
入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

○福井市

1 あすわクリニック
病棟Ｎｓ

透析室Ｎｓ
病棟Ｎｓ

透析室Ｎｓ
病棟Ｎｓ

透析室Ｎｓ

2 安土整形外科医院
医事課
病棟Ｎｓ

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

3 荒川整形外科医院 ナースステーション ナースステーション ナースステーション

4 岩井病院 医事課 医事課 医事課

5 いわき医院 病棟看護師
病棟看護師

または
ケアマネジャー

病棟看護師
または

ケアマネジャー

6 打波外科胃腸科婦人科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

7 梅田整形外科医院 退院支援担当係 退院支援担当係 退院支援担当係

8
医療法人
駅東整形外科

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

9 大滝病院 地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

10
医療法人 弘昭会
大森整形外科リウマチ科

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

11
医療法人 雄久会
奥村外科胃腸科

病棟Ｎｓ
（主任）

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

12 片山整形外科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

13 光陽生協病院 病棟看護師 病棟看護師
地域連携室
病棟看護師

〒918-8016
福井市江端町１３－１５－４

担当：院長
ＴＥＬ：０７７６－３５－２４００
ＦＡＸ：０７７６－３５－３２５６
対応可能な時間帯
　　２４時間対応可能

〒910-0026
福井市光陽３丁目１０－２４

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－２４－５００９
ＦＡＸ：０７７６－２４－８７４１
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：３０

〒918-8205
福井市北四ツ居３－１４－１２

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－５７－５０００
ＦＡＸ：０７７６－５７－５０１１
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：３０

〒918-8105
福井市木田１－３４１５

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－３３－１５００
ＦＡＸ：０７７６－３３－１１８１
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　 （土）　　 ８：３０～１７：００

〒918-8055
福井市若杉４－８０１

担当部署：退院支援担当係
　　　　　　　（内田和秀、病棟Ｎｓ）
ＴＥＬ：０７７６－３５－７２１０
ＦＡＸ：０７７６－３５－７３０５
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１８：００
　　　（水・土）　　　 ８：３０～１２：３０

〒910-0859
福井市日之出２丁目１２－２

担当：病棟Ｎｓ
ＴＥＬ：０７７６－２７－２５００
ＦＡＸ：０７７６－２４－８５８５
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：４５～１８：００
　　　　（木）　　　　 ８：４５～１２：３０
　　　　（土）　　　　 ８：４５～１７：００

〒910-0029
福井市日光１丁目２番１号

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７６－２３－３２１５
直通：０７７６－２３－３２１２
ＦＡＸ：０７７６－２６－６０２３
対応可能な時間帯
 （月～日：365日対応）　８：３０～１７：３０

〒910-0859
福井市日之出２丁目１５－１０

担当部署：医事課
ＴＥＬ：０７７６－２４－０３０６
ＦＡＸ：０７７６－２６－２０１６
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１７：３０

〒918-8176
福井市三十八社町１０－８

担当：院長または病棟看護師
ＴＥＬ：０７７６－３８－２２８８
ＦＡＸ：０７７６－３８－３２２６
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１８：００
　　 （土）　　 ９：００～１２：３０

〒910-0017
福井市文京７丁目１０－２

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－２６－７１７１
ＦＡＸ：０７７６－２６－６９０３
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金・土）　９：３０～１７：３０
　　　　　（水）　　　　　　９：００～１２：００

〒918-8112
福井市下馬３丁目５１１番地

担当部署：医事
ＴＥＬ：０７７６－３４－３６００
ＦＡＸ：０７７６－３４－３６０２
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００
　 　（土）　　 ８：３０～１２：００

〒910-0006
福井市中央２丁目７－１９

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－２５－３５４５
ＦＡＸ：０７７６－２３－６４３０
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１８：００

〒910-0806
福井市高木町５１－８

担当部署：ナースステーション
ＴＥＬ：０７７６－５４－６６８１
ＦＡＸ：０７７６－５３－７４５８
対応可能な時間帯
　（火・金）　１３：００～１５：００
　　（土）　　１３：００～１４：００

資料１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（平成３０年４月１日時点）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等に
ついて家族等を支援す

る部署
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（平成３０年４月１日時点）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等に
ついて家族等を支援す

