医療・健康
分野
医療相談

制度・相談等
医療相談

内容等

実施機関・問い合わせ先

医療についての心配ごとや相談

福井県医療安全支援センター

相談日 月～金

医療相談窓口

（祝祭日および年末年始は除く）

電話：0776-20-0751

相談時間 9:00～12:00
難病の相談

難病の方の病気や療養生活、介護の

県 難病支援センター

方法や就労に関すること、重症難病患

電話：0776-52-1135

者のレスパイトなどの相談
各 県健康福祉センター

県 保健予防課
電話：0776-20-0350
療育相談

急病になった

休日急患センター

とき

障がい児の診断・療育相談・指導・訓

県 こども療育センター

練などの相談

電話：0776-53-6570 （予約制）

休日急患センター（福井市、大野市、

福井市休日急患センター

敦賀市）や地域医師会ごとに設けてい

電話：0776-22-2099

る在宅当番医が、休日の急病に対応

福井市城東 4-14-30
福井市休日急患歯科診療所
電話：0776-26-8468
福井市大願寺 3-4-1
大野市休日急患診療所
電話：0779-65-8999
大野市篠座 117-6-1
敦賀市休日急患センター
電話：0770-25-5311
敦賀市中央町 2-16-52
当番の医療機関についてのお問い合わせ
は、市町役場、地区医師会または地区消防
本部へ

