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役立つ情報のご紹介です
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福井市

越前町

あわら市

坂井市

勝山市

大野市池田町
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南越前町

敦賀市

美浜町
若狭町

小浜市
おおい町

高浜町

鯖江市

永平寺町

福井赤十字病院
福井市月見2-4-1

福井県立病院
福井市四ツ井２-8-1

福井大学医学部附属病院
吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

福井県済生会病院
福井市和田中町舟橋7-1

独立行政法人国立病院機構　福井病院
敦賀市桜ケ丘町33-1
※Ｈ27年4月1日付「独立行政法人国立病院機構　敦賀
医療センター」に病院名変更。

福井県内のがん診療連携拠点病院

　がん診療連携拠点病院は、全国どこでも質の高いがん医療が受けられ
るようにするために国が指定した医療機関です。
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一緒に考えます

がんと言われて
頭が真っ白！！

治療についての
情報がほしい

仕事は
続けられるの ?

治療費は
どれくらい？

自宅で
介護したいが
どうしたら？

セカンドオピニオンを
受けたいけれど…

１.がんに関する相談窓口（がん相談支援センター）

　がん診療連携拠点病院には、患者さんやご家族の不安や疑問に応
える相談窓口として『がん相談支援センター』があります。
　がん相談支援センターでは、専門の相談員がお話を伺い、一般的
な医療情報の提供や療養生活全般のさまざまなご相談に対応してい
ます。
　お気軽にご相談下さい。

【相談対象】　患者さん・ご家族など
　　　　　　（他の病院で治療を受けている方も利用できます）

【 相 談 員 】　看護師や医療ソーシャルワーカーなど
【相談方法】　面接・電話による相談
【 相 談 料 】　無料
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《がん診療連携拠点病院のがん相談支援センター》
●福井県立病院　
　福井市四ツ井２丁目８-1　　　　　　
　☎0776-54-5151（代表）　〔月〜金：８時30分〜 17時〕

●福井大学医学部附属病院　　　　　　
　吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
　☎0776-61-3111（代表）　〔月〜金：８時30分〜 17時〕

●福井県済生会病院　
　福井市和田中町舟橋7-1
　☎0776-28-1212（直通）　〔月〜金：８時30分〜 17時〕

●福井赤十字病院　
　福井市月見２丁目4-1　　
　☎0776-36-3673（直通）　〔月〜金：８時30分〜 17時〕

●独立行政法人国立病院機構　福井病院
　※Ｈ27年４月１日付「独立行政法人国立病院機構　敦賀医療セン
ター」に病院名変更　

　敦賀市桜ケ丘町33-1
　☎0770-25-1600（代表）　〔月〜金：８時30分〜 17時15分〕　　　
　　　

《地域の相談窓口》　　　　　　　　　　

●がん患者相談支援推進事業　福井県看護協会　　　　
　福井市北四ツ居町601　
　☎0776-54-8620（専用）　〔火：10時30分〜 15時〕

※代表に連絡する時は交換に「がん相談」とお伝えください。
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２．医療に関すること

《セカンドオピニオンを受けたい》
　セカンドオピニオンとは、患者さんが納得のいく治療を選択すること
ができるように、現在診療を受けている担当医とは別の医療機関の医師
に『第２の意見』を求めることです。
①診断　②治療方針　③治療方法などについて相談できます。
　セカンドオピニオン窓口ではセカンドオピニオンに関する相談ができ
ます。

◆がん診療連携拠点病院のセカンドオピニオン窓口

がん診療連携拠点病院 セカンドオピニオン窓口（問合せ先）

福井県立病院 がん相談支援センター
0776-54-5151（代表）

福井大学医学部附属病院 総合診療部
0776-61-3111（代表）

（セカンドオピニオン担当）

福井県済生会病院 よろず相談室
0776-28-8185

福井赤十字病院 地域医療連携課
0776-36-4110

独立行政法人
国立病院機構　福井病院

がん相談支援センター
0770-25-1600（代表）

※Ｈ27年４月１日付「独立行政法人国立病院機構　敦賀医療セン
ター」に病院名変更

＊セカンドオピニオンは全額自費で、健康保険は適用されません。
＊予約が必要です。
＊がん診療連携拠点病院以外の医療機関でもセカンドオピニオンを実施し

ています。
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私の
カルテ 紹介状連携パス

今後の治療方針や検査の
結果がよく分かり、

納得して治療を受けられます！

・日常的な健康管理
・簡易検査
・定期的な投薬　等

・専門的な治療
  （手術、放射線治療等）
・精密検査　等

定期受診 定期受診

かかりつけ医 患者さん 拠点病院

《がん地域連携クリニカルパスについて》
　福井県のがん診療連携拠点病院では、患者さんに分かりやすく安全で
質の高い医療を提供するため、５つのがんの種類について「がん地域連
携クリニカルパス」を作成し、かかりつけ医（地域の病院・診療所）と
協力して診療を行っています。

