカ整形外科内科 ﾀｹﾀﾞ　ﾊｼﾞﾑ 915-0069 福井県越前市吾妻町２－８

325 武生 多保　孝典 林病院(越前市) ﾀﾎﾞ　ﾀｶﾉﾘ 915-8511 福井県越前市府中1-3-5

326 武生 千葉　幸夫 林病院(越前市) ﾁﾊﾞ　ﾕｷｵ 915-8511 福井県越前市府中1-3-5

327 武生 月岡　幹雄 月岡医院 ﾂｷｵｶ　ﾐｷｵ 915-0811 越前市本多1-10-18

328 武生 辻　里昭 マルカ整形外科内科 ﾂｼﾞ　ﾉﾘｱｷ 915-0069 福井県越前市吾妻町２－８

329 武生 土川　和宏 土川整形外科医院 ﾂﾁｶﾜ　ｶｽﾞﾋﾛ 915-0842 福井県越前市常久町８－１

330 武生 野尻　健一郎 野尻医院 ﾉｼﾞﾘ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 915-0803 越前市平出１丁目12-35

331 武生 野尻　正憲 林病院(越前市) ﾉｼﾞﾘ　ﾏｻﾉﾘ 915-8511 福井県越前市府中1-3-5

332 武生 野口　善之 中村病院 ﾉｸﾞﾁ　ﾖｼﾕｷ 915-0068 福井県越前市天王町4-28

333 武生 萩野　正樹 今庄診療所 ﾊｷﾞﾉ　ﾏｻｷ 919-0131 福井県南条郡南越前町今庄84-24-1

334 武生 萩原　哲郎 萩原医院 ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾃﾂﾛｳ 915-0013 福井県越前市宮谷町36-10

335 武生 林　秀樹 林病院(越前市) ﾊﾔｼ　ﾋﾃﾞｷ 915-8511 福井県越前市府中1-3-5

336 武生 林　義信 はやし内科外科 ﾊﾔｼ　ﾖｼﾉﾌﾞ 915-0063 福井県越前市若竹町7-5

337 武生 平井　行一郎 平井皮ふ科医院 ﾋﾗｲ　ｺｳｲﾁﾛｳ 915-0882 福井県越前市上太田町49-6-6

338 武生 平井　雅晴 平井眼科内科クリニック ﾋﾗｲ　ﾏｻﾊﾙ 915-0805 福井県越前市芝原4-10-28

339 武生 平井　雅道 ひらい医院 ﾋﾗｲ　ﾏｻﾐﾁ 915-0883 福井県越前市新町8-1-11

340 武生 福田　和則 福田胃腸科外科 ﾌｸﾀﾞ　ｶｽﾞﾉﾘ 915-0832 福井県越前市高瀬1-33-8

341 武生 藤井　秀一郎 藤井医院 ﾌｼﾞｲ　ｼｭｳｲﾁﾛｳ 915-0841 福井県越前市文京1-6-28

342 武生 堀川　利彦 堀川医院 ﾎﾘｶﾜ　ﾄｼﾋｺ 915-0811 福井県越前市本多1-6-7
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343 武生 三村　昌之 サンライフクリニック ﾐﾑﾗ　ﾏｻﾕｷ 915-0074 越前市蓬莱町6-24

344 武生 村井　アトム 笠原病院 ﾑﾗｲ　ｱﾄﾑ 915-0092 福井県越前市塚町214

345 武生 森島　繁 林病院(越前市) ﾓﾘｼﾏ　ｼｹﾞﾙ 915-8511 福井県越前市府中1-3-5

346 敦賀市 森　繁人 もり耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック ﾓﾘ　ｼｹﾞﾋﾄ 914-0124 福井県敦賀市野々町2丁目35番2

歯科

番号
所属
医師会

申請者 医療機関名 ﾌﾘｶﾞﾅ 〒 住所

1 福井支部 東　治匡 あずま歯科医院 ｱｽﾞﾏ　ﾊﾙﾀﾀﾞ 910-1106 松岡町御公領９０４

2 福井支部 生田　伸之 いくた歯科医院 ｲｸﾀ　ﾉﾌﾞﾕｷ 918-8106 福井市木田町２５１０

3 福井支部 池上　慶昭 池上歯科医院 ｲｹｶﾞﾐ　ﾖｼｱｷ 910-0011 福井市経田１－４０２

4 福井支部 板津　衛 いたつデンタルクリニック ｲﾀﾂ　ﾏﾓﾙ 918-8014 福井市花堂中２丁目１－８

5 福井支部 伊東　俊祐 伊東歯科（福井市春山） ｲﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ 910-0019 福井市春山２－１－１

