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病
　
　
院

電話 0776-36-5622 ファックス 0776-36-5071
住所 福井市大島町柳205番地 郵便番号 918-8018
受付日時

Eメール sansei.kokoro@gmail.com
ホームページ http://www.sansei-h.com

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

　　【地　図】

問い合わせ 月曜日～金曜日（祝日を除く）　　　　　　9:00～17:00　
第１，３，５土曜日　　　　　　　　　　　　 　9:00～12:00

　

*相談内容をはじめ個人情報は固く守ります。
　お気軽にご相談ください。

*精神保健福祉士による相談も受け付けております。事前に電話などでご予約を
　お願いします。（相談は無料です）相談については、来院での面談、電話相談
　訪問など行っています。詳しくはお問い合わせください。

*精神科訪問看護は、看護師、精神保健福祉士など多職種が連携し行っており
　ます。

◆外来診療時間
　月曜日～金曜日（祝日を除く）　　　　 9:00～12:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:00～17:00
　第1，3，5土曜日　　　　　　　　　　　　　9:00～12:00

◆初診の方へ
　初診の方は完全予約制になっております。（月、水、金曜日）
　電話でご予約をお願いします。
　＊受付時間＊　　月曜日～金曜日（祝日を除く）　　　　　  9:00～12:00
　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:00～17:00
　　　　 　　　　　　　　第1，3，5土曜日　　　　　　　　　　　　 　  9:00～12:00

◆精神科訪問看護
　在宅で生活している患者様のご自宅へ出向き、服薬指導、健康管理、
   その他、生活についての相談をお受けします。

◆在宅訪問
　精神保健福祉士がご自宅にお伺いしてご相談をお受けします。

【交通のご案内】

◆電車
　福井鉄道「ベル前」より徒歩7分

◆バス
　福井駅前発運動公園行京福バス
　「舞屋」より徒歩3分
　「ベル前」より徒歩5分
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病
　
　
院

電話 0776-54-5757 ファックス 0776-54-5711
住所 福井市新保2－301 郵便番号 910-0833
受付日時 小児科子どもの心診療部:火金1:30～4:00／ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ:月水10:00～15:00

Eメール メールによるカウンセリング受付はございません
ホームページ http://www.fab.or.jp/

○子どもの心診療部では、主に乳幼児期～思春期のお子様の不登校、
　小児心身症、小児神経症、発達障害などに対応しています。
○カウンセリングルームでは不登校や心身症のお子様のほか、妊娠中から
　育児期を中心とした女性の方のカウンセリングを行っております。

○予約制となっております。事前にお電話でご予約ください。

○医師　：　男性（小児科専門医・子どもの心相談医）
サービス 受付方法 ○カウンセラー　：　女性１名（臨床心理士・学校心理士）

概要 スタッフ
費用など ○料金　：　カウンセリングのみ受けられる場合は1回2000円（初回は3000円）

　　　　　　　 となっております。
　　

小児科では子どもの心診療部において、心身両面からきめ細かく診察させて
いただいております。
また、カウンセリングルームでは、乳幼児期～思春期のお子様の心理療法、
育児中の女性の方を中心に、ゆったりとカウンセリングを行っております。
プレイセラピー・箱庭療法なども行っております。

  車
　JR福井駅からタクシー15分

  電車
　えちぜん鉄道「越前新保」駅 下車5分

  バス
　京福バス「心臓センター」下車1分　

対象

機関PR等

（交通のご案内）

問い合わせ
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病
　
　
院

電話 ファックス 0776-57-2945
住所 福井市四ッ井2丁目8-1 郵便番号 910-8526
受付日時 月～金 8:30～11:30

Eメール kenbyo@pref.fukui.lg.jp
ホームページ http://info.pref.fukui.jp/imu/fph

うつ病など気分障害圏の急性期治療および心のケア
幻覚・妄想など精神病圏の早期介入・急性期治療
不安障害など神経症圏の急性期治療

受付方法 紹介制で予約が必要です（紹介元は教育関係者でも可）
サービス 保護者のみの相談は１回だけです。

概要 費用など 詳細は問い合わせ下さい

スタッフ 日本精神神経学会専門医、臨床心理士が対応いたします。

★病院へのアクセス
＜京福バス＞
1　県立病院線（福井駅前11番のりば）
2　大学病院線（福井駅前11番のりば）
3　丸岡線（京福バスターミナル5番のりば　福井駅前11番のりば）
4　円山・重立線（福井駅11番のりば）
＜コミュニティバスすまいる＞
最寄のバス停　
20北四ツ井　徒歩約5分　　21県立病院口　徒歩約8分
＜えちぜん鉄道＞
「福井口駅」で下車し、東方面へ約１．３ｋｍ

問い合わせ

対象

機関PR等

0776-54-5151

うつ病など気分障害圏や幻覚・妄想など精神病圏や不安障害など神経症圏
の早期発見・早期介入、急性期治療などに幅広く対応でき、確実に診断し治
療方針を相談できます。
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病
　
　
院