◆がん地域連携クリニカルパスとは？
　退院後の診療体制、スケジュールを記載した『診療計画表』のことです。
退院後も患者さんが安心して治療を継続していただくためには、退院後
の診療体制・スケジュールが整っていることが必要です。
　この診療計画表に基づき、拠点病院の主治医とかかりつけ医（地域の
病院・診療所）が協力して治療や検査を行います。
　具体的には、日々の診療と処方などはかかりつけ医が行い、専門的な
治療や検査を拠点病院が実施するなど、それぞれの機能・役割を分担し、
その情報を共有することで、患者さんにとって切れ目のない円滑な医療
提供体制をとっています。
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◆がん地域連携クリニカルパスの利点
・主治医が２人になり、きめ細かな対応が望めます。
・拠点病院とかかりつけ医が機能分担することで、いつでも、どこでも、

質の高い医療を受けることが出来ます。
・患者さんが「いつ」「どこで」「どんな」診察・検査を受けるのかわか

ります。
・重複した検査・投薬が避けられます。

◆がん地域連携クリニカルパスの種類
・胃がん　　　　・大腸がん　　　　・肺がん

　 　　　　　 　　　　　　

・乳がん　　　　・肝臓がん

　 　　　　　

◆私のカルテについて
　「私のカルテ」は、患者さん自身が記録・管理する『健康日記』です。
拠点病院を退院する際に地域連携クリニカルパス適用患者さんにお渡し
しています。

【使い方】
◆日頃の体調や不安、疑問など医師に聞きたいことを記録し、受診

の際には忘れずに持参し、主治医に相談しましょう。
◆検査結果や治療内容などの情報を記録し、診療経過を把握しま

しょう。
◆個人の責任で管理しましょう。

【使い方】
◆日頃の体調や不安、疑問など医師に聞きたいことを記録し、受診

の際には忘れずに持参し、主治医に相談しましょう。
◆検査結果や治療内容などの情報を記録し、診療経過を把握しま

しょう。
◆個人の責任で管理しましょう。
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《緩和ケアについて》
　緩和ケアは、がんが進行した時期だけでなく、がんが見つかったとき
から治療中も必要に応じて行われるべきものです。患者さんが自分らし
く過ごすために、『体や心のつらさを和らげる』治療を受けることです。
県内のがん診療連携拠点病院で、緩和ケアを受ける方法は３つあります。
・一般病棟に入院し、がんの治療を受けながら担当医や緩和ケアチーム

のケアを受けることができます。
・緩和ケアを専門の病棟で受けることができます。
・緩和ケア外来に通院し、緩和ケアを受けることができます。

◆県内の緩和ケア病棟及び病床

病院名（所在地） 病床数 問合せ先

福井県立病院             
（福井市四ツ井２丁目８- １） 20床 がん相談支援センター

0776-54-5151（代表）

福井県済生会病院
（福井市和田中町舟橋７- １） 20床 がん相談支援センター

0776-28-1212

福井大学医学部附属病院
（吉田郡永平寺町松岡下合月23 -３） ４床 緩和ケア担当

0776-61-3111（代表）

福井赤十字病院
【平成27年春開設予定】
（福井市月見２丁目４- １）

20床 がん相談支援センター
0776-36-3673

◆在宅での緩和ケアについて
　　訪問診療医（かかりつけ医）、訪問看護師、薬剤師、ホームヘルパー

等が協力して体制を整えます。
◆「診療手帳ふくい　在宅緩和ケア地域連携パス」について
　　かかりつけ医のもとで十分に専門医と連携のとれた在宅療養を継続

し、安心してご家族との生活を送るために活用できます。
　（ダウンロード先：http://www.pref.fukui.jp/doc/kenkou/gantaisaku/

zaitakukannwakea_d/fil/pass1.pdf ）
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３．よくある相談と利用できる制度

《医療費助成》

 １．医療費が高額になったとき

➡ 高額療養費制度
事前に『限度額適用認定証』の交付を申請しましょう。
医療機関窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
年齢、所得、加入の公的医療保険により異なります。
【窓口】　加入する公的医療保険
➡ 高額療養費貸付制度
医療費の支払いが困難な場合は、高額医療費として支給される見込み額
の８割程度が無利子で貸与されます。
【窓口】　加入する公的医療保険
➡ 確定申告
前年の医療費が10万円、または所得の５％を超えた場合に医療費控除
が受けられます。領収書が必要です。
【窓口】　税務署、市町の税担当課（Ｐ16参照）

 ２．小児がんの医療助成を受けたい

➡ 小児慢性特定疾病治療費助成制度
医療費の負担を軽減できます。
【窓口】　県健康福祉センター（Ｐ22参照）

 ３．ひとり親家族の方へ

➡ ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子が病気等のため医療機関を受診した場合、窓口で
支払う自己負担額が助成されます。（所得制限あり）　　　　 
【窓口】　各市町の児童福祉担当課（Ｐ16参照）
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 ４．心身に重度の障害がある方へ

➡ 重度心身障害者（児）医療費助成制度
身体障害者手帳の等級により（所得制限あり）保険医療費の自己負担が
助成されます。
【窓口】　各市町の障害福祉担当課（Ｐ16参照）

