
●市内のお医者さん 

病 院 名 所 在 電話番号 主な診療科目 

★東地区 

（医）林病院 府中一丁目3-5 22-0336 
内、外、整、消外、消内、脳神
外、神内、循、呼、眼、リハビ
リ、泌、形成外、放、麻、腎 

さとういきいきクリニック 府中一丁目4-20 21-0310 
内、外、消内（胃カメラ、大腸

カメラ） 

桑原心療内科クリニック 府中二丁目3-22 21-1161 心療内、精、神 

マルカ整形外科内科 吾妻町2-8 22-1317 内、外、整、リハビリ 

（医）井元産婦人科医院 堀川町6-25 23-3541 内、産婦 

ささした助産所 堀川町7-5 24-3841 産婦 

奥村眼科医院 天王町2-22 24-2016 眼 

（医）中村医院 天王町4-28 22-0618 

児、内、循、泌、外、整、放、
脳神外、消、内分泌、神内、婦、
眼、リハビリ、呼、呼外、形、
心臓血管外科 耳鼻咽喉科 

サンライフクリニック 蓬莱町6-24 22-8835 内、整 

越前外科内科医院 北府二丁目12-13 22-1100 
内、外、胃、循、児、整、心臓
外、透析、精 

（医）斎藤医院 北府三丁目5-1 22-0234 内、婦、リハビリ 

★西地区 

関医院 京町三丁目1-33 22-0103 内、外、胃 

（医）堀川医院 本多一丁目6-7 24-3850 耳、鼻、咽、児、アレルギー 

（医）月岡医院 本多一丁目10-18 23-0220 胃、内、消 

（医）福田胃腸科外科 高瀬一丁目33-8 22-8855 胃、内、外、児、整、肛 

（医）相木病院 中央二丁目9-40 22-1607 内、児、胃、循、呼、肛 

（医）野尻医院 平出一丁目12-37 22-5108 内、児 

（医）武生記念病院 小松二丁目7-25 22-2887 精、内、神 

ひらい医院 新町8-1-11 25-4118 内、消 

★南地区 

はやし内科外科 若竹町7-5 21-0111 内、外、呼内、消内 

なんぶ眼科クリニック あおば町1-30 21-2111 眼 

岩堀メディカルオフィス 神明町4-12 22-0385 児、泌、内、消 

吉田皮膚科医院 姫川二丁目3-3 24-5532 皮 

藤井医院 文京一丁目6-28 23-3211 内、産婦、消、呼、循、児 

橋本整形クリニック 東千福町23-16 23-2112 整、リウマチ、リハビリ 

（医）土川整形外科医院 常久町8-1 22-5280 整、リハビリ 

★吉野地区 

（医）平井眼科内科クリニック 芝原四丁目10-28 21-3755 眼、内、呼、消、胃、循、児 

こうの内科耳鼻咽喉科 芝原五丁目11-1 21-2113 内、耳、鼻、咽 

３０ 



病 院 名 所 在 電話番号 主な診療科目 

★国高地区 

たけふクリニック 村国三丁目1-12 29-1212 内、循 

しみずクリニック 国高一丁目3-12 21-0101 内、外、整、皮、児 

（医）東武内科外科クリニック 横市町6-3 21-1155 内、外、胃、整、児、肛、皮、循、泌 

耳鼻咽喉科アレルギー科 
やまもとクリニック 

庄町1-1 23-1187 耳、鼻、咽、アレルギー 

（医）笠原病院 塚町214 23-1155 
外、内、婦、胃、整、肛、リハビリ、
放 

（医）きむら小児科 瓜生町29-1-12 25-0020 児 

★大虫地区 

西武クリニック 上太田町37-10-1 23-7788 内、外、整、消内 

平井皮ふ科医院 上太田町49-6-6 25-4112 皮、形成外 

★坂口地区 

坂口診療所 
湯谷町24-18-1 
（坂口公民館内） 

22-0103 
（関医院） 内、外、胃 

★王子保地区 

（医）池端病院 今宿町8-1 23-0150 内、外、胃、整、児、皮、リハビリ 

★北日野地区 

（医）はしもと小児科クリニック 帆山町10-5-1 23-8080 児 

★北新庄地区 

加藤医院 北町30-4 22-2334 内、外、胃、皮 

★味真野地区 

（医）萩原医院 宮谷町36-10 27-1228 内、外、児、胃 

★白山地区 

野尻医院しらやま診療所 
菖蒲谷町19-8-6