電　話 　０７７６（５３）６５７０ ファックス 　０７７６（５３）６５７６
住　所 　福井市四ツ井２丁目８－１ 郵便番号 　９１０－０８４６

受付日時 　月～金（祝祭日除く）８：３０～１７：１５
Eメール 　ryouiku-c@pref.fukui.lg.jp

ホームページ 　http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo-ryouiku/index.html

○当センターでは心身の発達に気がかりのあるお子さんの診察・療育
(訓練・相談）を行っています。乳幼児、小・中学校のお子さんが中心に
来られています。
○チック、ADHD（注意欠陥多動性障害）、自閉症、アスペルガー
症候群、てんかん、親からの分離不安、学校に行きにくい、こだ

○診察は、すべて予約制となっています。
サービス ○初めて当センターを受診される場合は、あらかじめ電話で予約をとって
概要 受付方法 いただき、当日は健康保険証、母子手帳をお持ちください。

スタッフ 　予約担当職員は、相談・訓練課のケースワーカーです。
費用など ○小児科医、児童精神科医、心理の職員が対応します。

○費用は保険診療（医療費）となります。

昭和５８年４月に「福井県小児療育センター」として開設され、平成１９年
４月「福井県こども療育センター」として再整備されました。お子さんを対象と
している施設ですので、安心してご利用ください。

[交通案内］

●福井駅前からバスをご利用の場合
・京福バスJR福井駅前⑪のりば　「県立病院」下車
・コミュニティバス「すまいるバス」
　　　東ルート（城東・日の出方面）「県立病院」下車
●私鉄をご利用の場合
・えちぜん鉄道　「福井口」駅下車　徒歩10分
●お車の場合
・国道８号線北四ツ居交差点より約２分
　　　　（建物正面の駐車場をご利用ください）

問い合わせ

わりが強く日常生活に支障をきたすなどの診療をしています。

機関PR等

対象
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病
　
　
院

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        電話    （0776）23-1111（代表） 
問い合わせ   住所    〒918-8503  福井市和田中町舟橋7-1 
       受付日時    月～金  ☆初診、再診ともに完全予約制 
              （月、火の午後は物忘れ外来のため物忘れの方のみ対応） 

             小中高校生にも対応していますが、精神疾患の問題が 
       対象    あると考えられる方のみ対応しています。 
 
             初診受付：月～金の診療時間内 
                  （月、火の午後は除く） 
      受付方法       ☆完全予約制ですので、あらかじめ 
      スタッフ        電話等にて予約をお取り下さい。 
サービス  費用など       ☆保護者の方のみの相談は受付けて 
 概要               おりません。 
             カウンセリングスタッフ：臨床心理士3名 
                          （女性3名） 
             費用：保険診療（カウンセリングは同日に医師の診察を受けて

いただくことが必要です） 
 
             ・精神科の病床はありませんので、外来のみの対応 

になります。デイケアもありません。 
      機関PR等  ・総合病院の精神科ですので気軽に受診できます。 
              また、小児科など他の科との連携をとりながら 
              治療を行うこともできます。 

～交通のご案内～ 

【車】 JR 福井駅より車で 10 分。 

【バス】 JR 福井駅前市内バス 9 番のりば、もしくは、 

京福バスターミナルより「済生会病院行き」にご乗車ください。 

【タクシー】 JR 福井駅より 10 分 約1,800 円 

【その他】 北陸自動車道福井インターより 3 分 
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病
　
　
院

電話 ０７７６－４１－３３７７ ファックス ０７７６－４１－３３７２
住所 福井市下六条町２０１番地 郵便番号 ９１８－８５３７
受付日時 ８：３０～１７：００（月～金）、８：３０～１２：００（土）、日祝祭日は休み

Eメール 05@fukui-kosei-hp.or.jp
ホームページ http://www.fukui-kosei-hp.or.jp

受付方法

スタッフ

サービス

概要

機関PR等

　　バスでお越しの方
　ＪＲ福井駅より乗車
【京福バス】
羽水高校線
「羽水高校」行き　⇒　｢福井厚生病院前｣
戸の口線
「西大味」行き　⇒　｢産業会館・厚生病院前｣

　　お車でお越しの方
北陸自動車道　福井ＩＣより約15分
国道８号線　県産業会館交差点を東進

問い合わせ

対象

　

　総合病院の中に存在するため、明るく開放的な雰囲気。
　入院（全開放型５０床）も可能。
　デイケア・リワークプログラム・作業療法・福祉施設などが隣接し、
　社会復帰へのリハビリも充実。
　医師・看護師・精神保健福祉士・心理士・作業療法士でチーム医療を
　目指している。
　内科・外科・婦人科・耳鼻科・皮膚科などもあり、身体合併の治療も
　スムーズ。

●精神科疾患全般（但し、興奮の著しい状況を除く）、睡眠外来（睡眠
脳波検査）、思春期外来あり。
●保護者、家族のみの医師による相談も可（１時間5,000円）
●地域・学校との連携も可。

●電話予約制（初診・再診ともに）

●医師　２名（男１名、女１名）
●看護師　１５名
●心理士　３名（男１名、女２名）臨床心理士はうち１名
　　　※心理士によるカウンセリングを施行（５０分　５，０００円）
●精神保健福祉士　７名
　　　※精神保健福祉士による無料相談も可
●作業療法士　２名

