
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 病棟Ns 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 奥村病院 地域連携課 地域連携課 地域連携課

12 片山整形外科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

13 光陽生協病院
地域連携室
病棟看護師

地域連携室
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

〒918-8104
福井市板垣５－２０１

担当部署：地域連携課
ＴＥＬ：０７７６－３５－３８６０
ＦＡＸ：０７７６－３３－１１８１
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：３０
　　 （土）　　 ８：３０～１７：３０

〒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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
（令和4年6月27日現在）

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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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 地域連携室 地域連携室 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

地域連携情報
サービス室

地域連携情報
サービス室

地域連携情報
サービス室

19
医療法人 邦高会
高沢内科医院

師長 師長 主任

20 たなか整形外科・眼科 病棟看護師 師長 師長

21
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

22 つくし野病院 地域連携部 地域連携部
病棟Ｎｓ

地域連携部

23 つながるクリニック 看護師 看護師 看護師

24 冨永病院 事務 事務 事務

25
医療法人 元和会
野村内科医院

外来 外来 外来

26 ひらい内科消化器科医院 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

27 福井温泉病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

〒910-0015
福井市二の宮2-26-35

担当：看護師
ＴＥＬ：０７７６－２７－１５５０
ＦＡＸ：０７７６－２７－１１４８
対応可能な時間帯
　　　　　　　９：００～１７：００

〒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～金）　９：００～１７：３０
　　（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

〒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

〒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

〒910-0855
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

〒918-8107
福井市春日町２３６－１

担当部署：師長
ＴＥＬ：０７７６－３５－０１００
ＦＡＸ：０７７６－３５－４８８８
対応可能な時間帯
　（平日）　　　　９：００～１７：００

〒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

〒918-8018
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）　８：３０～１６：３０
　（第１，３，５土曜）　８：３０～１１：３０

〒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
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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28 福井県済生会病院 病棟Ｎｓ
病棟Ｎｓ
または

退院支援室

病棟Ｎｓ
または

退院支援室

29
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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36
医療法人 初生会
福井中央クリニック

看護部
（担当：中野・草譯）

看護部
（担当：中野・草譯）

看護部
（担当：中野・草譯）

37 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

38 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

39 福島泌尿器科医院

40 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

〒910-0064
福井市新田塚町４０８

担当部署：
ＴＥＬ：０７７６－２５－１２１３
ＦＡＸ：０７７６－２５－０９７７
対応可能な時間帯
※現在は休床中

〒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

〒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

〒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
7/1～
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：１５
　（木・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
7/1～
　　（平日）　８：３０～１７：１５

〒910-0003
福井市松本４丁目５番１０号

担当部署：看護部 （担当：中野）
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

〒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

〒910-8526
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
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
（令和4年6月27日現在）

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 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

42 まつむら眼科クリニック

43
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

44
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

リハビリテーション科
浦井

45
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）

46 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）

47
医療法人 清風会
吉田医院

入退院支援窓口
（担当：吉田）

入退院支援窓口
（担当：吉田）

吉田医院
居宅介護支援センター

○永平寺町

48 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

49
国立病院機構
あわら病院

地域医療連携室
退院支援看護師

地域医療連携室
退院支援看護師

地域医療連携室
退院支援看護師

50
医療法人　泉壽会
加納病院

地域連携室
（事務部又は

病棟看護部長）
地域連携室 地域連携室

51
医療法人 至捷会
木村病院

看護サマリー
病棟

病棟
病棟

地域連携室

52 東外科医院 病棟Ns 病棟Ns 院内ケアマネジャー

53 坂井市立三国病院 地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

〒919-0634
あわら市北金津５７号２５番地

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－７３－３３２３
ＦＡＸ：０７７６－７３－４７５０
対応可能な時間帯：
（月・火・木・金・土）
　　　　　　９：００～１７：００ 地域連携室
　 （水）　　９：００～１２：００ 地域連携室
　 （日）　　９：００～１７：００ 病棟

○坂井市

〒910-0231
坂井市丸岡町霞１丁目５０

担当部署：外来
ＴＥＬ：０７７６－６６－２２２８
ＦＡＸ：０７７６－６６－２２２９
対応可能な時間帯
（月～金）　８：３０～１７：３０
　 （土）　　 ８：３０～１２：００