（越前市商工会白山
支所内） 

22-5108 
(野尻医院) 児、内 

★粟田部地区 

（医）佐々木医院 粟田部町29-33 42-0002 内、消、循、呼、児、放、リハビリ 

（一財）今立中央病院 粟田部町33-1 42-1800 
内、外、整、児、胃、呼、循、泌、皮、
脳神外、婦、眼、放、リハビリ、耳 

★岡本地区 

（医）つがわ内科クリニック 岩本町2-104 42-3811 内、循、リウマチ 

★南中山地区 

林医院 野岡町21-3 42-0641 児、内、皮 

★主な診療科目の説明 ※表記例 内：内科＝（内と書いてあるものは内科のことです。） 

外：外科一般     呼：呼吸器科全般  整：整形外科  児：小児科  呼外：呼吸器外科  循：心臓など循環器関係 
脳神外：脳神経外科  婦：婦人科     眼：眼科    胃：胃腸科  皮：皮膚科     泌：泌尿器科       
精：精神科      神：神経科（精神科と同様）     心療内：心身症などの心療内科 
神内：神経内科（神経難病など）      麻：麻酔科   形成外：形成外科         産婦：産婦人科 
肛：肛門科      消：消化器科全般  リウマチ：リウマチ科    血液内：血液内科   腎：腎臓関係 
消外：消化器外科   消内：消化器内科  放：放射線科  耳・鼻・咽：耳鼻咽喉科 
内分泌：内分泌科（ホルモンに関する病気など）       アレルギー：アレルギーに関すること 
リハビリ：リハビリテーション科  

※詳しい場所については、越前市ぐるぐるマップで検索ください。 
https://www.sonicweb-asp.jp/echizen/index
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●市内の歯医者さん

病 院 名 所 在 電話番号 

★東地区 

いんべ歯科 府中一丁目4-24 22-5050 

坂野歯科医院 府中一丁目12-28 22-6323 

直江歯科医院 府中一丁目27-6 24-0900 

天井歯科医院 天王町2-24 24-0648 

服部歯科医院 幸町3-35 22-1251 

水野歯科医院 幸町4-5 24-1162 

西尾歯科医院 北府二丁目12-29 21-1121 

（医）斎藤医院 北府三丁目5-1 22-0234 

片山歯科医院 桂町5-22 22-0925 

★西地区 

（医）山本歯科医院 元町1-12 24-0558 

平井歯科医院 京町二丁目4-5 22-1184 

岩堀歯科クリニック 平和町9-3 29-0648 

くどう歯科医院 高瀬一丁目7-15 23-6480 

（医）水谷歯科医院 平出三丁目8-40 24-3570 

★南地区 

若泉歯科クリニック 文京二丁目12-38 24-3021 

こいずみデンタルクリニック 松森町111 21-3222 

わきた歯科 千福町127 21-0100 

★国高地区 

（医）坂下歯科医院 村国二丁目11-31 22-0608 

あさざわ歯科医院 村国三丁目7-7 23-0821 

宮本歯科クリニック 村国三丁目34-1 25-7771 

せいじ矯正歯科クリニック 横市町1-5-7 29-0118 

増永歯科医院 庄町1-4 21-5552 

みずたに歯科クリニック 長土呂町7-20-2 43-6480 

★大虫地区 

（医）山王歯科 上太田町23-3-10 24-1766 

けい歯科医院 上太田町49-7-2 23-4618 

★北日野地区 

ひの歯科クリニック 岩内町2-1-2 25-6480 

★吉野地区 

たけふ生協歯科診療所 芝原五丁目8-1-1 22-5666 

めぐみ歯科クリニック 本保町24-26-1 42-8825 

★粟田部地区 

藤井歯科医院 粟田部町27-40 42-0357 

山田歯科医院 粟田部町33-6-7 43-0345 

いけだ歯科 粟田部町50-41 42-3435 

★南中山地区 

はせがわ歯科 野岡町20-10-1 43-1525 
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