約15分

約15分
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病
　
　
院

電話 0776-61-3111（代表）
住所 吉田郡永平寺町松岡下合月23 郵便番号 910-1193
診療日時 月曜日～金曜日　9:00～17:00　(担当など詳細はHPでご参照ください）
WEB相談窓口

ホームページ

☆原則予約制をとらせていただいております。

費用など

問い合わせ

・乳幼児・学童期・思春期の睡眠障害、小児型慢性疲労症候群

・強迫性障害、不安障害、転換性障害・身体化障害

対象

サービス
概要

・注意欠陥多動性障害（AD/HD）、自閉症スペクトラム障害(ASD)、学習障害
 （LD）、発達性協調運動障害(DCD)、トゥレット障害など発達障害

スタッフ

・過敏性腸症候群などいわゆる小児心身症

機関PR等

受付方法

http://www1.fukui-med.ac.jp/home/ufh/footer/web-soudan/index.html

☆乳幼児から青年期まで（原則初診は１８歳未満でお願いいたします）

・その他、抜毛、吃音、緘黙、遺尿・遺糞など様々な「子どものこころ」の問題

また、医療機関からのご紹介の場合は、地域医療連携システムをご利用にな
ると便利です。

・不登校・ひきこもり、子どものうつ病・うつ状態、PTSD、非虐待症候群

予めお電話で「子どものこころ診療部」外来受付にお問い合わせいただき、
日時をご相談・ご予約の上、ご来院くださいますようお願い申し上げます。

子どものこころの発達研究センター
http://www.med.u-fukui.ac.jp/cdrc/welcome.html

地域医療連携部　TEL　0776-61-8451　FAX　0776-61-8150

医師　発達小児科医　５名（男性３名／女性２名）
　　　児童精神科医　３名（男性２名／女性１名）

http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/sinryouka/o_tokushusinryou/o12_tokushusinryou/

また、「治験・先進医療センター」では「発達障害・子どものこころ」に関する「臨床
試験」もおこなっています。参加募集中の臨床試験に関しては、ＨＰをご参照くださ
い。http://www.med.u-fukui.ac.jp/home/ufh/09okusuri/chise/chise_index.html

心理士　４名（男性１名／女性３名）

保険診療の範囲で行っています。ただし、お子様が一緒に受診できない場合
は家族相談料が必要（自費診療）となりますので、ご了承ください。

乳幼児から青年期まで様々な「発達障害」「子どものこころ」の問題につい
て、最新の知見・ＥＢＭに基づいた診療を行っています。なお、現時点で
は、摂食障害（拒食症・過食症）の初診の受付は扱っておりません。

【交通のご案内】
○バス
JR福井駅前（11番のりば）発
福井大学病院行・・・・・・・・・・・・・・・・・約35分
○予約制乗合タクシー「げんき君」
　　（大野･勝山･永平寺町の一部）
     フリーダイヤル0120‐203425
  http://www.koshikanko.com/info/genkikun.html
○電車
えちぜん鉄道（勝山永平寺線）松岡駅下車
京福バス乗り換え、福井大学病院行・・約5分
○北陸自動車道
福井北インターチェンジから・・・・・・・・約10分
丸岡インターチェンジから・・・・・・・・・・約10分
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病
　
　
院

電話 ０７７６－６１－３１１１ ファックス
住所 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３ 郵便番号 ９１０－１１９３
受付日時 月曜日～金曜日　９：００～１７：００

Eメール
ホームページ http://seisin.med.lab.u-fukui.ac.jp/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　
　専門的な診療として、遅延性・難治性うつ病などを対象として、
　麻酔科の協力のもとで修正型電気けいれん療法を行ったり、
　不眠症などを対象として、睡眠検査入院を施行したりしています。

　対象　：　精神神経科疾患全般

　受付方法　：　原則として予約制です。

　　　　　　　　　　医療機関からのご紹介の場合は、

　　　　　　　　　　地域医療連携部へご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　電話　０７７６－６１－８４５１

　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７７６－６１－８１５０

　スタッフ　：　医師１７名（精神保健指定医　１３名）

　　　　　　　：　臨床心理士　１名（非常勤）

　費用など　：　保険診療の範囲で行っています。

【交通のご案内】
バス
JR福井駅前（11番のりば）発
福井大学病院行・・・・・・・・・・・・・・・・・約35分

北陸自動車道
福井北インターチェンジから・・・・・・・・約10分
丸岡インターチェンジから・・・・・・・・・・約10分

電車
えちぜん鉄道（勝山永平寺線）松岡駅下車
京福バス乗り換え、福井大学病院行・・約5分

予約制乗合タクシー「げんき君」
　　（大野･勝山･永平寺町の一部）
     フリーダイヤル0120-203425
  http://www.koshikanko.com/info/genkikun.html
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病
　
　
院