《生活支援》

 １．会社を休んで療養する場合の保障を利用したい

➡ 傷病手当金
健康保険加入者が連続３日間の休業をした場合、４日目以降休んだ日に
対して支給されます。
【窓口】　加入する公的医療保険

 ２．障害のために十分働けないときの保障を利用したい

➡ 障害年金
病気により身体機能に障害がある場合に申請できます。
初診日から１年半以上経過していることが条件です。
【窓口】　各市町の年金担当課（Ｐ16参照）
　　　　年金事務所、共済組合

 ３．生活資金を借りたい

➡ 生活福祉金貸付制度
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯・失業者世帯に対して、生活の安
定や自立を図るための生活資金の借り入れができます。
【窓口】　各市町の社会福祉協議会（Ｐ23~24参照）
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 ４．経済的援助を受けたい

➡ 生活保護
病気で仕事ができない、収入が乏しいという理由で最低限度の生活を維
持できない時に適用されます。（生活扶助・医療扶助・介護扶助）
【窓口】　福祉の相談窓口（Ｐ15参照）

《自宅での療養生活が心配》

 １．体に障害が残ったのでサポートをうけたい

➡ 身体障害者手帳の申請
身体に障害が残った場合に、補装具や日常生活用具の支給、税金の減免
などの助成や支援を受けられます。
障害程度により１〜６級に区分されます。
【窓口】　各市町の障害福祉担当課（Ｐ16参照）
　　　　福祉の相談窓口（Ｐ15参照）

 ２．介護サービスを受けたい

➡ 介護保険制度
65歳以上で介護や支援が必要と認定された方、40 〜 64歳までで特定疾
病が原因で介護や支援が必要と認定された方がサービスを受けられま
す。（がん末期は特定疾病に含まれる）
【窓口】　地域包括支援センター（Ｐ17~22参照）
　　　　各市町の介護保険担当課（Ｐ16参照）
★利用できるサービス
　・訪問介護　　　　　・訪問リハビリテーション
　・福祉用具貸与　　　・通所介護、通所リハビリテーション
　・訪問看護　　　　　・特定福祉用具購入費の支給
　・訪問入浴介護　　　・住宅改修費の支給

➡ 医療保険による訪問看護
【窓口】　訪問看護（Ｐ25~31参照）
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４．がん医療情報を知りたい

◆インターネット
★がん情報ポータブルサイト　『がんネットふくい』
　 http:www.gan-net.fukui.jp/

　

●主な掲載内容
・がんを知ろう　　　　　　　　　　・がんを予防しよう
・がん検診を受けよう　　　　　　　・がんのQ＆A　　
・相談窓口　　　　　　　　　　　　・パンフレット
・リンク集…各市町HPへリンク

★医療情報ネットふくい
　 http://www.qq.pref.fukui.jp/

　
●主な掲載内容

・福井県内の医療機関、薬局を探す
・すこやか健康情報

★国立がん研究センター『がん対策情報センター』
　 http://ganjoho.ncc.go.jp/
★日本対がん協会
　 http://www.jcancer.jp/

◆図書（国立がん研究センターがん対策情報センター編）
★患者必携『がんになったら手に取るガイド』
★患者必携『もしもがんが再発したら』
★『私もがんでした』
★がんの冊子シリーズ（各種がんシリーズ、小児がんシリーズ、社会と

がんシリーズ、がんと療養シリーズ）
　（各がん診療連携拠点病院の相談支援センター等に設置しています）
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５．患者会・サロン

◆患者会
名称 頻度 対象者 連絡先

日本オストミー協会
福井県支部

１回/月
オストメイト
院内患者

越屋メディカル株式会社
（0776-26-0548）

あじさいの会
（ウロストーマの会）

３〜４回/年
膀胱・腎・尿路
院内患者

福井県済生会病院
がん相談支援センター

（0776-28-1212）

虹の会
（ストーマの会）

６回/年
小腸・大腸
院内患者

福井県済生会病院
がん相談支援センター

（0776-28-1212）

スマイル友の会
（乳がん患者の会）

６回/年
（不定期）

乳がん患者
院内患者

福井県済生会病院
がん相談支援センター

（0776-28-1212）

マスカットクラブ
（肺がん患者の会）

６回/年
肺がん患者
院内患者

福井県済生会病院
がん相談支援センター

（0776-28-1212）

咲咲の会
（婦人科がん患者会）

３〜４回/年
子宮・卵巣がん
院内患者

福井県済生会病院
がん相談支援センター

（0776-28-1212）

みのり会
（がん体験者の会）

４回/年
全がん
院外患者可

福井大学医学部附属病院
看護学科成人・老人看護
学助教室

（0776-61-3111）
（内線2651）

スマイル会 １回/月
全がん
院外患者可

福井赤十字病院
がん相談支援センター

（0776-36-3673）

（公益財団法人）
がんの子供を守る会
福井県支部

定例会１回/月
ピアサポート会
４回/年

小児がん
患者・家族

がんの子供を守る会
福井県支部

（0776-22-5132）
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◆サロン
名称 定期・頻度（対象者） 連絡先