6 福井支部 岩井　充男 岩井歯科医院 ｲﾜｲ　ﾐﾂｵ 910-0859 福井市日之出２－１５－１６

7 福井支部 岩田　圭一郎 いわた歯科クリニック ｲﾜﾀ　ｹｲｲﾁﾛｳ 910-0132 福井市森田新保町３－２６－１

8 福井支部 梅田　健吾 梅田歯科医院 ｳﾒﾀﾞ　ｹﾝｺﾞ 918-8026 福井市渕３－１０１７

9 福井支部 大森　正男 大森歯科医院 ｵｵﾓﾘ　ﾏｻｵ 910-0063 福井市文京４－９－１　村田ビル１F

10 福井支部 加藤　敬三 カトウ矯正歯科医院 ｶﾄｳ　ｹｲｿﾞｳ 910-0005 福井市大手２丁目１８-１２

11 福井支部 川栄　一維 川栄歯科医院 ｶﾜｴ　ｶｽﾞｲ 919-0301 福井市円成寺町８－３０

12 福井支部 近藤　　貢 近藤歯科医院 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾐﾂｸﾞ 918-8005 福井市みのり３－２１－９

13 福井支部 篠島　啓泰 ササジマ歯科医院 ｻｻｼﾞﾏ　ﾋﾛﾔｽ 918-8003 福井市毛矢２－７－３

14 福井支部 嶋田　潔 御幸歯科クリニック ｼﾏﾀﾞ　ｷﾖｼ 910-0854 福井県福井市御幸３－１６－３４

15 福井支部 島田　真弓 あおば歯科 ｼﾏﾀﾞ　ﾏﾕﾐ 918-8005 福井市みのり３－２－２１

16 福井支部 清水　俊弘 清水歯科医院（福井市） ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 910-0845 福井市志比口３－１－５

17 福井支部 杉田　宣博 杉田歯科医院 ｽｷﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 918-8027 福井市福１－１２１８

18 福井支部 鈴木　康紘 すすき歯科クリニック ｽｽｷ　ﾔｽﾋﾛ 918-8023 福井市西谷２丁目２１１０

19 福井支部 高井　三和 みわ歯科クリニック ﾀｶｲ　ﾐﾜ 910-0845 福井市志比口２－１１－１３ハーツ志比口2Ｆ

20 福井支部 坪田　和彦 坪田歯科医院（福井市） ﾂﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 910-0015 福井市二の宮５－１４－２７

21 福井支部 土肥　健二 どひ歯科クリニック ﾄﾞﾋ　ｹﾝｼﾞ 918-8025 福井市江守中2-1410　ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ2Ｆ

22 福井支部 西本　裕俊 西本歯科医院 ﾆｼﾓﾄ　ﾋﾛﾄｼ 910-0122 福井市石盛町１０１６

23 福井支部 橋本　勝人 橋本歯科医院 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾄ 918-8183 福井市浅水三ヶ町５－２７－２

24 福井支部 早川　雅秀 早川歯科医院 ﾊﾔｶﾜ　ﾏｻﾋﾃﾞ 910-0017 福井市文京3丁目27-12

25 福井支部 林　正人 はやし歯科医院 ﾊﾔｼ　ﾏｻﾄ 918-8015 福井市花堂南１－１１－３４

26 福井支部 平泉　康至 平泉歯科医院 ﾋﾗｲｽﾞﾐ　ﾔｽﾉﾘ 918-8104 福井市板垣５丁目９０８番地

27 福井支部 堀江　謙一 歯科堀江医院（花堂南） ﾎﾘｴ ｹﾝｲﾁ 918-8015 福井市花堂南２－５－３

28 福井支部 松下　秀博 松下歯科医院 ﾏﾂｼﾀ　ﾋﾃﾞﾋﾛ 910-0859 福井市日之出２－３－２１

29 福井支部 松村　玲 松村歯科医院（福井市） ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾗ 918-8205 福井市北四ツ居３－１５－６９

30 福井支部 山田　哲弘 山田歯科医院（福井市） ﾔﾏﾀﾞ　ﾃﾂﾋﾛ 918-8205 福井市北四ツ居１－８－２３

31 福井支部 山本　啓史 ヤマモト歯科医院 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 910-0859 福井市日之出１－１２－１０

