
 

     

 

 

 

 

 

 

 妊婦が風しんにかかると、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、

精神や身体の発達の遅れ等の障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性があります。 

 そのため、妊娠を希望する女性、その配偶者や同居者、風しん抗体価の低い妊婦の

配偶者や同居者を対象に、風しんに対する十分な免疫を持っているかを確認する抗体

検査を無料で実施しています。 

 検査の結果、十分な免疫がない場合には、風しんの予防接種を受けることを推奨  

します。なお、風しんの予防接種の費用は自己負担※となります。 

 ※あわら市、坂井市、大野市、鯖江市、敦賀市、永平寺町、越前町、おおい町および池田町では、予防接種費用

の一部について助成を行っています。詳しくは、市町の予防接種担当窓口までお問い合わせください。 

対 象 者 

以下のすべてに当てはまる方※が対象となります。 
・福井県内（福井市内を除く。）に住所がある（住民票がある） 

・過去に風しんにかかったことが明らかでない 

（医療機関の血液検査の結果、確定診断を受けていない） 

・明らかな風しんの予防接種歴がない 

（母子健康手帳に風しんの予防接種の記録がない） 

・過去に妊婦健診等で、風しんの抗体検査を受けたことがない 

・検査の結果、十分な免疫がない場合、風しんの予防接種を希望する 

※妊婦は風しんの予防接種を受けることはできません。 

※福井市内の方は福井市保健所(TEL:0776-33-5184)に問い合わせください。 

※昭和 37年 4月 2 日～昭和 54 年 4月 1日生まれの男性は対象から除きます。

（既に市町から送付されているクーポンで、無料で予防接種が受けられます。） 

実 施 期 間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

実 施 医 療 機 関 
裏面参照 ※事前に医療機関に御連絡ください。 

医療機関によっては女性のみ、男性のみとしている場合もあります。 

検 査 費 用 無料 

持 参 す る も の 健康保険証や運転免許証など（現住所を確認できるもの） 

 

 