〒913-8611
坂井市三国町中央１丁目２番３４号

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７６－８２－０４８０ （代表）
　　　 ０７７６－８２－５２２２（直通）
ＦＡＸ：０７７６－８２－７０５０
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：００
　　　（木・土）　　 　８：３０～１２：００

○あわら市

〒910-4272
あわら市北潟２３８号１番地

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７６－７９－１２１１（代表）
ＦＡＸ：０７７６－７９－１２６１
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：１５

〒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

〒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　９：００～１８：００
　（日帰り入院のため）

〒919-0633
あわら市花乃杜１－２－３９

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－７３－１００１
ＦＡＸ：０７７６－７３－１６６１
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１７：００

〒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）　８：３０～１８：３０
　　 　（水・土）　 　 ８：３０～１７：００

〒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

〒910-1193
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

〒910-0017
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

〒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：入退院支援窓口
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
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
（令和4年6月27日現在）

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

54
医療法人
中瀬整形外科医院

病棟 看護部 病棟 看護部 病棟 看護部

55 春江病院 総合支援室
・MSW

・退院支援看護部
・病棟看護部

総合支援室

56 藤田神経内科病院
病棟（師長・主任）

相談員
病棟（師長・主任）

相談員
病棟（師長・主任）

相談員

57
医療法人 慈風会
宮﨑病院

地域連携室 地域連携室 地域連携室

58 阿部病院
病棟Ｎｓ
（主任）

病棟Ｎｓ
（主任）

病棟Ｎｓ
（主任）

59
医療法人
尾崎整形外科

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

60
清翔会
尾崎病院

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 看護部

61 広瀬病院 退院支援係 退院支援係 退院支援係

62
医療法人 キラキラ会
松田病院

病棟Ns
（担当：村中、清水）

病棟Ns
（担当：村中、清水）

病棟Ns
（担当：村中、清水）

63
勝山オレンジクリニック
※ベッド休床中

64 たけとう病院 地域移行推進室 地域移行推進室 地域移行推進室

65 福井勝山総合病院 地域支援室 地域支援室 地域支援室

66
医療法人 芳泉会
芳野医院

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

〒912-0083
大野市明倫町１０－７

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７９－６５－２５７０
ＦＡＸ：０７７９－６５－２５７１
対応可能な時間帯
　　（平日）　９：００～１７：００

〒912-0083
大野市明倫町１１－２

担当部署：看護部
ＴＥＬ：０７７９－６６－３０６７
ＦＡＸ：０７７９－６６－１９１６
対応可能な時間帯
　　（月～金）　１３：００～１７：００

○勝山市

〒911-0804
勝山市元町３丁目６－１９

担当部署：事務
ＴＥＬ：０７７９－８７－２６１６
ＦＡＸ：０７７９－８７－２７９７
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１６：００

〒911-0014
勝山市野向町聖丸１０－２１－１

担当部署：地域移行推進室
ＴＥＬ：０７７９－８８－６４６４
ＦＡＸ：０７７９－８７－２３６７
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：００
　　（土）　　８：３０～１２：００

〒911-8558
勝山市長山町２－６－２１

担当部署：地域支援室
ＴＥＬ：０７７９－８８－１８６０
ＦＡＸ：０７７９－８８－１８６１
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：１５

〒911-0031
勝山市長山町１丁目３－１

担当部署：外来窓口、病棟
ＴＥＬ：０７７９－８８－２００５
ＦＡＸ：０７７９－８８－０３９５
対応可能な時間帯： ２４時間対応可

○大野市

〒912-0087
大野市城町１０－１

担当部署：退院支援係
ＴＥＬ：０７７９－６６－３５１０
ＦＡＸ：０７７９－６６－３７７７
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　９：００～１８：００
　　  （木・土）　　　 ９：００～１３：００

〒912-0026
大野市要町１－１３

担当部署：病棟看護部
ＴＥＬ：０７７９－６６－３２３８
ＦＡＸ：０７７９－６６－１６５５
対応可能な時間帯
　　（月～金）　９：００～１７：００
　　　  （土）　 ９：００～１２：００

〒919-0476
坂井市春江町針原６５－７

担当部署：総合支援室
ＴＥＬ：０７７６－５１－１０２９
ＦＡＸ：０７７６－５１－０６０２
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　９：００～１７：３０
　　　（木・土）　　 　９：００～１２：３０

〒910-0367
坂井市丸岡町羽崎３１－１２－１

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－６７－１１２０
ＦＡＸ：０７７６－６７－５００４
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：００