がん患者サロン
「きねの」

１回/月
（全がん患者・家族・院外患者可） 福井県立病院

がん相談支援センター
0776-54-5151（代表）４回/年

（乳がん患者・家族・院外患者可）

患者・家族サロン
「やわらぎ」

毎週月〜金・イベント３回/月
（全がん患者・家族・院内患者）

福井大学医学部附属病院
0776-61-3111
がん相談担当

メディカルカフェ
１回/月

（全がん患者・家族・院外患者可）

福井県済生会病院
がん相談支援センター
0776-28-1212（直通）

がんサポート教室
がんサロン（仮称）
27年春開設予定

２回/月
（全がん患者・家族・院内患者）
※平成27年春開設予定　週１回

（全がん患者・家族　院外患者可）

福井赤十字病院
がん相談支援センター
0776-36-3673（直通）

患者サロン
「ひだまり」

４回/年
（全がん患者・家族・院内患者）

独立行政法人国立病院機構
福井病院がん相談支援セ
ンター
0770-25-1600（代表）

がん患者サロン
６回/年

（全がん患者・家族）
福井県看護協会
0776-54-8620（専用）

　がん診療連携拠点病院が開催するサロンは、がん患者さんやご
家族などが心の悩みや体験などを語り合うことができる場です。
　病院により開催状況は異なりますが、病気や療養生活のミニ学習
会、体験者同士が自由に語り合える場などを設けています。参加者
からは、「体験者同士が話すことで気持ちが楽になった」「勇気をも
らった」などの感想をいただいております。辛い気持をひとりで抱
え込まず話してみませんか！
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６．行政機関などの問合せ先

◆がん検診の問合せ窓口
窓口 電話番号

福井市保健センター 0776-28-1256

清水保健センター 0776-98-3200

敦賀市健康管理センター 0770-25-5311

小浜市健康管理センター 0770-52-2222

大野市健康長寿課 0779-66-6631

勝山市健康長寿課 0779-87-0888

鯖江市健康課 0778-52-1138

あわら市健康長寿課 0776-73-8023

越前市健康増進課 0778-24-2221

坂井市健康増進課 0776-50-3067

永平寺町松岡保健センター 0776-61-0111

池田町保健福祉課 0778-44-8000

南越前町保健福祉課 0778-47-8007

越前町健康増進室 0778-36-1375

美浜町健康づくり課 0770-32-6713

高浜町保健課 0770-72-2493

おおい町なごみ保健課 0770-77-1155

若狭町健康課 0770-62-2721

福井県健康福祉部健康増進課 0776-20-0351
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◆福祉の相談窓口
窓口（住所） 電話番号 担当区域

福井健康福祉センター　福祉課
（福井市西木田２丁目8-8）

0776-36-2857 永平寺町

丹南健康福祉センター　福祉課
（鯖江市水落町１丁目2-25）

0778-51-0034 越前町

丹南健康福祉センター　
丹南福祉保健部福祉課

（越前市文京２丁目13-39）
0778-22-4135

池田町
南越前町

嶺南振興局
二州健康福祉センター　福祉課

（敦賀市開町6-5）
0770-22-3747

美浜町
若狭町（旧三方町）

嶺南振興局
若狭健康福祉センター　福祉課

（小浜市四谷町3-10）
0770-52-1300

高浜町・おおい町
若狭町（旧上中町）

福井市福祉事務所
（福井市大手３丁目10-1）

0776-20-5404 福井市

敦賀市福祉事務所
（敦賀市中央２丁目1-1）

0770-22-8123 敦賀市

小浜市福祉事務所
（小浜市大手6-3）

0770-53-1111 小浜市

大野市福祉事務所
（大野市天神町1-1）

0779-66-1111 大野市

勝山市福祉事務所
福祉健康センター「すこやか」内

（勝山市郡町１丁目１-50）
0779-87-0777 勝山市

鯖江市福祉事務所
（鯖江市西山町13-1）

0778-53-2216 鯖江市

あわら市福祉事務所
（あわら市市姫３丁目1-1）

0776-73-8020 あわら市
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越前市福祉事務所
（越前市府中１丁目13-7）

0778-22-3004 越前市

坂井市福祉事務所
（坂井市坂井町下新庄1-1）

0776-50-3041 坂井市

◆市役所、町役場　（＊各担当課にご連絡ください）

市役所、町役場 窓口（住所） 電話

福井市役所 福井市大手３丁目10-1 0776-20-5111

敦賀市役所 敦賀市中央町２丁目1-1 0770-21-1111

小浜市役所 小浜市大手町6-3 0770-53-1111

大野市役所 大野市天神町1-1 0779-66-1111

勝山市役所 勝山市元町１丁目1-1 0779-88-1111

鯖江市役所 鯖江市西山町13-1 0778-51-2200

あわら市役所 あわら市市姫３丁目1-1 0776-73-1221

越前市役所 越前市府中１丁目13-7 0778-22-3000

坂井市役所 坂井市坂井町下新庄１-1 0776-66-1500

永平寺町役場 吉田郡永平寺町松岡春日１丁目4 0776-61-1111

池田町役場 今立郡池田町稲荷35-4 0778-44-6000

南越前町役場 南条郡南越前町東大道29-1 0778-47-3000

越前町役場 丹生郡越前町西田中13-5-1 0778-34-1234

美浜町役場 三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-1111

高浜町役場 大飯郡高浜町宮崎71-7-1 0770-72-1111

おおい町役場 大飯郡おおい町本郷136-1-1 0770-77-1111

若狭町役場 三方上中郡若狭町中央1-1 0770-45-1111
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◆地域包括支援センター
【福井市】