福井健康福祉センター 0776-36-6810 丹南健康福祉センター 0778-51-0034 

坂井健康福祉センター 0776-73-4858 二州健康福祉センター 0770-22-3747 

奥越健康福祉センター 0779-66-2076 若狭健康福祉センター 0770-52-1300 

福井県健康福祉部保健予防課 0776-20-0351

お問い合わせ先 

妊娠を希望（予定）する女性や配偶者等のみなさま！ 



福井市 ドクター・ズー 安井医院 大野市 越前町 敦賀市 

赤井内科医院 得田内科医院 安川病院 阿部病院 伊部病院 泉ヶ丘病院 

あすわクリニック 冨澤クリニック 安原医院 大野市和泉診療所 
越前町国民健康保険 

織田病院 

産科・婦人科 

井上クリニック 

麻生津医院 中永医院 山村医院 高井医院 橘医院 猪原病院 

あらい内科クリニック 南場小児科医院 山本医院 栃木産婦人科医院 長田内科胃腸科医院 加藤胃腸科医院 

有塚医院 丹尾医院 吉田医院（順化） 広岡クリニック 藤田医院 くまがい内科クリニック 

生田医院 野村内科医院 吉田医院（照手） 弘川医院 両林医院 市立敦賀病院 

いとう内科クリニック 畑内科 吉村医院 松田医院 越前市 せきクリニック 

いなだクリニック 英内科医院 永平寺町 薬袋クリニック 相木病院 竹内内科クリニック 

岩井病院 はまだ内科クリニック 伊藤医院 山川医院 池端病院 敦賀温泉病院 

いわき医院 はまなかクリニック 永平寺クリニック 勝山市 今立中央病院 つるが生協診療所 

宇賀治医院 林小児科クリニック 坂の下クリニック 河北小児科医院 井元産婦人科医院 中村医院 

打波外科胃腸科婦人科 ヒデ齊藤クリニック 嶋田医院 木下医院 岩堀メディカルオフィス はせペインクリニック 

往診クリニックふくい 平井医院 多田医院 クリニカ・デ・ふかや 笠原病院 はやし内科胃腸科医院 

大久保外科内科 平井内科クリニック あわら市 佐々木胃腸科外科医院 加藤医院 松田マタニティクリニック 

大滝病院 ひらい内科消化器科医院 奥村医院 竹下中央内科 こうの内科耳鼻咽喉科 みやがわクリニック 

大山クリニック 平沢内科医院 金津産婦人科クリニック 福井勝山総合病院 佐々木医院 
もり耳鼻咽喉科 

アレルギー科クリニック 

おかもと内科クリニック 平谷こども発達クリニック 加納病院 芳野医院 さとういきいきクリニック 和久野医院 

かさはら小児科 福井愛育病院 木村病院 
わかばやしこども内科 

クリニック 
しみずクリニック 美浜町 

笠松内科クリニック ふくい輝クリニック 坂井医院 鯖江市 関医院 美浜町東部診療所 

かさまつﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 福井県済生会病院 坂井内科クリニック 一乗医院 たけふクリニック 小浜市 

柏原脳神経クリニック 福井県立病院 汐見医院 加藤産婦人科 つがわ内科クリニック いちせクリニック 

加藤内科・婦人科ｸﾘﾆｯｸ 福井厚生病院 西岡医院 川口小児科医院 月岡医院 しんたにクリニック 

門整形外科 福井赤十字病院 藤田医院 きむら内科医院 土川整形外科医院 
杉田玄白記念 

公立小浜病院 

加納医院 福井総合クリニック 坂井市 公立丹南病院 中村病院 田中整形外科医院 

加畑皮膚科医院 福井中央クリニック 大嶋医院 今野内科 野尻医院 田中病院 

きむら耳鼻咽喉科 福井ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 大野内科消化器科医院 斎藤医院 萩原医院 中名田診療所 

光陽生協クリニック ふくのレディースｸﾘﾆｯｸ 春日レディスクリニック 斎藤病院 林医院 中山クリニック 

斉木内科循環器科医院 ふくはら小児科 
キンダークリニック 

きかわ小児科 
産婦人科鈴木クリニック はやし内科外科 にしお内科クリニック 

佐藤内科医院 福山医院 キムクリニック 品川クリニック ひらい医院 本馬医院 

佐部内科医院 藤田医院 こしの医院 高野医院 平井眼科内科クリニック 吉井医院 

清水内科循環器医院 舟橋内科クリニック 坂井市立三国病院 高野病院 福田胃腸科外科 若狭町 

清水南医院 文京内科クリニック つちだ小児科 たかはし医院 藤井医院 関根医院 

末松内科循環器科医院 ホーカベレディースｸﾘﾆｯｸ つばさ内科クリニック 谷川内科クリニック マルカ整形外科内科 千葉医院 

すこやか内科クリニック 細川内科クリニック 友田医院 津田クリニック 南越前町 とむらクリニック 

高木北クリニック 本定医院 ともだクリニック 土屋医院 ありが医院 
若狭町国民健康保険 

上中診療所 

高沢内科医院 本多レディースクリニック 豊田内科医院 ともだち診療所 加藤医院 
若狭町国民健康保険 

三方診療所 

多賀内科循環器科医院 まきレディースクリニック 西野医院 野尻内科胃腸科医院 花岡医院 レイクヒルズ美方病院 

高橋クリニック まつだ内科クリニック 野村医院 馬場医院 南越前町河野診療所 おおい町 

竹内医院 三崎医院 春江病院 はやしクリニック 
南越前町国民健康保険 

今庄診療所 

おおい町保健・医療・福祉 

総合施設診療所 

田中内科クリニック 三﨑胃腸科クリニック ヒガシ内科医院 広瀬病院 山本内科医院 
おおい町国民健康保険 

名田庄診療所 

田中病院 みさわクリニック 福岡内科クリニック 
藤田胃腸科・内科・外科

医院 
池田町 永谷医院 

谷口医院 三船内科クリニック 藤井医院 柳沢医院 
国民健康保険 

池田町診療所 
堀口医院 

玉井内科クリニック 宮﨑整形外科医院 松井クリニック 山岸医院 平井医院 高浜町 

たわらまち整形外科・内科 

クリニック 
宮地内科 

まつもと耳鼻咽喉科 

クリニック 
  

高浜町国民健康保険 

和田診療所 

つくし野病院 むらきた内科 向坂内科医院    

坪川内科医院 森川内科クリニック 鷲田医院    

寺尾小児科医院 やしろファミリーｸﾘﾆｯｸ     
 