電話 （０７７６）２４－２４１０ ファックス （０７７６）２４－２４６７
住所 福井市松本4丁目５－１０ 郵便番号 910-0003
受付日時 AM8:30～PM5:30(祝祭日除く、水はPM12:00まで）

Eメール fukuichuohclinic@gmail.com
ホームページ http://fukui-chuoh-clinic.com/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　

【交通のご案内】
最寄駅
○えちぜん鉄道・西別院又は田原町駅下車５分
（バス）
○京福バス　西松本停留所・下車
○森田、高木方面からは体育館前停留所・下車

　

入院患者さんや外来患者さんが活動できるようなデイケア施設等は
併設しておりません。
心療内科以外にも診療科がありますので、病棟は全て開放病棟と
なっております。

○診察について
 　月～金曜日（水は午前のみ、木は休診）
 　　　　　　　　　AM　９：００～１２：００
 　　　　　　　　　PM１４：３０～１７：３０
 　水曜日　　　 AM　９：００～１２：００
 　土曜日　　　 AM　９：００～１２：００
 　　　　　　　　　PM１４：３０～１７：００
 　休診日・・・水曜午後、木曜、日曜、祝祭日
○初診について
 　初診は電話などによる予約が必要です。
 　　　　予約診療日・・・月・火・金
 　　　　一般診療日（予約なし）・・・水・土
○カウンセリングなど
 　カウンセラー：有（男性１名）
 　日時は診察時間に準じます。
○対象について
 　小中学生への診療、及びカウンセリングは行っておりません。

えちぜん鉄道田原町駅 西別院駅

フェニックスプラザ

中消防署

福井市体育館 本願寺別院

宝永公民館

宝永小学校

宝永小前(京福バス)
体育館前

(すまいるバス)

フ
ェ

ニ
ッ

ク
ス

通
り
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病
　
　
院

電  話 ファックス
住  所 郵便番号

受付日時
Eメール

ホームページ

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

    （0776）59-6600
  福井市江上町55-20-4

      http://www.f-gh.jp/fukui-h/

    （0776）59-6610
     910-3113

     （初診＝予約制）  8：00～11：00  （再診）  8：00 ～ 11：30
      jahm.hokuriku@f-gh.jp

　

　◎ 当院院長は『日本睡眠学会睡眠医療認定医』です。仕事
　　　中や授業中に眠ってしまう方、朝起きれない方など睡眠に
　　　関してお悩みの方で受診ご希望の方は、院長の初診担当
　　　の「月曜日または木曜日」にご予約 をお願いします。

初診受付：初めて当院受診される方は予約制とさせていただ
               いております。曜日によって受付時間が異なります
               ので、お電話にてお問い合わせください。
               なお、土曜日は初診の診療は行っておりません。
              （再診のみとなります）
再診受付：予約制はとっておりません。受付された順番の診察と
               なります。
診察時間：初診・再診共に診察時間は午前のみです。午後は
               外来診療は行っておりません。なお、日曜、祝祭日、
               年末年始の特定の日は休診とさせていただきます。
カウンセリング：スタッフは心理士3名（男性1名、女性2名）です。
費      用：当院は保険医療機関ですので、健康保険証を提示
               いただければ、費用は全て保険診療となります。
               だだし、健康診断や予防注射等一部の診療行為は
               保険適用外になるものもございます。あらかじめ、
               ご了承ください。

【交通のご案内】
・JR福井駅前からタクシー利用で約20分
・えちぜん鉄道　新田塚駅下車で
　　駅から徒歩1分で福井総合クリニック、
　　クリニックから当院までシャトルバス
    運行しています
・JR福井駅前から京福バス利用は
　※4番のりば　鮎川線（約27分）
　※4番のりば　川西・三国線（約29分）
　※10番のりば　福井総合病院線
　　　福井総合クリニック経由（約34分）

福井病院
精神科・神経科
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病
　
　
院

電話 （0776）22-7133 ファックス （0776）21-7132
住所 郵便番号 910-0017
受付日時
ホームページ http://fukujinkai.com/

　精神病圏の方のみならず、不登校やひきこもり、摂食障害など、さまざま
　な疾患の方に対応しています。

受付方法
スタッフ
費用など

サービス
概要

[交通のご案内]

機関PR等

　えちぜん鉄道三国芦原線
電車でお越しの方

急性期病棟・療養病棟の他、開放病棟などの入院病棟も備えています。

　初診は平日をお勧めしますが、土曜日の午前中も診療を行っております。

　カウンセリングをはじめ、作業療法, デイケア, 訪問看護, 心理教育,グルー
　プワークなども利用可能です。

　保護者との並行面接や保護者のみの面接も可能です。
（その場合、保護者の方のカルテを作成することがあります。）

バスでお越しの方
　JR北陸本線福井駅 京福バス（4番のりば）

　受付：月～金　8：30～10：30，13：15～15：30　　土　8：30～10：30

  ホームページから問診表などをプリントアウトすることができます。

　

　費用：保険診療（カウンセリングは同日に医師の診察を受けることが必要

　　　　　　　　