〒913-0046
坂井市三国町北本町
２丁目２番６号

担当：医事課
ＴＥＬ：０７７６－８２－１００２
ＦＡＸ：０７７６－８２－６７１３
対応可能な時間帯
　（月～金）８：３０～１７：３０

〒912-0081
大野市元町８番６号

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７９－６６－２２３０
ＦＡＸ：０７７９－６６－５６６８
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００

〒910-0302
坂井市丸岡町里丸岡１－４０

担当部署：病棟 看護部
ＴＥＬ：０７７６－６７－３７７７
ＦＡＸ：０７７６－６７－３２２７
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１８：００
　　  （土）　 ８：３０～１２：００
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
（令和4年6月27日現在）

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

67 木村病院
入退院支援・
地域連携部

入退院支援・
地域連携部

または
病棟

入退院支援・
地域連携部

68 公立丹南病院 地域医療連携室
病棟Ｎｓ
または

地域医療連携室
地域医療連携室

69 斎藤病院 地域医療連携課
病棟部長

退院調整担当
退院調整担当

70 鯖江清水眼科

71 品川クリニック 病棟Ｎｓ
病棟

担当Ｎｓ
病棟

担当Ｎｓ

72 高村病院
事務部

（担当：堀内、藤井）
事務部

（担当：堀内、藤井）
事務部

（担当：堀内、藤井）

73 広瀬病院 病棟Ｎｓ プライマリーナース プライマリーナース

74 みどりケ丘病院 ＰＳＷ ＰＳＷ ＰＳＷ

75
医療法人
相木病院

病棟Ns 病棟師長 病棟師長

76 池端病院
病棟Ns

地域連携室
地域連携室

病棟Ｎｓ
地域連携室

病棟Ｎｓ

77
一般財団法人
今立中央病院

外来Ns 病棟Ns
病棟Ns
または

居宅介護支援センター

78 岩堀メディカルオフィス 病棟Ns 院長
病棟Ｎｓ
または
院長

〒916-0025
鯖江市旭町２－１－３０

担当部署：受付
ＴＥＬ：０７７８－５１－００６７
ＦＡＸ：０７７８－５３－１６８３
対応可能な時間帯
　（水）　１４：００～１７：００
　　　　　　（日帰り入院のため）

〒915-0814
越前市中央２丁目９－４０

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７８－２２－１６０７
ＦＡＸ：０７７８－２２－１６００
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：００

〒915-0066
越前市神明町４－１２

担当部署：受付
ＴＥＬ：０７７８－２２－０３８５
ＦＡＸ：０７７８－２２－９８４０
対応可能な時間帯
（月～金）  ９：００～１２：００
　　　　　  １４：００～１８：００
　　（土）　  ９：００～１２：００

〒915-0861
越前市今宿町８－１

担当部署
①病棟
　ＴＥＬ：０７７８－２３－０１５０
　ＦＡＸ：０７７８－２４－２３６３
　　（月～日）　８：３０～１７：３０
②地域連携室
　ＴＥＬ：０７７８－２５－０１６０
　ＦＡＸ：病棟のＦＡＸ番号と同じ
　　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　　 （土）　　 ８：３０～１２：３０

○越前市

〒916-0025
鯖江市旭町１－２－８

担当部署：各病棟（３～６階）の師長
ＴＥＬ：０７７８－５１－３０３０ （代表）
ＦＡＸ：０７７８－５１－５９７８
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１７：３０
　　　 （水・土）　　　８：３０～１２：３０

〒916-0021
鯖江市三六町１丁目２－６

担当：外来ＰＳＷ
ＴＥＬ：０７７８－５１－１３７０
ＦＡＸ：０７７８－５１－１４８７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００
　　 （土）　 　９：００～１３：００

〒915-0242
越前市粟田部町３３－１

担当部署：医療療養病棟
ＴＥＬ：０７７８－４２－１８００
ＦＡＸ：０７７８－４２－２３１５
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金） 　９：００～１７：３０
　（水・土）　 　　　　９：００～１２：００

○鯖江市

〒916-0033
鯖江市中野町５６－１－１

担当部署：外来受付
ＴＥＬ：０７７８－５１－００１１
ＦＡＸ：０７７８－５３－００１１
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：００
　 （土）　　８：３０～１２：００
※土曜午後・日祝は
　 病棟　ＴＥＬ：０７７８－５１－００１１