窓口（住所） 電話番号 担当地区

ほやねっと川西
※福井リハビリテーション病院内

（福井市南楢原町20字大畑２番地）
0776-59-1551 大安寺・国見

鶉棗・鷹巣・本郷
宮ノ下・越廼ほやねっと川西　あゆかわ相談所

（福井市鮎川町107-2-2）
0776-88-2011

ほやねっと西
（福井市日光１丁目1-22）

0776-21-2220 湊・東安居・安居
一光・殿下・日新
清水東・清水西
清水南・清水北

ほやねっと西　たこお相談所
（福井市竹生町32-48）

0776-98-3517

ほやねっと南
（福井市福１丁目1710）

0776-36-1246
清明・社南・社北
麻生津・社西

ほやねっと橋南　※うららの家内
（福井市木田１丁目3308）

0776-33-5777 豊・木田・足羽

ほやねっと東足羽　※福井厚生病院内
（福井市下六条町201）

0776-41-4135 酒生・一乗・文殊
上文殊・六条
東郷・美山ほやねっと東足羽　すいだに相談所

（福井市椙谷町12-9-2）
0776-90-3858

ほやねっと東　　※藤島園内
（福井市高木中央３丁目1701）

0776-57-0040
円山・啓蒙・岡保
中藤島・東藤島

ほやねっと北
※福井総合クリニック内

（福井市新田塚１丁目42-1）
0776-25-2510

西藤島・河合
森田・明新

ほやねっと中央北
（福井市文京２丁目6-10）

0776-28-7271 宝永・春山・松本

ほやねっと中央　※駅東さくらビル３階
（福井市手寄１丁目7-23）

0776-28-2660
順化・日之出
旭・和田
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【敦賀市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

基幹型　敦賀市地域包括支援センター
『長寿』
※敦賀市役所内

（敦賀市中央町２丁目1-1）

0770-22-8181

市内全域
在宅医療・介護連携
コーディネーターを
配置

敦賀市地域包括支援センター
『あいあい』
※あいあいプラザ内

（敦賀市東洋町4-1）

0770-22-7272
北・南・西
松原・西浦・東浦
東郷・中郷・愛発

敦賀市地域包括支援センター
『なごみ』
※つるが生協在宅総合センター和内

（敦賀市公文名1-6）

0770-21-7530 粟野

【小浜市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

小浜市地域包括支援センター
※小浜市役所内

（小浜市大手町6-3）
0770-53-1111 市内全域

【大野市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

大野市地域包括支援センター
※結とぴあ内

（大野市天神町1-19）
0779-65-5046 市内全域

【勝山市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

勝山市地域包括支援センター
※福祉健康センターすこやか内

（勝山市郡町1-1-50）
0779-87-0900 市内全域
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【鯖江市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

鯖江市地域包括支援センター
※鯖江市役所内

（鯖江市西山町13-1 ）
0778-53-2265 市内全域

鯖江地区地域包括支援サブセンター
※木村病院併設

（鯖江市旭町４丁目4-13）
0778-51-0112 鯖江

神明地区地域包括支援サブセンター
※鯖江市社会福祉協議会内

（鯖江市水落町２丁目30-1）
0778-51-0091 神明

鯖江西地区地域包括支援サブセンター
※エレガント・セニール・ガーデン内

（鯖江市吉江町31-7-1）
0778-53-2776 立待・吉川・豊

鯖江東地区地域包括支援サブセンター
※鯖江ケアセンターみどり荘内

（鯖江市中野町33-20-1）
0778-54-0513

新鯖江・中河
片上・北中山
河和田

【あわら市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

あわら市地域包括支援センター
※あわら市役所内

（あわら市市姫３丁目1-1）
0776-73-8046 市内全域

【越前市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

基幹型　越前市地域包括支援センター
※越前市役所内

（越前市府中１丁目13-7）
0778-22-3784 市内全域

地域型　越前市社会福祉協議会
地域包括支援センター
※介護支援センター芦山内

（越前市矢船町8-12-1）

0778-22-6111
北新庄
味真野
北日野
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しくら地域包括サブセンター
（越前市千福町328）