　初診の際は、あらかじめ電話で予約をおとりください。

　カウンセリングスタッフ：臨床心理士4名（男性１名、女性3名）

　　　　　です）

　鮎川線または川西三国線
　湊新町下車 徒歩約8分

　福大前西福井駅下車 徒歩6分

問い合わせ

対象

　福井市文京5丁目10－1
　月～金　8：30～16：00

　成人が中心ですが、中学生，高校生などにも対応しています。

　臨床心理士・精神保健福祉士・作業療法士などコメディカルスタッフも多く、

福仁会病院
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病
　
　
院

電話 　（０７７６）２２－３７１７ ファックス 　（０７７６）２７－２８２７
住所 　福井市文京２丁目９－１ 郵便番号 　９１０－００１７
受付日時 　月～土　９：００～１２：００

Eメール   midorict@mitene.or.jp
ホームページ 　http://www.fmatsubara.com/

　成人を中心に、小中高校生などの診療も可能です。
　統合失調症やうつ病の他、不登校やひきこもり、摂食障害など、さまざま
　な疾患の方に対応しています。

　初診受付：月～金　９：００～１１：００受付
　　　　　　　　初診予約がなくても受診できますが、あらかじめ電話にて予約
　　　　　　　　されるとスムーズです。ホームページから初診受付表などを
　　　　　　　　プリントアウトすることが可能です。
　曜日ごとに初診担当医、外来診療担当医が異なります。詳しくはお問い合
　わせ下さい。
　臨床心理士によるカウンセリング、精神保健福祉士による生活相談も可能
　です。（カウンセリングは同日に医師の診察を受けることが必要です）

サービス 　費用：保険診療
概要

臨床心理士・精神保健福祉士・作業療法士などコメディカルスタッフも多く、
カウンセリングをはじめ、作業療法・ストレスデイナイトケア・訪問看護など

　が利用可能です。

　急性期病棟・療養病棟の他、ストレスケア病棟（開放）などの入院病棟も
　備えています。
　また病院周辺に精神科デイケア施設、復職のためのリワークデイケア、
　就労支援施設、グループホームなどがあります。

[交通のご案内]

・ＪＲ、私鉄をご利用の場合
　ＪＲ福井駅前からタクシー利用で約１０分
　えちぜん鉄道　田原町駅下車　徒歩１０分
　福井鉄道　田原町駅下車　徒歩１０分

・福井駅前からバスをご利用の場合
　市内バス（京福バス）
　京福バス福井駅２４番線
　福井市立図書館バス停下車　徒歩３分

　コミュニティバス「すまいるバス」
　北ルート（田原町・文京方面）
　福井県立美術館前下車　徒歩１０分

問い合わせ

対象
受付方法
スタッフ
費用等

機関PR等
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病
　
　
院

電話 （0776）28-2929 ファックス （0776）27-2827
住所 福井市文京2丁目9-1 郵便番号 910-0017
受付日時 平日月～金曜日　9：00～17：30　（土日祝日除く）

Eメール psw@fmatsubara.com
ホームページ http://www.ｆmatsubara.com/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

認知症疾患医療センターでは認知症を早期発見、早期診断し、適切な治療
を行うことなり、その人らしく生活できるよう、本人やその家族を支援してい
きます。
①鑑別診断と初期治療
認知症に似た精神疾患（うつ病など）の可能性もあります。早期に診断を受
けることが必要です。
②専門相談
看護師・精神保健福祉士が認知症について、ご本人、ご家族から相談をお
受けします。受診の方法や対応のポイント、福祉サービスなどお気軽にお電
話ください。

物忘れがある方、認知症の対応にお困りの方、認知症の方を介
護している家族などの相談に応じています。
上記受付時間に、まずはお電話にてご相談ください。
認知症専門医による診察、看護師、精神保健福祉士による専門
医療相談、臨床心理士による心理検査など行います。
相談は無料です。プライバシーは厳守いたします。
受診した方は、各種保険診療となります。
ご来院時は、必ずご家族など状況が説明できる方もお願いしま
す。かかりつけの医療機関がある場合は、紹介状をご持参くださ
い。

【交通のご案内】
ＪＲ、私鉄をご利用の場合
ＪＲ福井駅前からタクシー利用で約10分
えちぜん鉄道　田原町駅下車　徒歩10分
福井鉄道　田原町駅下車　徒歩10分

福井駅前からバスをご利用の場合
京福バス福井駅24番線
福井市立図書館バス停下車　徒歩3分
コミュニティバス（すまいるバス）
北ルート（田原町・文京方面）
福井県立美術館前下車　徒歩10分

嶺北認知症疾患
医療センター
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病
　
　
院

電話 ０７６１－７２－０８８０ ファックス ０７６１－７２－０８７５
住所 石川県加賀市幸町２丁目６３番地 郵便番号 ９２２－０８３１
受付日時 月～土８：３０～１７：００

Eメール 　kokoro-chiiki-soudan@chokyu.gr.jp
ホームページ  http://www.chokyu.gr.jp/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　診察は、月～金の午前９：００～１２：３０、午後１４：００～１６：００に
　なります。
　受付は、８：３０～１５：００になります。
　受診をご希望の方は、まずはお電話下さい。当日は混み合います
　ので、ご予約をおとりします。ご予約をお取りできる時間帯は、平日
　の８：３０～１７：００になります。診察の前に相談員がお話をお伺い
　します。
　ご希望や必要に応じて、臨床心理士が行うカウンセリングについての
　ご相談もお受けしております。

