


●
要予約

医療機関 住　　所 電　　話 休日レディースがん検診 平日の検診時間

福
　
　
井

　
　
市

● 打波外科胃腸科婦人科 福井市文京7-10-2 0776-26-7171 毎土曜日（祝日除く） 9：30～13：00
月～金　　 　9：00～13：00
月、火、木、金 14：00～15：00

大月産婦人科クリニック
福井市足羽
1-11-24

0776-35-3035 毎土曜日（祝日除く）
9：00～13：00

15：00～17：00
月～金　　 　9：00～13：00

15：00～19：00

加藤内科・婦人科クリニック
福井市志比口
1-10-28

0776-53-0053 毎土曜日（祝日除く）
8：00～11：00

14：00～17：00

月、火、水、金   8：00～12：00
14：00～18：00

木　　 　　　8：00～12：00

西ウイミンズクリニック 福井市木田2-2102 0776-33-3663 毎土曜日（祝日除く）
9：30～12：00

15：00～17：00
月、火、木、金   9：30～12：00

15：00～18：00

平井産婦人科医院 福井市春山2-24-9 0776-22-6733 毎土曜日（祝日除く）
9：00～13：00

15：00～18：00
月～金　　 　9：00～13：00
月、火、水、金 15：00～18：00

● 福井愛育病院 福井市新保2-301 0776-54-5757 毎土曜日（祝日除く）
9：00～12：00

14：00～16：00

月、火、水、金   9：00～12：00
月、水、金　  14：00～16：00
月、水、金　  17：00～18：30

● 福井県予防医学協会 福井市和田2-1006 0776-23-4810
不定期開催
※随時、お問合せくだ
　さい。

10：30～11：00
（受付）

月２回指定日で開催　
13：30～14：30
※不定期でも開催。お問合せ
　ください。10：30～11：00、
　13：30～14：30

● 福井県労働衛生センター 福井市日光1-3-10 0776-25-2206 毎土曜日（祝日除く） 9：00～11：00
水、木、金　　 9：00～10：00
金　　　　 13：30～15：00

● 福井赤十字病院 福井市月見2-4-1 0776-36-3630
6/17、8/12、10/28、
12/16、2/3の日曜日

9：00～11：30 月～金　　 　8：30～11：30

● 福井厚生病院
福井市下六条町
201

0776-41-3377 毎土曜日（祝日除く） 9：30～12：00
月　　　　 10：00～11：00
金　　　　 10：00～12：00

福井総合クリニック
福井市新田塚
1-42-1

0776-21-1300 毎土曜日（祝日除く）
8：00～10：30

（受付）
月～金午前受付    8：00～11：00
月、水午後受付 11：00～15：00

ホーカベレディースクリニック
福井市左内町
10-11

0776-36-0665 毎土曜日（祝日除く） 9：00～13：30
月、火、木、金   9：00～12：30

15：00～18：00

本多レディースクリニック 福井市宝永4-2-18 0776-24-6800 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：30
月、火、木、金   9：00～12：00

15：00～18：00

● まきレディースクリニック
福井市新田塚町
101

0776-22-8989 毎土曜日（祝日除く） 8：30～12：00
月、火、水、金   8：30～12：00

14：00～17：00

● レディースクリニックつねざわ 福井市手寄1-7-23 0776-30-5233 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：30
月～金　　 　9：00～12：30
月、火、木、金 14：30～18：30