福井県こども急患センタ

安定した小児医療体制の確保のため、

ー

小児科の開業医が中心となって 、夜
間・休日の診療を実施
月～土

7:00～23:00

日・祝日 9:00～23:00
（受付時間は 22:45 まで）

場所：福井市休日急患センター内
（福井市保健センター隣）
住所：福井市城東 4-14-30
電話 0776-26-8800

分野

制度・相談等

内容等

急病になった

子ども救急医療電話相

夜間のお子さんの急病について、専任

＃８０００（短縮ダイヤル）

とき

談

の看護師が電話でアドバイス

ダイヤル回線の場合

相談時間：月～土

電話：0776-25-9955

19:00～9:00

実施機関・問い合わせ先

日・祝日 9:00～9:00（24 時間）

福井県広域災害・救急

福井県内の病院・診療所に関する情報

医療情報システム

や、医療に関する情報を２４時間、電

（医療情報ネットふくい）

話・FAX で提供するシステム

電話：0120－987－199

県 地域医療課
電話：0776-20-0346

献血、骨髄バ

献血

ンクなど

（成分献血）
日～金曜日
8：30～11：30 13：30～14：30

福井県赤十字血液センター
電話：0776-36-0221
福井市月見 3-3-23

（全血献血）
日～金曜日、第２土曜日

※献血車については市町役場、血液センター

（第２土曜日は 400ｍｌのみ受付）

にお問い合わせを

8：30～12：00 13：30～16:30
骨髄バンク

治療が困難な血液疾患の患者への、

公益財団法人日本骨髄バンク

骨髄提供のドナー登録

電話：0120-445-445（03-5280-8111）
東京都千代田区神田錦町 3-19

（申込先）

廣瀬第 2 ビル 7 階

・福井を除く健康福祉センター
・福井県骨髄データ－センター

福井県骨髄データセンター
電話：0776-36-0221
福井市月見 3-3-23
福井県赤十字血液センター内

献腎・献眼

難病患者への腎臓や角膜の移植を、

公益財団法人福井県臓器移植推進財団

生前に登録

電話：0776-61-3773
吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3

（申込先）

福井大学医学部附属病院内

・腎臓
（公財）福井県臓器移植推進財団
・角膜
（公財）福井県アイバンク

公益財団法人福井県アイバンク
電話：0776-23-1111
福井市和田中町舟橋 7-1
福井県済生会病院内

医療費の助
成

子どもの医療費の助成

９歳到達後最初の３月３１日までの間

各市町役場 児童福祉担当課

にある子の医療費について、各医療保

・市町 HP へのリンク

険の一部負担金を助成

県 子ども家庭課
電話：0776-20-0343

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

医療費の助

母子・父子家庭および寡

母子（父子）家庭の母（父）お よび児

各市町役場 ひとり親家庭支援担当課

成

婦の医療費の助成

童、または一人暮らしの寡婦の医療費

・市町 HP へのリンク

について、国民健康保険などの各種医
療保険の一部負担金を助成（所得制

県 子ども家庭課

限あり）

電話：0776-20-0343

未熟児の養育医療費助

赤ちゃんが２０００グラム以下の体重で

各市町役場 保健福祉担当課

成

生まれたときなどに、指定養育医療機

・市町 HP へのリンク

関に入院した場合、世帯の収入に応じ
て入院費用を助成

県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

自立支援医療（育成医

身体に障がいや病気のある障がい者

各市町役場 障がい者福祉担当課

療・更生医療）

(児)の医療費を助成

・市町 HP へのリンク

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

重度障がい者（児）の医

重度の障がい者（児）の医療保険の自

各市町役場 障がい者福祉担当課

療費助成

己負担額を助成

・市町 HP へのリンク

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634
Ｂ型・Ｃ型肝炎治療の医

Ｂ型またはＣ型肝炎ウィルスの除去を

県 保健予防課

療費助成

目的として行うインターフェロン治療お

電話：0776-20-0351

よび B 型肝炎の核酸アナログ製剤治
療、インターフェロンフリー治療の医療

各 県健康福祉センター

費を助成

国民健康保

国民健康保険制度

険

国民健康保険制度の内容、保険税に

各市町役場

関する相談

国民健康保険・後期高齢者医療担当課

県 健康政策課
電話：0776-20-0697

後期高齢者

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度に関する問い合

福井県後期高齢者医療広域連合

医療

（75 歳以上の人）

わせに対応

電話：0776-54-6330

（65 歳から 74 歳までの
障害認定者）

福井市西開発 4-202-1
（医療機関窓口での負担割合は１割、
一定以上所得者は３割）

福井県自治会館 5 階

分野
指定難病

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

指定難病の医療費助成

難病のうち、国の指定したパーキンソ

県 保健予防課

ン病など３３３の指定難病に該当し、県

電話：0776-20-0350

が指定した医療機関で治療を受けた
場合、医療費を助成

各 県健康福祉センター

小児慢性特定疾病の医

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸

県 保健予防課

療費の助成

器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠

電話：0776-20-0350

原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液
疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性

各 県健康福祉センター

消化器疾患、染色体または遺伝子に
変化を伴う症候群、皮膚症候群のいず
れかの疾病を持つ１８歳未満（２０歳ま
で延長あり）の児童が、県が指定した
医療機関で医療を受けた場合、医療費
を助成
医薬品

医薬品等の製造・販売

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

県 医薬食品・衛生課

器の製造（輸入）・販売に関する問い合

電話：0776-20-0347

わせ、無承認無許可医薬品や不良医
薬品に関する相談

薬物乱用についての相

麻薬、覚せい剤、シンナー、向精神薬

談

などの薬物乱用についての悩みや薬

各 県健康福祉センター

物がもたらす害などの相談

健康相談

健康相談

健康づくり・歯科保健・精神保健福祉・

各 県健康福祉センター

難病・エイズなどの相談
健康づくりのための運動

健康増進のための運動に関する相談

各市町役場 保健福祉担当課

相談

や指導

・市町 HP へのリンク

県民健康センター
電話：0776-98-8000

県 健康政策課
電話：0776-20-0352

分野
健康相談

制度・相談等
栄養・食生活相談

内容等
「健康福祉センター」
病院、学校、福祉施設等の栄養管

実施機関・問い合わせ先
各市町役場 保健福祉担当課
・市町 HP へのリンク

理に関する指導・相談
難病などの相談

「市町」
個人のライフスタイルに応じた食生

各 県健康福祉センター

県 健康政策課
電話：0776-20-0352

活の相談や訪問指導および生活習慣
病予防教室など各種教室の実施

依存症（アルコール）に

アルコールの害に関する相談や依存

県 総合福祉相談所

ついての相談

症セミナーを開催

（ホッとサポートふくい）
電話：0776-26-4400

各 県健康福祉センター

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634
食中毒の相談

食中毒に関する相談

各 県健康福祉センター

県 医薬食品・衛生課
電話：0776-20-0354
エイズ相談・検査

「エイズについての相談」

各 県健康福祉センター

各健康福祉センター
・エイズホットライン

県保健予防課

県 保健予防課

直接または電話相談

電話：0776-20-0351

「エイズ感染についての検査」

エイズホットライン

各健康福祉センター（無料、匿名）

電話 080-1953-2933
（受付時間：月・火曜日 9：00～17：00）
（祝日除く）

分野
健康相談

制度・相談等

内容等

ウイルス性肝炎相談・検

「ウイルス性肝炎についての相談」

査

各県健康福祉センター

実施機関・問い合わせ先
各 県健康福祉センター

県保健予防課

県 保健予防課

直接または電話相談

電話：0776-20-0351

「Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査」
各県健康福祉センター（無料）
県内協力医療機関（無料）
感染症相談