対象：当院の通院の有無にかかわらず、ご本人、ご家族、

　　　　知り合いの方、どなたでも結構です。

受付：まずはお電話下さい。受付で相談がある旨伝えていただいて

　　　　も結構です。相談員が祝日以外の月～土で相談をお受け

　　　　しています。

スタッフ：ご相談は精神保健福祉士が伺います。

　　　　　　院内には、医師、看護師、薬剤師、臨床心理士、栄養士

　　　　　　がおりますので、ご質問がある場合はご相談下さい。

費用：ご相談につきましては費用はいただいておりません。
　　　　電話、面談等でご相談をお受けしております。

　【交通のご案内】
　　北陸自動車道
　　　加賀インターより車で５分
　　　片山津インターより車で１５分

　　ＪＲ大聖寺駅より徒歩７分
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診
　
療
　
所

電話 0776-55-1377 ファックス 0776-55-1366
住所 福井市定正町１３０８ 郵便番号 ９１０－０１２１
受付日時 月・水・金　８：３０～１７：００　　火・木・土　８：３０～１２：００　要予約

Eメール
ホームページ http://okino-mental-clinic.com

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　

　　平成２４年４月開業

＜対象＞　　　　　１８才以上

＜受付方法＞　　電話にて受付、完全予約制（初診）

　　　　　　　　　　　再診も予約をとっていただいています。

＜スタッフ＞　　　医師（精神保健指定医）、看護師、事務

＜費用＞　　　　　電話でお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　保険診療
　　　　　　　　　　　精神通院指定医療機関

【交通のご案内】
公共交通機関
　福井駅から　京福バス　２８系統
　運転者教育センター線
　つくしの団地バス停　徒歩すぐ

森田駅から　お車（タクシー）約５分
春江駅から　お車（タクシー）約１０分
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診
　
療
　
所

電話 ０７７６－９６－４０１２ ファックス ０７７６－９６－４１６９
住所 福井市市波町２４－５ 郵便番号 ９１０－２２２２
受付日時 月　　　　　９：００～１１：００、１５：００～１７：３０　　

火・水・金　９：００～１２：００、１５：００～１７：３０
木・土　　　９：００～１２：００

Eメール kishi-clinic@live.jp
ホームページ

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　

　　家庭的な雰囲気で相談させていただいています。

対象　精神疾患全般

受付方法　初診は要電話

スタッフ　精神保健指定医　看護師

費用等　保険診療（一部企業との面接契約あり）

【交通のご案内】
　＜車＞
　国道１５８号線を大野方面に福井
　インターから７分、福井美山荘近く
＜電車＞
　ＪＲ越美北線・九頭竜線　市波駅
　下車、徒歩５分
＜バス＞
　京福バス・大野線　市波停留所
　下車、徒歩２分
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診
　
療
　
所

電話 ０７７６－５０－１５５６ ファックス ０７７６－５３－３６５０
住所 福井市四ツ井１－１７－３０　フジビル２Ｆ 郵便番号 ９１０－０８４６
受付日時 月～金　８：３０～１７：００、土８：３０～１２：３０

Eメール
ホームページ

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　

　＜対象＞　　　　通院の必要な方

　

　＜受付方法＞　電話予約

　

　＜スタッフ＞　　医師、看護師

　
　＜費用＞　　　　健康保険

【交通のご案内】

　京福バス
　　　四ツ井本町　下車　徒歩２分
　すまいるバス
　　　四ツ井２丁目　下車　徒歩５分
　　　県立病院口　下車　徒歩５分
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診
　
療
　
所

電話 （０７７６）２４－３３１０ ファックス （０７７６）２４－５７３８
住所 福井市光陽３丁目９ー２３ 郵便番号 ９１０－００２６
受付日時 月～金　８時～１７時　　土　８時～１２時

Eメール info@koyo-gr.jp
ホームページ www.koyo-gr.jp

小児科において不登校、発達障害、チック、アトピー、神経症、摂食障害、
問題行動などに対応しています。

・医師（女性）　　木曜日午後診察（必要に応じて午前も可）
　　　　　　　　　　　予約制で行っています。

受付方法
スタッフ

サービス 費用など
概要

[バスをご利用の方]

●京福バス

乗車　　　＝福井駅前
路線　　　＝１２番線
主な経由＝片町入口
降車　　　＝県社会福祉センター

●スマイルバス

乗車　　　＝福井駅前
路線　　　＝５２番線
主な経由＝市役所前
降車　　　＝光陽生協病院

問い合わせ

対象

機関PR等
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診
　
療
　
所

電話 　（０７７６）２３－１２１２ ファックス
住所 　福井市乾徳１－１－１７ 郵便番号 　９１０－００２１

受付日時

Eメール
ホームページ

　過敏性腸症候群やパニック障害など、特にストレスが
　関係している身体の不調（＝心身症）を中心に診療しています。

　診療時間にお電話でご予約ください。 (予約制）

受付方法 　　費用：保険診療
スタッフ
費用など

サービス
概要

　　初診には、約一時間をかけて、問診や身体の診察を行います。
　　心理社会的背景（生育歴、家族関係、学校、仕事など）を考慮

　 して、ひとりひとりの患者様に合わせて丁寧に心身両面から
   診療させて頂いております。

　　　　お気軽に、ご相談ください。

[交通のご案内]