〒916-0018
鯖江市幸町１－２－２

担当部署：事務部 （堀内・藤井）
ＴＥＬ：０７７８－５１－２０３０
ＦＡＸ：０７７８－５１－２２１９
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　９：００～１７：００
　　　（水・土）　　　９：００～１２：００

〒916-0025
鯖江市旭町４－４－９

担当部署：入退院支援・地域連携部、
　　　　　　 入院病棟
ＴＥＬ：０７７８－５１－０４７８ （代表）
　　　 ０７７８－５１－６１７１
　　　　　　　　　　（地域医療連携室）
ＦＡＸ：０７７８－５１－０６２４
対応可能な時間帯
　入退院支援・地域連携部、病棟とも
　 （月～金）　８：３０～１７：３０

〒916-8515
鯖江市三六町１－２－３１

担当部署
①入院病棟（入院病棟を確認済みの場合）
　ＴＥＬ：０７７８－５１－２２６０ （代表）
②地域医療連携室
　ＴＥＬ：０７７８－５２－８００６
　ＦＡＸ：０７７８－５２－８０１６
　（平日）　８：３０～１７：００
　（土曜）　８：３０～１２：３０

〒916-0033
鯖江市中野町６－１－１

担当部署：地域医療連携課
ＴＥＬ：０７７８－５１－０５９３
ＦＡＸ：０７７８－５３－１５９７
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：３０
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
（令和4年6月27日現在）

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

79
医療法人
笠原病院

病棟Ns
地域医療連携室Ns

地域医療連携室Ns

地域医療連携室Ns
および

当院の訪問看護
ステーション（居宅支援）

80
医療法人
斎藤医院

病棟Ns 病棟Ns
居宅介護支援事業所

ケアセンターふじ

81 武生記念病院 ケースワーカー ケースワーカー ケースワーカー

82
医療法人 一麦会
東武内科外科クリニック

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

看護部（看護師長）
および

東武介護支援センター
TEL：0778-21-1155

（ケアマネジャー：金子）

83
社会医療法人財団
中村病院

退院支援担当Ns 退院支援担当Ns 退院支援担当Ns

84
医療法人
林病院

退院支援室 退院支援室 退院支援室

85
南越前町国民健康保険
今庄診療所

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ
病棟Ｎｓ
主治医

86
医療法人 倉伊会
伊部病院

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 事務長

87
越前町国民健康保険
織田病院

退院支援室
または
病棟Ｎｓ

退院支援室 退院支援室

88 泉ヶ丘病院
病棟Ｎｓ
または

地域連携室

病棟Ｎｓ
または

地域連携室

病棟Ｎｓ
または

地域連携室

89
医療法人 積善会
猪原病院

相談員 相談員 相談員

90 市立敦賀病院
医療支援部

（入退院支援室）
医療支援部

（入退院支援室）
医療支援部

（入退院支援室）

91 敦賀温泉病院 相談室 相談室 相談室
〒914-0024
敦賀市吉河４１－１－５

担当部署：相談室
            （不在時は外来看護師長）
ＴＥＬ：０７７０－２３－８２１０ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－２３－３０６８ （代表）
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
　　 （土）　　８：３０～１２：３０

〒915-8502
越前市塚町２１４番地

担当部署：３階病棟
ＴＥＬ：０７７８－２３－１１５５　（代表）
ＦＡＸ：０７７８－２３－０２１３　（３階病棟）
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：３０
　　　（木・土）　 　　８：３０～１２：３０

〒915-0802
越前市北府３丁目５－１

担当：病棟Ｎｓ
ＴＥＬ：０７７８－２２－０２３４
ＦＡＸ：０７７８－２２－５６７４
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：００

○敦賀市

〒914-0028
敦賀市中８１号岩ヶ鼻１－１１

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７０－２２－７７００
ＦＡＸ：０７７０－２２－６８６８
対応可能な時間帯
　　（月～金）　８：３０～１７：００

〒914-0138
敦賀市櫛林３２－５－２

担当部署：事務部相談員
ＴＥＬ：０７７０－２２－３５５８
ＦＡＸ：０７７０－２２－６２１８
対応可能な時間帯
　　（月～土）　８：３０～１７：００

〒914-8502
敦賀市三島町１丁目６－６０

担当部署：医療支援部入退院支援室
ＴＥＬ：０７７０－２２－３６１１（代）
ＦＡＸ：０７７０－２１－１００５
対応可能な時間帯
　　（月～金）　８：３０～１７：１５