る部署

14 佐藤整形形成外科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

15 齋藤眼科 医事係 医事係 医事係

16 さくら病院
病棟Ns

地域連携室
病棟Ns

地域連携室
病棟Ns

地域連携室

17 三精病院 地域移行支援室 地域移行支援室 地域移行支援室

18
医療法人 健康会
嶋田病院

病棟ＭＳＷ
または
病棟Ｎｓ

病棟ＭＳＷ
または
病棟Ｎｓ

病棟ＭＳＷ

19 島本眼科医院 看護師長 看護師長 看護師長

20
医療法人 邦高会
高沢内科医院

病棟Ｎｓ
居宅介護事業所

退院支援室

高沢内科医院
居宅介護事業所
（担当：宮﨑和恵）

病棟Ｎｓ

21 たなか整形外科・眼科 病棟看護師 師長 師長

22
医療法人 慈豊会
田中病院

地域連携室 地域連携室 地域連携室

23 たわらまちクリニック 外来 外来 外来

24 つくし野病院 地域連携部 地域連携部
病棟Ｎｓ

地域連携部

25 冨永病院 総師長 総師長 総師長

26
医療法人 元和会
野村内科医院

外来 外来 外来

27 畑内科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ
〒910-0143
福井市下森田新町１５－３６

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－５６－０２１０
ＦＡＸ：０７７６－５６－０３４１
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　９：００～１８：００
　　　（木・土）　　 　９：００～１２：００

〒910-0102
福井市川合鷲塚町４９－６－１

担当部署：地域連携部
ＴＥＬ：０７７６－５５－１８００
ＦＡＸ：０７７６－５５－１７８０
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金・土）　８：３０～１７：００
　　　　　（水）　　　　　　８：３０～１２：００

〒918-8004
福井市西木田３丁目４番２６号

担当：総師長
ＴＥＬ：０７７６－３６－１８４１
ＦＡＸ：０７７６－３４－０１１２
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１２：３０

〒910-0826
福井市上中町３６－８

担当部署：外来
ＴＥＬ：０７７６－５３－８５６８
ＦＡＸ：０７７６－５３－９５３８
対応可能な時間帯
　（月～金）　１０：００～１６：００
　 　（土）　 　１０：００～１５：００

〒910-0005
福井市大手２丁目３番１号

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－２２－８５００
ＦＡＸ：０７７６－２２－８５７９
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００

〒910-0017
福井市文京２丁目１番１５号

担当部署：外来
ＴＥＬ：０７７６－２２－２６６６
ＦＡＸ：０７７６－２６－１７６８
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　　８：３０～１７：３０
　　　（水・土）　　　　 ８：３０～１２：３０

〒910-0855
福井市西方１丁目２－１１

担当部署：地域連携情報サービス室
ＴＥＬ：０７７６－３０－８８２２
ＦＡＸ：０７７６－３０－８８３３
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：００
　（土）　　　　８：３０～１７：３０

〒918-8105
福井市木田２丁目１２０７

担当：看護師長
ＴＥＬ：０７７６－３４－５５６０
ＦＡＸ：０７７６－３４－７０６６
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　９：００～１８：００
　　　（木・土）　　　 ９：００～１２：４５

〒918-8107
福井市春日町２３６－１

担当部署：看護部（入院病棟）
ＴＥＬ：０７７６－３５－０１００
ＦＡＸ：０７７６－３５－４８８８
対応可能な時間帯
　（平日）　　　　８：３０～１８：００
　（土・日・祝）　９：００～１８：００

〒918-8018
福井市大島町柳２０５番地

担当部署：地域移行支援室
ＴＥＬ：０７７６－３６－５６２２
ＦＡＸ：０７７６－３６－５０７１
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：００
　（第１，３，５土曜）　８：３０～１２：００

〒918-8051
福井市桃園１丁目１－２

担当部署：ナースセンター（病棟）
ＴＥＬ：０７７６－３５－５１５１
ＦＡＸ：０７７６－３４－４３８７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１６：００

〒918-8031
福井市種池１丁目１０１

担当部署：外来担当看護師
ＴＥＬ：０７７６－３５－９２９９
ＦＡＸ：０７７６－３５－９９２０
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：３０
　　 （土）　　 ８：３０～１６：３０

〒910-0854
福井市御幸３丁目１５－１３

担当部署：医事係
ＴＥＬ：０７７６－２３－２２３３
ＦＡＸ：０７７６－５８－２２２８
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１８：００
　　　　（木）　　　　 ８：３０～１２：３０
　　　　（土）　　　　 ８：３０～１３：３０