・えちぜん鉄道
　「福大前西福井駅」下車徒歩６分

・市内バス（京福バス）
　「乾徳１丁目バス停」下車徒歩１分
　京福バス福井駅２４番線

・駐車場　有

問い合わせ

対象

機関PR等

　月・火・金　9:00～12:30　15:00～18:00
　水　9:00～12:30　16:00～19:00　土　9:00～13:00

当院

さくら通り

芦原街道

福大前西福井駅

●ローソン

●GS
●福井市文化会館



- 70 -

診
　
療
　
所

電話 　（０７７６）５４－８８３３ ファックス  （０７７６）５３－８７００
住所 　福井市四ツ井１－２２－２２ 郵便番号 　９１０－０８４６
受付日時 　月・火・木・金・土　９：００～１７：００　　　　水　９：００～１２：００
Eメール

ホームページ

　成人が中心ですが、中学生以上の不登校やひきこもり、うつの方に
　対応しています。

サービス
概要

受付方法 　要予約（診療は主に土曜午後）

スタッフ 　医師１名、臨床心理士１名

費用など 　保険診療
　　カウンセリングのみの場合は１時間２５００円

問い合わせ

対象
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電話 0776-21-2456 ファックス 0776-21-2456
住所 福井市大手２－４－２６－３０３ 郵便番号 910-0005
受付日時 水～土　9：00～　17:30

Eメール
ホームページ http://w2422.nsk.ne.jp/~hiro_3_shige.dr/

小中高校生ほか未成年に対応しております。
注意欠陥多動性障害、不登校、ひきこもりなど、さまざまな疾患に対応

初診受付：　水～土曜日　９：００～１７：３０　　あらかじめご予約ください

受付方法
スタッフ
費用など

問い合わせ

対象

サービス
概要
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電話 　（０７７６）２５－７７７７ ファックス 　（０７７６）２５－７８３７

住所 　福井市手寄1丁目１２－２３ 郵便番号 　９１０－０８５８

受付日時 　月曜日～金曜日　１１：００～１７：００　祝日・土・日を除く

診療時間 　月・火・水・金曜日　１４：００～１８：００、　木曜日　１３：３０～１７：３０

ホームページ 　http://www.cococli.com

　対象年齢について特定はございません

　保護者のみのご相談も可能

　診療は、精神科・心療内科

　思春期における対人恐怖症・不登校・行為障害等

　こどもの心身の発達とこころの課題についての相談や医学的診断、判定を

　行うことにより、それぞれの課題の早期発見、早期治療を実施しています。

サービス

概要 　予約制です。必ずお電話にて事前に予約してください。

受付方法 　医師　：　男性2名

スタッフ 　臨床心理士　：男性1名

　看護師　：　女性

　受付スタッフ　：女性

　初診料（20歳未満）　約3,500円

　カウンセリング料はいただいていませんが、診察を受けてからになります

　ので、再診の場合は、診察料込みで約２０００円

福井駅東口より徒歩３分

対象

治療費

問い合わせ
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電話 0776-22-7441 ファックス 0776-22-7458
住所 福井市松本4丁目4-24 郵便番号 910-0003

受付日時 月・木　９：００～１３：００および１５：００～１８：００
水・金・土　９：００～１３：００

Eメール 受付しておりません
ホームページ 　　http://www.hasegawaiin.com/index.html

当院では、１２歳～２０歳未満のこころの問題を抱えた子どもたちを
診療させていただいております。
不登校、対人恐怖、手洗いなどの強迫行動、こだわり、食行動異常など
本人が診察に来れない場合には、両親（家族）の相談も受け付けております。

成人の発達障害についても診療させていただいております。

初診
可能。電話での予約となっております。

サービス 受付方法 スタッフ 多田紀彦　医師　
概要 スタッフ （福井大学教育地域科学部　附属特別支援学校　学校医）

費用など （福井大学文京キャンパス学校医）
臨床心理士　女性２名

保険診療 自立支援医療費（精神通院）による公費負担制度あり

精神疾患に対しては、詳細な問診の上、薬物治療のみではなく、
認知行動療法、暴露反応妨害法などの併用も行う。

発達障害圏の脳機能による精査、その他、入院治療が必要な場合には
福井大学医学部附属病院へのご紹介となります。

鉄道でおこしの方
福井鉄道　　　　　福武線（田原町駅）から徒歩１０分

えちぜん鉄道　　 三国芦原線（西別院駅）から徒歩７分

バスでおこしの方
(京福バス)
福井駅前からの場合、西松本（停留所）下車　東へ徒歩２分

福井駅方面への場合、市営体育館前（停留所）下車　東へ徒歩２分

(すまいるバス)　
宝永小学校（停留所）下車　徒歩２分

車でおこしの方
フェニックス通りを福井方面から東下交差点を

右折してすぐ１本目の道を左折してください。

病院前に３台、病院北側（徒歩1分）に７台の合計10台の駐車スペース。

問い合わせ

対象

機関PR等

原則、前日までの予約とさせて頂いておりますが、当日の受付
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電話 0776-30-0160 ファックス 0776-30-0160
住所 福井市中央1-4-20 郵便番号 910-0006
受付日時 月-木曜　9：30-12：00　14：00-17：00　（不定期）