〒916-0215
丹生郡越前町織田１０６－４４－１

担当部署：退院支援室
ＴＥＬ：０７７８－３６－１０２２
ＦＡＸ：０７７８－３６－１００１
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：１５
　　（土）　　　８：３０～１２：３０

〒915-0068
越前市天王町４－２８

担当部署：退院支援部
ＴＥＬ：０７７８－２２－０６１８（代表）
ＦＡＸ：０７７８－２２－６２２０
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００

〒915-8511
越前市府中１丁目３－５

担当部署
①退院支援室 （手渡し、電話の場合）
　　ＴＥＬ：０７７８－２２－０３３６
　　（平日）　８：３０～１７：３０
②地域連携室 （FAXの場合）
　　ＦＡＸ：０７７８－２１－３４４０

○南越前町

〒919-0131
南条郡南越前町今庄84-24-1

担当部署：看護師長
ＴＥＬ：０７７８－４５－００３０
ＦＡＸ：０７７８－４５－１９１３
対応可能な時間帯
　 （月・火・水・金）　８：３０～１７：００
　　　 　（木）　　　 　８：３０～１２：００

○越前町

〒915-0816
越前市小松２丁目７－２５

担当：地域相談室ケースワーカー
ＴＥＬ：０７７８－２２－２８８７
ＦＡＸ：０７７８－２１－０６７５
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　９：００～１７：３０
　　　（水・土）　　　 ９：００～１２：００

〒915-0094
越前市横市町６－３

担当：病棟Ｎｓ
ＴＥＬ：０７７８－２１－１１５５
ＦＡＸ：０７７８－２１－１０７８
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：３０

〒916-0147
丹生郡越前町内郡１１－１

担当部署：院長
ＴＥＬ：０７７８－３４－０２２０
ＦＡＸ：０７７８－３４－２５８７
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　１５：００～１７：００
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
（令和4年6月27日現在）

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

92
独立行政法人
国立病院機構
敦賀医療センター

地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

93
医療法人
三宅眼科医院

94 杉田玄白記念公立小浜病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

95 田中病院
地域医療連携課

相談員

病棟Ｎｓ
および

地域医療連携課
相談員

地域医療連携課
相談員

96 JCHO 若狭高浜病院
病棟Ｎｓ
または

地域連携室

病棟Ｎｓ
または

地域連携室
地域連携室

97
おおい町保健・医療・福祉
総合施設診療所

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

98
若狭町国民健康保険
上中診療所

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

99 レイクヒルズ美方病院 在宅支援室 在宅支援室 在宅支援室

100 嶺南こころの病院 生活支援部 生活支援部 生活支援部

〒914-0195
敦賀市桜ヶ丘町３３番１号

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７０－２５－１６００ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－２５－０３５４
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：１５

〒917-0241
小浜市遠敷１０丁目６０１－１

担当部署：地域医療連携課
ＴＥＬ：０７７０－５６－５３５３
ＦＡＸ：０７７０－５６－５２２９
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金・土）　９：００～１７：００

〒914-0056
敦賀市津内町３丁目８－１２

担当部署：
ＴＥＬ：０７７０－２３－００２８
ＦＡＸ：０７７０－２３－２０７７

〒919-1541
三方上中郡若狭町
市場２４－１８－１

担当部署：生活支援部
ＴＥＬ：０７７０－６２－１１３１ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－６２－１１３４
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：００

○小浜市

〒919-2293
大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７０－７２－０８８０ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－７２－０８２２ （直通）
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：１５

〒919-2111
大飯郡おおい町本郷９２－５１－１

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７０－７７－２７５３
ＦＡＸ：０７７０－７７－２２７６
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０

○高浜町

〒917-8567
小浜市大手町２－２

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７０－５２－０９９０
ＦＡＸ：０７７０－５２－９２５５
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：１５

〒919-1541
三方上中郡若狭町
市場１９号５番地

担当部署
①地域連携担当
　ＴＥＬ：０７７０－６２－１１８８
　ＦＡＸ：０７７０－６２－１６９９
　（平日）　８：３０～１７：００

〒919-1392
三方上中郡若狭町
気山３１５－１－９

担当部署：在宅支援室
ＴＥＬ：０７７０－４５－０２５０ （直通）
ＦＡＸ：０７７０－４５－２４６８
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：１５

○若狭町

○おおい町
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