〒918-8017
福井市下荒井町２１－４４－１

担当部署：地域連携室、病棟Ns
ＴＥＬ：０７７６－３９－１６００
ＦＡＸ：０７７６－３９－１６０１
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（平成３０年４月１日時点）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等に
ついて家族等を支援す

る部署

28 ひらい内科消化器科医院 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

29 福井温泉病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

30 福井県済生会病院 病棟Ｎｓ
病棟Ｎｓ
または

退院支援室
退院支援室

31
福井県立
すこやかシルバー病院

地域連携室 地域連携室 地域連携室

32 福井県立病院
地域医療連携推進

室
・退院支援看護師

地域医療連携推進室
・退院支援看護師

地域医療連携推進室
・退院支援看護師

33 福井厚生病院
医療連携センター

・ＭＳＷ
・退院調整看護師

医療連携センター
・ＭＳＷ

・退院調整看護師

医療連携センター
・ＭＳＷ

・退院調整看護師

34 福井循環器病院

地域医療連携室
ＭＳＷ
または
看護師

地域医療連携室
ＭＳＷ
または
看護師

地域医療連携室
ＭＳＷ
または
看護師

35 福井赤十字病院
入院病棟

担当看護師

地域医療連携課
担当ＭＳＷ

または
入院病棟

担当看護師

地域医療連携課
退院支援係
担当ＭＳＷ

36 福井総合クリニック 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室

37 福井総合病院 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室

38
医療法人 初生会
福井中央クリニック

看護部
（担当：木下）

看護部
（担当：木下）

看護部
（担当：木下）

39 福井病院 地域移行推進室 地域移行推進室 地域移行推進室

40 福井リハビリテーション病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

〒910-0833
福井市新保２丁目２２８番地

担当部署：地域医療連携室（ＭＳＷ）
ＴＥＬ：０７７６－５４－５７６１
ＦＡＸ：０７７６－５４－５９７７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１６：００
　　 （土）　　 ９：００～１２：００

〒918-8501
福井市月見２丁目４番１号

担当部署：入院病棟
ＴＥＬ：０７７６－３６－３６３０
　　　　　（日赤代表 → 入院病棟）
ＦＡＸ：０７７６－３６－０２４０
　　　　　（地域医療連携課）
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００

〒910-3113
福井市江上町５５－２０－４

担当部署：地域移行推進室
ＴＥＬ：０７７６－５９－６６００
ＦＡＸ：０７７６－５９－６６１０
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００
　　　（土）　　８：３０～１２：３０

〒910-0046
福井市南楢原町２０字大畑２

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－５９－１１２６
ＦＡＸ：０７７６－５９－１９２２
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：３０
  　  （土）　 ８：３０～１２：３０

〒910-0067
福井市新田塚１丁目４２－１

担当部署：地域連携・入退院調整室
ＴＥＬ：０７７６－２１－１３００
ＦＡＸ：０７７６－２５－８２６３
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
　　 （土）　　８：３０～１２：３０

〒910-8561
福井市江上町５８－１６－１

担当部署：地域連携・入退院調整室
ＴＥＬ：０７７６－５９－１３００
ＦＡＸ：０７７６－５９－２５３２
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
　 　（土）　　８：３０～１２：３０

〒910-0003
福井市松本４丁目５番１０号

担当部署：看護部 （担当：木下）
ＴＥＬ：０７７６－２４－２４１０
ＦＡＸ：０７７６－２４－２４６７
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１７：３０
　　　（水）　　８：３０～１２：３０
　　　（土）　　８：３０～１７：００

〒910-8520
福井市四ツ井２丁目８番1号

担当部署：地域医療連携推進室
ＴＥＬ：０７７６－５４－５１５１
ＦＡＸ：０７７６－５７－２９０１
対応可能な時間帯
　（月～金）　地域医療連携推進室
　　　　　　 ８：３０～１７：１５

〒918-8026
福井市渕４丁目１８１３番地

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－３３－６８８１　（代表）
ＦＡＸ：０７７６－３３－６８８３
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　　（土）　　８：３０～１６：３０

〒910-0041
福井市天菅生町７－１

担当：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－５９－１３１１
ＦＡＸ：０７７６－５９－１９７３
対応可能な時間帯
　（月・火・水・木・土）　８：３０～１７：００
　　　　　（金）　　　　　　８：３０～１２：００