Eメール 　makita-clinic@yahoo.co.jp
ホームページ  http://geocities.yahoo.co.jp/gl/makita_clinic

中高校生以上のうつ病、摂食障害、不安障害などが対象です。
小学生以下や発達障害には対応していません。
対象は原則として本人のみで、家族のみの相談には対応していません。

予約診療制ですので必ず電話で予約を取ってください。
予約時間は月-木曜の9：30-12：00　14：00-17：00です。

受付方法 メールやＦＡＸによる予約や相談には対応していません。
スタッフ 男性医師による薬物療法と精神療法を行っています。
費用など 臨床心理士による心理療法は行っておりません。

費用は保険診療のみです。

病院へのアクセス

ＪＲ福井駅より徒歩5分
福井西武向かいの福井薬局ビルの
４階です

問い合わせ

対象

サービス
概要

福
井
西
武
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ワイプラザから車で５分 

福井北インターから車で５分 

えちぜん鉄道追分口駅から徒歩５分 

電話 0776－54－0051 ファックス 0776－54－0151 

住所 福井市新保町 19－35－1 郵便番号 〒910-0032 

受付日時 

● 月曜日：AM9:30～12：30 

● 火・水・金曜日：AM9：30～PM6：00 

● 土曜日：AM9：30～PM16：00         ※日・木・祝日は休み（H25.4 月から）

E メール  

問い合わせ 

ホームページ   

対象 ・中学生以上 

  

 

 

 

受付方法 

スタッフ 

費用 

 

＜受付方法＞ 

・当院は、完全予約制になります。事前に、電話などでの予約をお願いします。 

・当院は、保護者のみの相談も受け付けています。その場合も、必ず保険証をお持

ちください。 

 

＜費用＞ 

・保険診療となります。 

 

＜スタッフ＞ 

・医師、看護師、臨床心理士 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス 

概要 

 

 

 

機関 PR 

・当院では、デイケアも併設しています。 

☆デイケア紹介☆ 

●デイケアでは、20～30 代を中心に若いメンバーが多く，10 数人のこじんまりとした

環境で活動しています。 

●精神保健福祉士や作業療法士、臨床心理士、看護師等が在籍し、それぞれの人

に必要に応じて，制度の紹介や他機関との相談・連携をして生活支援を行います。 

●料理やスポーツ、コミュニケーションゲームなど、さまざまな活動を行っています。 
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電話 ０７７６－３３－３０８８ ファックス ０７７６－３３－３０８８
住所 福井市木田３丁目２４０２－２Ｆ 郵便番号 ９１８－８１０５
受付日時 月・水・金　９：００～１７：３０　、　火・木・土　９：００～１２：３０

Eメール
ホームページ

対象
サービス 受付方法

スタッフ
概要 費用等

問い合わせ

　

不安障害、（躁）うつ病、統合失調症など精神科一般を診療。

電話予約が必要です。

【交通のご案内】

　京福バス
　　福井西口（駅前）
　　　羽水高校線および西大味線
　　　板垣５丁目下車　徒歩２分
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電話 ０７６１－７２－８７６５ ファックス
住所 郵便番号 ９２２－０４２３
受付日時 　月～水・金　９：３０～１２：３０および１６：００～１８：００

　木・土　９：３０～１２：３０
Eメール

ホームページ 　http://556929.jp/　

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

加賀市作見町ル２５－１　アビオシティ加賀１Ｆ
　

○ＪＲ駅前のショッピングセンター内にあり、気軽に利用できる
　 メンタルクリニックです。

○通院だけでなく、自宅・施設・病院への往診、電話診察も
　 行っています。

○企業のメンタルヘルス相談・指導を行います。
　　（労働衛生コンサルタント）

○一人ひとりのニーズと価値観を大切にして、説明と同意に
　 もとづく納得診療を行います。

＜対象＞　　　　不眠症、自立神経失調症、神経症、うつ病など

　　　　　　　　　　こころの不調全般

＜受付方法＞　電話または直接来院して予約

＜スタッフ＞　　相談・診療は医師が対応

＜費用＞
　　診察は健康保険適用し、３割負担の場合、初診は約3,000円
　　個人相談は時間により、1,580円～5,250円
　　企業のメンタルヘルス相談・指導はお問い合わせください。

【交通のご案内】

　ＪＲ加賀温泉駅から徒歩３分
　アビオシティ加賀（平和堂加賀店）１階