●
要予約

医療機関 住　　所 電　　話 休日レディースがん検診 平日の検診時間

福
　
　
井

　
　
市

● 岩佐内科外科クリニック 福井市学園2-9-6 0776-28-0666 院指定土曜日（月２回） 14：30～17：00

● 加藤内科・婦人科クリニック
福井市志比口
1-10-28

0776-53-0053 毎土曜日（祝日除く）
8：00～11：00

14：00～16：00

月、火、水、金   8：00～11：00
14：00～16：00

木　　 　　　8：00～11：00

● 県民健康センター診療所
福井市真栗町
47-48

0776-98-8003
第２土曜日（６・７月は
第１土曜日）
第４日曜日

13：30～14：30
（乳）

火、水、木、金 13：30～14：30
（子宮）木　  13：00～13：30

● 福井県済生会病院
福井市和田中町
舟橋7-1

0776-28-8513
6/24、7/29、10/21、
1/20、2/17の日曜日

8：30～11：00
（乳・子宮）

月～金　　 　9：00～12：00
第1、2、4木曜14：00～16：00

● 福井県予防医学協会 福井市和田2-1006 0776-23-4810
不定期開催
※随時、お問合せくだ
　さい。

10：00～11：00
（受付）

月２回指定日で開催　
14：00～15：00
※不定期でも開催。お問合せ
　ください。10：00～11：00、
　14：00～15：00

● 福井県立病院
福井市四ッ井
2丁目8-1

0776-54-5151 6/17、10/14の日曜日 8：30～11：00 月～金　　 　8：30～11：00

● 福井県労働衛生センター 福井市日光1-3-10 0776-25-2206 毎土曜日（祝日除く） 9：00～11：00
月～金　　 　9：00～11：00
金（第1、4、5）13：30～15：00

● 福井赤十字病院 福井市月見2-4-1 0776-36-3630
6/17、8/12、10/28、
12/16、2/3の日曜日

9：00～11：30
月、水、金 　　8：30～12：00
火、木　　　  8：30～11：30
水、金　　　 13：30～14：30

福井総合クリニック
福井市新田塚
1-42-1

0776-21-1300 毎土曜日（祝日除く）
8：00～10：30

（受付）

月～金
午前受付　     8：00～11：00
午後受付　  11：00～15：00

● まきレディースクリニック
福井市新田塚町
101

0776-22-8989 毎土曜日（祝日除く） 8：30～11：30 月、火、水、金   8：30～11：20

永
平
寺
町

● 福井大学医学部附属病院
永平寺町松岡
下合月23-3

0776-61-3111
7/7、9/29、12/8、2/16
の土曜日

9：00～11：30
火　　　　 14：00～15：00

（子宮）月～金 9：30～11：30

●
要予約

医療機関 住　　所 電　　話 休日レディースがん検診 平日の検診時間

坂
　
井

　
市

春日レディスクリニック
坂井市春江町
江留上新町8

0776-51-6080
毎土曜日（祝日除く）
休日当番日

8：30～12：00
当番日 9：00～17：00

月～金　　 　8：20～12：00
月、火、水、金 14：00～18：15

坂井市立三国病院
坂井市三国町中央
1-2-34

0776-82-0480 毎土曜日（祝日除く） 8：30～11：00
月～金　　 　8：30～11：00
月、水、金　  13：30～15：00

松井クリニック
坂井市丸岡町本町
3-28

0776-66-8380 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：00
月～金　　 　9：00～12：30

15：00～18：30

あ
わ
ら
市

金津産婦人科クリニック
あわら市市姫
1-8-5

0776-73-3800
毎土曜日（祝日除く）
7/15、10/28、2/24の
日曜

8：30～12：00
14：00～17：00
日曜日 9：00～17：00

月～金　　 　8：30～12：00
月、火、木、金 14：00～18：00

大
野
市

栃木産婦人科医院 大野市春日92-6 0779-66-2502 毎土曜日（祝日除く）
8：30～12：00

15：00～18：00
月、火、木、金   8：30～12：00

15：00～18：00

鯖
　
江

　
市

加藤産婦人科医院
鯖江市水落町
1-4-21

0778-51-1285
毎土曜日（祝日除く）
休日当番日

9：00～12：00
14：00～16：00
当番日 9：00～17：00

月～金　　 　9：00～12：00
月、火、木、金 14：30～19：00

産婦人科 鈴木クリニック
鯖江市東鯖江
4-2-23

0778-52-6000 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：30
月～金　　 　9：00～12：00
月、火、水、金 15：00～18：00