〒918-8537
福井市下六条町２０１番地

担当部署：医療連携センター
ＴＥＬ：０７７６－４１－８０４８
ＦＡＸ：０７７６－４１－３４０５
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　 （土）　 　８：３０～１２：３０

〒918-8503
福井市和田中町舟橋７番地１

担当部署：退院支援室
ＴＥＬ：０７７６－２８－８５６１
ＦＡＸ：０７７６－２８－８５２５
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：１５～１７：１５

〒910-3623
福井市島寺町９３－６

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－９８－２７００
ＦＡＸ：０７７６－９８－２７９３
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（平成３０年４月１日時点）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等に
ついて家族等を支援す

る部署

41 福仁会病院 医療福祉相談室 医療福祉相談室 医療福祉相談室

42 藤田記念病院
病棟Ｎｓ
または

透析センター事務

病棟Ｎｓ
または

透析センター事務

病棟Ｎｓ
または

透析センター事務

43 堀の宮整形外科
病棟Ｎｓ

理学療法士
病棟Ｎｓ

理学療法士
理学療法士

44 まつむら眼科クリニック

45
公益財団法人
松原病院

病棟
ケースワーカー

病棟
ケースワーカー

病棟
ケースワーカー

46
医療法人
宮﨑整形外科医院

病棟Ｎｓ
担当看護師　杉田

病棟Ｎｓ
担当看護師　杉田

当院ケアマネジャー
渡井

47
医療法人
安川病院

地域医療連携
担当窓口

（担当：三澤）

地域医療連携
担当窓口

（担当：三澤）

地域医療連携
担当窓口

（担当：三澤）

48 山内整形外科
リハビリテーション部

（担当：布目）
リハビリテーション部

（担当：布目）
リハビリテーション部

（担当：布目）

49
医療法人 清風会
吉田医院

入退院窓口
（担当：吉田）

入退院窓口
（担当：吉田）

吉田医院
居宅介護支援センター

○永平寺町

50 福井大学医学部附属病院 地域医療連携部 地域医療連携部 地域医療連携部
〒910-1193
吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

担当部署：地域医療連携部
ＴＥＬ：０７７６－６１－８６２９、８６３０
ＦＡＸ：０７７６－６１－８１５０
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００

〒910-0016
福井市大宮４丁目１３－１８

担当部署：リハビリテーション部
ＴＥＬ：０７７６－２６－１１６０
ＦＡＸ：０７７６－２６－１４９２
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金・土）　９：００～１８：００

〒910-0023
福井市順化１丁目８番１号

担当部署：看護部
ＴＥＬ：０７７６－２２－１２３３
ＦＡＸ：０７７６－２２－０２２２
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１８：００
　　 （土）　　 ９：００～１５：００

〒910-0017
福井市文京２丁目９番１号

担当部署：地域医療課
ＴＥＬ：０７７６－６３－６５２７
ＦＡＸ：０７７６－２７－２８２７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：３０
　　※土・日・祝を除く

〒918-8057
福井市加茂河原３丁目８－６

担当部署：医事課
ＴＥＬ：０７７６－３３－１１１１
ＦＡＸ：０７７６－３３－２２８９
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１９：００
　　 　  （水）　 　 　８：３０～１７：００
　　　　 （土）　　　　８：３０～１６：３０

〒910-0836
福井市大和田２丁目１０８

担当部署：入院担当窓口
ＴＥＬ：０７７６－５２－２８００
ＦＡＸ：０７７６－５２－２８０９
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１８：００

〒910-0004
福井市宝永４丁目１５番７号

担当部署：医事課
ＴＥＬ：０７７６－２１－１２７７
ＦＡＸ：０７７６－２４－２１１７
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１７：００

〒910-0032
福井市堀ノ宮１丁目１２３

担当部署：リハビリ
ＴＥＬ：０７７６－３０－１０００
ＦＡＸ：０７７６－３０－１００１
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：３０
　　 （土）　 　８：３０～１７：００

〒918-8203
福井市上北野１丁目２５‐１９

担当部署：受付
ＴＥＬ：０７７６－５３－８８７８
ＦＡＸ：０７７６－５３－７８３３
対応可能な時間帯
　毎週火曜　１１：００～１５：００
　（日帰り入院のため）

〒910-0017
福井市文京５丁目１０番１号

担当部署：医療福祉相談室
ＴＥＬ：０７７６－２２－７１３３ （代表）
ＦＡＸ：０７７６－２１－７１３２　（代表）
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
  　 （土） 　 ８：３０～１２：００
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