感染症（インフルエンザ、ノロウィルス

各市町役場 保健福祉担当課

など）に関する相談

・市町 HP へのリンク
各 県健康福祉センター

県 保健予防課
電話：0776-20-0351
健康診査

特定健康診査・特定保

生活習慣病予防のための特定健康診

健指導

査・特定保健指導を実施

各保険者（市町、協会けんぽ、健保組合等）

「４０歳～７４歳の人は年に

県民健康センター

一度は特定健康診査を」

電話：0776-98-8000）

県 健康政策課
電話：0776-20-0352
がん検診

がんの早期発見・早期治療のために、

各市町役場 保健福祉担当課

「大腸がん、肺がん検診は

胃がん・子宮がん・肺がん・乳がん・大

・市町 HP へのリンク

年に一度、胃がん、子宮頸

腸がんの検診を実施

県民健康センター
電話：0776-98-8000

がん、乳がん検診は２年に
一度、定期的に受診を」

県 保健予防課
電話：0776-20-0349
結核検診

事業主や市町長などが期日を指定し
実施

妊婦の健診

乳幼児の健康診査

市町と契約した医療機関で、原則無料

各市町役場 保健福祉担当課

で健康診査を実施

・市町 HP へのリンク

乳幼児の健康診査を定期的に実施
（無料で行う健康診査の時期について

県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

は、市町に問合せ）
各 県健康福祉センター

分野
健康診査

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

先天性代謝異常、先天

生後まもなく、出産した医療機関で採

県 子ども家庭課

性甲状腺機能低下症、

血し、県が委託した検査機関で検査実

電話：0776-20-0341

先天性副腎過形成症の

施

検査
予防接種など

ジフテリア・百日ぜき・破傷風・ポリオ・

各市町役場 保健福祉担当課

風しん・麻しん・日本脳炎・ＢＣＧ・子宮

・市町 HP へのリンク

頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌・水

県 保健予防課

痘・高齢者に対するインフルエンザ・肺

電話：0776-20-0351

炎球菌ワクチンの予防接種

母子保健

母子健康手帳の交付

一部公費負担により実施

各 県健康福祉センター

妊娠・出産・育児の記録と、育児の手

各市町役場 保健福祉担当課

引書

・市町 HP へのリンク

（妊娠届を受け交付）

県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

各種健康教室および健

妊婦や乳幼児を対象に、出産や育児

康相談

に関する相談や健康教室を開催

女性の健康・

女性の健康相談窓口

電話相談

不妊治療に関

（不妊に関することを含

すること

む）

電話：0776-54-0080

月・水曜日

13:30～15:30

助産師による面接相談（予約制）
水曜日

13:30～15:30

電話：0776-54-0080
場所：福井市北四ツ居町 601
福井県看護協会会館 2 階 相談室

助産師による出張相談
毎月１回程度

2 時間/回

電話：0776-54-0080
場所：各市町乳幼児健診会場、
県内ショッピングセンター等

不妊に関する医師の面
接相談

医師による面接相談（予約制）
水曜日 16:00～17:00

電話：0776-54-0080
場所 永平寺町松岡下合月 23-3
福井大学医学部附属病院産婦人科外来

第２火曜日 15:00～16:00

場所 敦賀市桜ヶ丘 33-1
国立病院機構敦賀医療センター
婦人科外来

不妊治療費の助成

保険が適用されていない体外受精、顕

県 子ども家庭課

微授精を受けた夫婦に対して、その治

電話：0776-20-0341

療費の一部を助成
（県の指定した医療機関、所得制限な
どの要件あり）

各 県健康福祉センター

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

女性の健康・

不妊検査・治療費の助

夫婦そろって受けた不妊検査・一般不

県 子ども家庭課

不妊治療に関

成

妊治療にかかる費用の一部を助成

電話：0776-20-0341

こころの相談

職場や地域におけるストレスやうつ病

県 総合福祉相談所

などの心の悩みについての相談やスト

（ホッとサポートふくい）

レス対策事業を実施

電話：0776-26-4400

自立支援医療

病院などで通院治療を受ける精神障

各市町役場 障がい者福祉担当課

（精神通院医療）

がい者の医療費を助成

・市町 HP へのリンク

すること

精神保健福祉

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

原爆被爆者

精 神 科 救 急 情 報セ ン タ

２４時間体制の窓口で、緊急時の精神

県 総合福祉相談所内

ー

科医療相談が可能

電話：0776-63-6899

被爆者健康手帳

原子爆弾被爆者に手帳を交付

各 県健康福祉センター

（申請：各健康福祉センター）
県 地域福祉課
電話：0776-20-0328
その他

栄養成分表示等につい

食品の健康保持増進効果等に関する

ての相談

虚偽誇大表示や栄養成分表示に関す
る相談

各 県健康福祉センター

県 健康政策課
電話：0776-20-0352