たかはし内科・婦人科医院
鯖江市小黒町
3-11-28

0778-54-0550 毎土曜日（祝日除く） 9：00～13：00
月～金　　 　9：00～12：30
月、火、木、金 15：00～18：30

越
　
前

　
市

井元産婦人科医院 越前市堀川町6-25 0778-23-3541 毎土曜日（祝日除く） 9：00～11：30
月～金　　 　9：00～11：30
月、火、金　  15：00～17：30
木　　　  　15：00～16：30

● 林病院 越前市府中1-5-7 0778-22-0336 毎土曜日（祝日除く） 10：00～15：00 月～金　  　10：00～16：00

藤井医院 越前市文京1-6-28 0778-23-3211
毎土曜日（祝日除く）
休日当番日

9：00～12：00
14：00～18：30
当番日 9：00～12：00

13：00～17：00

月～金　　 　9：00～12：00
月、火、木、金 14：00～18：30

敦
賀
市

● 産科･婦人科井上クリニック
敦賀市木崎
49-24-1

0770-21-4103 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：00
月～金　　 　9：00～12：00
月、火、木、金 15：00～18：00

松田マタニティクリニック 敦賀市平和町7-3 0770-24-1131 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：00
月～金　　 　9：00～12：00
月、火、木、金 15：00～17：00

小
浜
市

中山クリニック 小浜市多田2-2-1 0770-56-5588
毎土曜日（祝日除く）
休日当番日

9：00～11：30
当番日 9：00～17：00

月、火、水、金   9：00～11：30
月、水、金　  15：00～19：00
火　　　  　15：00～18：00

●
要予約

医療機関 住　　所 電　　話 休日レディースがん検診 平日の検診時間

あ
わ
ら
市

● 木村病院
あわら市北金津
57-25

0776-73-3323 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：00 月～金　　 　9：00～12：00

坂
井
市

坂井市立三国病院
坂井市三国町中央
1-2-34

0776-82-0480 毎土曜日（祝日除く） 8：30～11：00
月～金　　 　8：30～11：00
月、水、金　  13：30～15：00

● 春江病院
坂井市春江町針原
65-7

0776-51-1503
毎土曜日（祝日除く）
7/8、9/9、10/21の日曜日

9：00～12：00
月～金　　 　9：00～12：00
月、火、水、金 16：30～18：00

勝
山
市

● 福井勝山総合病院
勝山市長山町
2-6-21

0779-88-8166

第２土曜日（祝日除く）
10/21（日）
大野市、永平寺町の発行する
無料クーポン券をお持ちの方

8：30～11：30
（乳）月～金   13：00～14：00
（子宮）

月、木、金　  14：00～15：00

鯖
江
市

● 広瀬病院 鯖江市旭町1-2-8 0778-51-3030 毎土曜日（祝日除く） 9：00～12：30

月～土　　 　9：00～12：30
月、木、金　    14：30～17：30
火　　　  　14：30～19：00

（午後の検診は完全予約制）

越
前
市

● 林病院 越前市府中1-5-7 0778-22-0336 毎土曜日（祝日除く） 10：00～16：00 月～金　  　10：00～16：00

● 中村病院 越前市天王町4-28 0778-22-0618 毎土曜日（祝日除く）

9：00～11：30
月１回午後も実施
※月１土曜午後は不定期。
　お問合せください。

月～金　　 　9：00～11：30
14：00～16：30 

● 笠原病院 越前市塚町214 0778-23-1155 毎土曜日（祝日除く） 9：30～11：00 月～金　　 　9：30～11：00

敦
賀
市

● 市立敦賀病院
敦賀市三島町
1丁目6-60

0770-22-3611 第３土曜日 9：00～12：00
（乳）月、水、木10：00～12：00
（子宮）木　　 8：30～  9：00

● 敦賀医療センター
敦賀市桜ケ丘町
33-1

0770-25-1600 第２土曜日（祝日除く） 9：00～11：00 月　 　 　 　13：30～

高
浜
町

● 若狭高浜病院 高浜町宮崎87-14-2 0770-72-1703 11/10、12/8の土曜日 9：00～11：00
月～金　　　 8：15～11：30

（子宮）
火、第2、4金     8：15～11：30
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