0778-29-1188
坂口
王子保・南

あいの樹地域包括サブセンター
（越前市中央２丁目9-40）

0778-21-2886 西・神山・白山

地域包括サブセンター　メゾンいまだて
（越前市東樫尾町8-38）

0778-43-1888
粟田部・岡本
南中山・服間

地域包括サブセンター和上苑
※エスポアールわかたけ内

（越前市瓜生町33-12-2）
0778-23-5255 国高・東

地域包括サブセンター丹南きらめき
（越前市家久町49）

0778-22-7776 吉野・大虫

【坂井市】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

坂井市地域包括支援センター
※坂井市役所内

（坂井市坂井町下新庄1-1）
0776-50-2264 市内全域

坂井市地域包括支援サブセンター
※社会福祉協議会内

（坂井市坂井町下新庄18-3-1）
0776-67-5000 主に丸岡地区

【永平寺町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

永平寺町社会福祉協議会
地域包括支援センター　　　　　　　
※やすらぎの郷内

（吉田郡永平寺町石上27-27）

0776-64-3535 町内全域

【池田町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

池田町地域包括支援センター
※池田町総合保健福祉センター内

（今立郡池田町藪田5-3-1）
0778-44-8008 町内全域
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【南越前町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

南越前町地域包括支援センター
※南越前町役場内

（南条郡南越前町東大道29-1）
0778-47-8009 町内全域

南越前町地域包括サブセンター
※今庄福祉センター内

（南条郡南越前町今庄86-5-2）
0778-45-1170 今庄

南越前町地域包括サブセンター
※河野保健福祉センター内

（南条郡南越前町甲楽城7-31-1）
0778-48-2260 河野

【越前町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

越前町地域包括支援センター
※織田保健福祉センター内

（丹生郡越前町織田106-51-1）
0778-36-1067 町内全域

【美浜町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

美浜町地域包括支援センター
※美浜町役場内

（三方郡美浜町郷市25-25）
0770-32-6704 町内全域

【高浜町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

高浜町地域包括支援センター
※高浜町保健福祉センター内

（大飯郡高浜町和田117-68）
0770-72-6120 町内全域

【おおい町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

おおい町地域包括支援センター
※保健福祉センターなごみ内

（大飯郡おおい町本郷92-51-1）
0770-77-2770 町内全域
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【若狭町】
窓口（住所） 電話番号 担当地区

若狭町地域包括支援センター
※若狭町役場内

（三方上中郡若狭町市場20-18）
0770-62-2703 町内全域

◆県健康福祉センター
窓口（住所） 電話番号 担当区域

福井健康福祉センター
（福井市西木田２丁目8-8）

0776-36-1116 福井市・永平寺町

坂井健康福祉センター
（あわら市春宮２丁目21-17）

0776-73-0600 あわら市・坂井市

奥越健康福祉センター
（大野市天神町1-1）

0779-66-2076 大野市・勝山市

丹南健康福祉センター
（鯖江市水落町１丁目2-25）

0778-51-0034 鯖江市・越前町

丹南健康福祉センター
武生福祉保健部

（越前市文京２丁目13-39）
0778-22-4135

越前市・池田町
南越前町

嶺南振興局二州健康福祉センター
（敦賀市開町6-5）

0770-22-3747
敦賀市・美浜町
若狭町（旧三方町）

嶺南振興局若狭健康福祉センター
（小浜市四谷町3-10）

0770-52-1300
小浜市・高浜町
おおい町
若狭町（旧上中町）
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◆社会福祉協議会
窓口（住所） 電話番号

福井県社会福祉協議会　※県社会福祉センター内
（福井市光陽２丁目3-22）

0776-24-2339

福井市社会福祉協議会　　※市民福祉会館内
（福井市春山２丁目7-15）

0776-26-1853

敦賀市社会福祉協議会　※ 福祉総合センター内
（敦賀市東洋町4-1）

0770-22-3133

小浜市社会福祉協議会　※総合福祉センター内
（小浜市遠敷84-3-4）

0770-56-5800

大野市社会福祉協議会　※結とぴあ内
（大野市天神町1-19）

0779-65-8773

勝山市社会福祉協議会
※福祉健康センター「すこやか」内

（勝山市郡町１丁目1-50）
0779-88-1177

鯖江市社会福祉協議会　※健康福祉センター内
（鯖江市水落町2-30-1）

0778-51-0091

あわら市社会福祉協議会　※老人福祉センター市姫荘内
（あわら市市姫2-31-6）

0776-73-2253

越前市社会福祉協議会　※社会福祉センター内
（越前市杉尾町1-27-1）

0778-42-0300

坂井市社会福祉協議会　※いきいきプラザ霞の郷内
（坂井市丸岡町八ヶ郷21-7-1）

0776-68-5070

永平寺町社会福祉協議会　※上志比村やすらぎの郷内
（吉田郡永平寺町石上27-27）

0776-64-3000

池田町社会福祉協議会　※総合保健センター内
（今立郡池田町薮田5-3-1）

0778-44-7750

南越前町社会福祉協議会　※保健福祉センター内
（南条郡南越前町脇本17-38-1）

0778-47-3767
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越前町社会福祉協議会　※社会福祉センター内
（丹生郡越前町西田中8-20-1）