32 福井支部 島田　雅胤 わかすぎ歯科クリニック ｼﾏﾀﾞ　ﾏｻﾀﾈ 918-8055 福井市若杉４丁目８１３

33 坂井支部 城戸　雅和 城戸歯科医院 ｷﾄﾞ ﾏｻｶｽﾞ 919-0413 坂井市春江町随応寺２１

34 坂井支部 齊藤　愛夫 斉藤歯科医院（あわら市) ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ 910-4105 あわら市舟津９－３９

35 坂井支部 清水　清一郎 清水歯科医院（坂井市丸岡町） ｼﾐｽﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 910-0242 坂井市丸岡町西里丸岡２－３９

36 坂井支部 新家　信行 新家歯科医院 ｱﾗｲｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 910-4103 あわら市二面１－１００８

37 大野・勝山支部 印牧　康祐 印牧歯科医院 ｶﾈﾏｷ ﾔｽﾋﾛ 912-0036 大野市美川町５－９

38 大野・勝山支部 小林　道則 こばやし歯科医院 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾉﾘ 911-0801 勝山市沢町２－９－２

39 大野・勝山支部 中道　直司 ナカミチ歯科 ﾅｶﾐﾁ ﾅｵｼﾞ 911-0035 勝山市郡町１－１－１８

40 大野・勝山支部 松村　肇 松村歯科医院（勝山市） ﾏﾂﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 911-0802 勝山市昭和町1-6-1

41 鯖江・今丹支部 池田　隆彦 いけだ歯科医院 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 915-0242 越前市粟田部町５０－４１
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42 鯖江・今丹支部 井波　博之 いなみ歯科医院 ｲﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ 916-0018 鯖江市幸町２－５－４

43 鯖江・今丹支部 大野屋　雅寛 おおのや歯科医院 ｵｵﾉﾔ ﾏｻﾋﾛ 910-3634 福井市大森町３７－１１－４

44 鯖江・今丹支部 川畑　和夫 川畑歯科医院 ｶﾜﾊﾞﾔ ｶｽﾞｵ 916-0026 鯖江市本町１－１－１２

45 鯖江・今丹支部 川畑　二紀 川畑歯科医院 ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾆｷ 916-0026 鯖江市本町１－１－１２

46 鯖江・今丹支部 川畑　紀義 川畑歯科医院 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾘﾖｼ 916-0026 鯖江市本町１－１－１２

47 鯖江・今丹支部 川畑　博昭 川畑歯科医院 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 916-0026 鯖江市本町１－１－１２

48 鯖江・今丹支部 窪田　隆之 ポプラ歯科医院 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 916-0047 鯖江市柳町１－１０－１０

49 鯖江・今丹支部 鈴木　健史 ひまわり歯科クリニック ｽｽﾞｷ　ﾀｹｼ 916-0028 鯖江市小黒町２－１０－１

50 鯖江・今丹支部 出口　拓磨 でぐち歯科クリニック ﾃﾞｸﾞﾁ　ﾀｸﾏ 916-0017 鯖江市神明町１－５０２－２

51 武生支部 工藤　敏幸 くどう歯科医院 ｸﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 915-0832 越前市高瀬１－７－１５

52 武生支部 斎藤　諭 斉藤歯科医院(南越前町) ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 919-0131 南条郡南越前町今庄７６－３

53 武生支部 西尾　治和 西尾歯科医院 ﾆｼｵ ﾊﾙｶｽﾞ 918-0802 越前市北府２－１２－２９

54 武生支部 服部　誠治 せいじ矯正歯科クリニック ﾊｯﾄﾘ　ｾｲｼﾞ 915-0094 越前市横市町１－５－７

55 武生支部 水谷　清 水谷歯科医院 ﾐｽﾞﾀﾆ ｷﾖｼ 915-0803 越前市平出３－８－４０

56 武生支部 水谷　大樹 みずたに歯科クリニック ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 915-0097 越前市長土呂町７－２０－２

57 武生支部 山本　有一郎 山本歯科医院（越前市） ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 915-0822 越前市元町１－１２

58 武生支部 脇田　昇治 わきた歯科 ﾜｷﾀ ｼｮｳｼﾞ 915-0846 越前市千福町１２７

59 敦賀支部 岸本　敏郎 岸本歯科医院 ｷｼﾓﾄ ﾄｼﾛｳ 914-0056 敦賀市津内３－５－１

60 敦賀支部 根尾　尚志 根尾歯科医院 ﾈｵ ﾋｻｼ 914-0045 敦賀市古田刈２７－３－２
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