0778-34-2388

美浜町社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　
※保健福祉センター「はあとぴあ」内

（三方郡美浜町郷市25-20）
0770-32-1164

高浜町社会福祉協議会　※保健福祉センター内
（大飯郡高浜町和田117-68）

0770-72-2411

おおい町社会福祉協議会　※あみーシャン大飯内
（大飯郡おおい町本郷82-14）

0770-77-3415

若狭町社会福祉協議会　※パレア若狭内
（三方上中郡若狭町市場18-18）

0770-62-9005



��

◆訪問看護　（平成26年12月末現在・順不同）

【福井市】
窓口（住所） 電話番号

訪問看護ひまわりステーション
（福井市下六条町217）

0776-41-8484

新田塚訪問看護ステーション
（福井市新田塚１丁目42-1）

0776-22-8457

福井県済生会訪問看護ステーション
（福井市和田中町舟橋7-1）

0776-27-5253

公益社団法人　福井県看護協会　訪問看護ステーションふくい
（福井市北四ツ居601　福井県看護協会会館１階）

0776-54-0785

光陽訪問看護ステ−ション
（福井市光陽３丁目9-23）

0776-24-9996

大和田訪問看護ステーション
（福井市大和田町30-7）

0776-52-2808

みどりの森訪問看護ステーション
（福井市文京２丁目6-10　財団法人 松原病院 西管理棟３階）

0776-28-7211

福井赤十字訪問看護ステ−ション
（福井市月見２丁目4-1）

0776-36-1602

ゆうあい訪問看護ステーション
（福井市大願寺３丁目9-3）

0776-27-0175

ケア・フレンズ訪問看護ステーション
（福井市松本２丁目25-16）

0776-27-5853

(有)スマイルケア
（福井市文京１丁目11-7）

0776-28-5283

いちご訪問看護ステーション
（福井市西方１丁目2-11いちご在宅支援センター４階）

0776-20-1100

訪問看護ステーション美山
（福井市椙谷町12-9-2）

0776-90-3838
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仁愛訪問看護センター
（福井市乾徳4-4-7）

0776-26-7313

サテライト・仁愛訪問看護センターあゆかわ
（福井市鮎川町107-2-2）

090-2377-3215

しみず訪問看護ステーション
（福井市グリーンハイツ４丁目174）

0776-98-7500

訪問看護　あさがおステーション
（福井市新保町19字35番1）

0776-54-6300

訪問看護ステーション　シンカイ福井
（福井市丸山２丁目1405）

0776-60-0188

訪問看護ステーション　やわらぎ
（福井市下六条町217-4）

0776-41-0250

うらら訪問看護ステーション
（福井市木田１丁目3308）

0776-33-1610

ひなた訪問看護ステーション
（福井市福新町306-4）

0776-43-0665

訪問看護リハビリステーション三栄ケアーズ元気ふくい
（福井市三郎丸町21-19-5）

0776-23-1263

訪問看護ステーションよつ葉ふくい
（福井市西谷３丁目807　ドミールＭ102号

0776-43-9006

地域看護ステーション　みかんの木
（福井市田原1-3-5）

0776-21-3533

訪問看護ステーション　えばたホームやわらぎ
（福井市江端町20-1-3）

0776-43-1360

福井循環器病院
（福井市新保２丁目228番地）

0776-54-1399

小林クリニック
（福井市文京２丁目1-15）

0776-22-2666

訪問看護ステーション松本やわらぎ
（福井市松本１丁目2-19）

0776-26-4321
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【敦賀市】
窓口（住所） 電話番号

敦賀市訪問看護ステーション
（敦賀市東洋町4-1敦賀市福祉総合センター
「あいあいプラザ」内）

0770-22-7200

つるが生協訪問看護ステーション ハピナス
（敦賀市公文名1-6）

0770-25-4351

敦賀ケアセンターかくだ訪問看護ステーション
（敦賀市昭和町２丁目20-16）

0770-25-4141

リハぷらす地域看護ステーション
（敦賀市白銀町10-13　酒井電機ビル2階）

0770-22-6222

訪問看護ステーションこばやし
（敦賀市砂流50-37-7　ひばりヶ丘）

0770-23-1605

ケアサービス一休さん訪問看護ステーション
（敦賀市山泉73-905）

0770-47-5023

指定訪問看護ステーションめいほう
（敦賀市津内３丁目6-38　明峰クリニック2階）

0770-23-3123

訪問看護ステーションいずみ
（敦賀市清水町２丁目8-13）

0770-22-6660

【小浜市】
窓口（住所） 電話番号

訪問看護ステーションまどか
（小浜市遠敷10-601-1）

0770-56-4625

ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと
（小浜市南川町12-13）

0770-53-3028

【大野市】
窓口（住所） 電話番号

大野和光園訪問看護ステーション
（大野市春日３丁目1718）

0779-69-9500
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訪問看護さくらステーション
（大野市中津川32字33）

0779-69-7090

一乗ハイツ訪問看護ステーション
（大野市牛ケ原154-1-1）

0779-65-7131

キラキラ訪問看護ステーション
（大野市要町1-13　松田病院内）

0779-66-6090

【勝山市】
窓口（住所） 電話番号

独立行政法人　地域医療機能推進機構
福井勝山総合病院附属訪問看護ステーション

（勝山市長山町2-6-21　福井勝山総合病院内）
0779-87-6209

さつき苑訪問看護ステーション
（勝山市片瀬15-22）

0779-87-7733

【鯖江市】
窓口（住所） 電話番号

訪問看護ステ−ションさばえ
（鯖江市旭町4-4-13）

0778-51-0112

みどり荘訪問看護ステーション
（鯖江市中野町33-20-1）

0778-51-7540

コスモス訪問看護ステーション
（鯖江市屋形町1-19）

0778-54-0381

公立丹南病院訪問看護ステーション
（鯖江市三六町１丁目2-31）

0778-52-2050

ドリーム訪問看護ステーション
（鯖江市東鯖江２丁目9-16）

0778-54-7800

【あわら市】
窓口（住所） 電話番号

坂井地区医師会訪問看護ステーション
（あわら市東善寺5-27）

0776-73-5377
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訪問看護ステーションなるざリハビリサービス
（あわら市二面２丁目302）

0776-77-2282

【越前市】
窓口（住所） 電話番号

すずらん看護サービスステーション
（越前市中央2-9-40）

0778-21-1808

訪問看護ステーション府中
（越前市府中１丁目4-10）

0778-24-3610

さわやか訪問看護ステーション
（越前市塚町214）

0778-21-5800

訪問看護ステーションえちぜんやわらぎ
（越前市家久町88-17-5）

0778-42-5863

しくら訪問看護ステーション
（越前市今宿町8-1）

0778-21-5555

ほっとリハビリ訪問看護ステーション
（越前市高木町55-11-11）

0778-21-5208

訪問看護ステーションいまだて
（越前市粟田部町33-1）

0778-42-1000

ケアフルハウス訪問看護ステーション
（越前市広瀬町153-12-3）

0778-22-0030

訪問看護リハビリステーション　蕾
（越前市家久町55-13-3）

0778-42-7322

【坂井市】
窓口（住所） 電話番号

坂井地区医師会 霞の郷訪問看護ステーション
（坂井市丸岡町八ケ郷21-7-1）

0776-68-5075

ハートフル訪問看護ステーション
（坂井市丸岡町一本田中29-5-1）

0776-67-5003
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トゥモローズ訪問看護・リハセンター
（坂井市坂井町下新庄18-15-1）

0776-50-1002

シンシア訪問看護ステーション
（坂井市春江町正善4-7-3）

0776-63-5233

春江病院訪問看護ステーション
（坂井市春江町江留下屋敷54-1）

0776-63-5883

ハート＆ハート訪問看護ステーション
（坂井市坂井町上兵庫48-28）

0776-72-3908

宮崎病院
（坂井市三国町北本町２丁目2-6）

0776-82-1002

藤井医院
（坂井市三国町南本町３丁目3-20）

0776-82-1113

【永平寺町】
窓口（住所） 電話番号

ひかり訪問看護ステーション
（吉田郡永平寺町山王7-30）

0776-64-3400

サテライト・仁愛訪問看護センターまつおか
（永平寺町松岡葵２丁目103）

0776-61-3211

【南越前町】
窓口（住所） 電話番号

南越前町国民健康保険　今庄診療所
（南条郡南越前町今庄84-24-1）

0778-45-0030

医療法人　加藤医院
（南条郡南越前町東大道25-27）

0778-47-3233

【越前町】
窓口（住所） 電話番号

おた訪問看護ステーション　
（丹生郡越前町織田106-44-1　
越前町国民健康保険織田病院内）

0778-36-0190
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【美浜町】
窓口（住所） 電話番号

訪問看護ステーション　リハすまいる
（三方郡美浜町久々子31-3-1）

0770-32-3188

サテライト・リハぷらす地域看護ステーション美浜
（三方郡美浜町大藪9-2）

0770-32-6060

【高浜町】
窓口（住所） 電話番号

独立法人　地域医療機能推進機構　　
若狭高浜病院附属訪問看護ステーション

（大飯郡高浜町宮崎87-14-47）
0770-72-1728

訪問看護ステーション　グっとサポート
（大飯郡高浜町薗部49-3）

0770-72-3373

【おおい町】
窓口（住所） 電話番号

おおい町国民健康保険名田庄診療所
（大飯郡おおい町名田庄下6-1）

0770-67-3037

【若狭町】
窓口（住所） 電話番号

訪問看護ステーション美方
（三方上中郡若狭町井崎40-80）

0770-45-2837

若狭町国民健康保険上中病院
（三方上中郡若狭町市場19-5）

0770-62-1188

※訪問看護一覧は
　・公益社団法人　福井県看護協会　
　　福井県訪問看護ステーション連携情報サイト
　・ 安全・安心お助けサイト　医療、介護福祉の情報
　　 ‐ 訪問介護 ‐ 福井新聞
　・ 介護事業所サイト　「かいごＤＢ」　　　　　　　より
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