
■契約健診機関名簿　

【掲載内容について】　※必ずご確認ください

Ⅰ健診機関について

・2023年4月現在の、イオン健康保険組合契約健診機関（病院）です。

・契約健診機関（病院）にて、「2023年度人間ドック等健診補助対象者」に配付されている「人間ドック等健診受診券」が利用できます。

　※被扶養配偶者以外の被扶養者の方は「集合契約A」の健診機関となります。この健診機関名簿ではなく、受診券と同封の「集合契約A健診機関名簿」をご参照ください。

Ⅱ健診コースについて

・被保険者の方は、「特定健診と定期健診を含んだ健診」の受診が補助対象となります。健診コースと費用の一例「②特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診」欄をご参照ください。※「特定健診のみ」の受診は補助対象外となります。

・被扶養配偶者の方は、「特定健診のみ」あるいは「特定健診を含んだ健診」の受診が補助対象となります。健診コースと費用の一例「①特定健診」「②特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診」欄をご参照ください。

・「①特定健診」「②特定健診と定期健診を含む健診で最も低価格の健診」は、補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

　※「特定健診」＝「高齢者医療確保法」に基づき、保険者（健保組合）が40歳以上の加入者（被保険者・被扶養者）に実施する健診

　※「定期健診」＝「労働安全衛生法」に基づき、会社が実施し、労働者が受診しなければならない健診

Ⅲ健診費用について　

・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

医療法人社団　慶友会　吉田病院 〒070-0054 北海道旭川市4条西4丁目1番2号 0166-23-0685 7,150 11,200 http://www.keiyukai-group.com/

釧路市医師会健診センター 〒085-0016 北海道釧路市錦町2-4 0154-25-4774 7,271 8,371 http://www.kushiro-ishikai.or.jp/kensin/

医療法人 太平洋記念みなみ病院 〒085-0813 北海道釧路市春採7-9-9 0154-46-3162 実施不可 38,500 http://www.mhosp.or.jp/

札幌フィットネスセンター札幌フジクリニック 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45(5F) 011-261-6845 7,150 9,570 http://www.sfc-dock.com

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター附属健康増進センター　札幌商工診療所 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目15-2 011-261-2010 7,150 9,240 https://phrf.jp/sapporo/

札幌循環器病院 〒060-0011 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
011-747-6660

(ドック直通)
7,150 14,300 http://www.s-junkanki.or.jp

メディカルプラザ札幌健診クリニック 〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地　JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ8F
011-209-5450

（予約センター）
7,150 9,900 https://www.medical-plaza.jp/

JCHO　北海道病院 〒062-8618 北海道札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号
011-831-2606

(健診ｾﾝﾀｰ直通)
7,150 9,126 http://hokkaido.jcho.go.jp/kenkan/

公益財団法人　北海道労働保健管理協会健診センター診療所 〒003-0024 北海道札幌市白石区本郷通3丁目南2番13号 011-862-5088 7,150 9,350 http://www.roudouhoken.or.jp

ＪＣＨＯ札幌北辰病院健康管理センター 〒004-8618 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1 011-893-5881 7,150 9,130 http://hokushin.jcho.go.jp/

函館厚生院　函館五稜郭病院 〒040-8611 北海道函館市五稜郭町38-3 0138-51-2295 7,830 11,220 http://www.gobyou.com

一般財団法人ハスカッププラザ　苫小牧市保健センター 〒053-0018 北海道苫小牧市旭町２－９－７ 0144-35-0001 実施不可 7,040 http://www.toma-haskap-plaza.jp

医療法人徳洲会帯広徳洲会病院 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通14丁目2番地1 0155-30-1805 7,150 8,800 https://www.obitoku.com

旭川赤十字病院 〒070-8530 北海道旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111 7,150 14,100 http://www.asahikawa.jrc.or.jp/

北見赤十字病院 〒090-8666 北海道北見市北6条東2丁目1番地
0157-33-3200

(ドック直通)
実施不可 46,200 http://www.kitami.jrc.or.jp

北海道済生会小樽病院 〒047-0008 北海道小樽市築港10-1 0134-25-4321 7,150 12,639 http://www.saiseikai-otaru.jp

北海道中央労災病院 〒068-0004 北海道岩見沢市4条東16丁目5番地 0126-22-1300 7,700 13,068 http://www.hokkaidoh.johas.go.jp

札幌複十字総合健診センター 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ5階 011-700-1331 7,187 9,350 http://www.jata-h.com/

医療法人徳洲会　日高徳洲会病院 〒056-0005 北海道日高郡ひだか町静内こうせい町1-10-27 0146-42-1888 5,500 9,900 http://hidakatokushukai.com

市立千歳市民病院 〒066-8550 北海道千歳市北光2丁目1-1 0123-24-3000 実施不可 12,694 http://chitose-shimin-hospital.jp/

札幌孝仁会記念病院 〒063-0052 北海道札幌市西区宮の沢２条1丁目16番１号 011-665-2266 実施不可 8,800

豊岡中央病院 〒078-8237 北海道旭川市豊岡7条2丁目1-5 0166-32-8181 5,500 6,600 http://www.328181.com

小樽市立病院 〒047-8550 北海道小樽市若松1丁目1番1号 0134-25-1211 8,490 実施不可 http://www.otaru-general-hospital.jp/

小林病院 〒090-0043 北海道北見市北3条西4丁目 0157-23-5171 7,150 9,350 http://www.k-24.jp

市立根室病院 〒087-8686 北海道根室市有磯町1丁目2番地 0153-24-3201 10,571 20,438 http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/hsp/index.php

一般財団法人室蘭・登別総合健診センター 〒050-0083 北海道室蘭市東町4丁目20-6 0143-45-5759 7,830 8,800

伊達赤十字病院 〒052-8511 北海道伊達市末永町81番地 0142-23-2211 7,150 9,295 http://date.jrc.or.jp

滝川市立病院 〒073-0022 北海道滝川市大町2-2-34 0125-22-4311 6,908 12,694 http://www.med.takikawa.hokkaido.jp

オホーツク勤医協　北見病院 〒090-0817 北海道北見市常盤町5丁目7-5 0157-26-1300 7,830 8,800 http://www.o-kinikyo.or.jp

新産健会 　スマイル健康クリニック(産業健診センター) 〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条16丁目１－９６　二階 011-867-0139 7,700 9,900 http://www.s-sanken.com/

新産健会　ことに・メディカル・サポ－ト・クリニック 〒063-0841 北海道札幌市西区八軒1条西1丁目　ザ・タワ－プレイス1F 011-631-3101 7,700 9,900 http://www.kotoni-medical.com/

渓仁会 円山クリニック 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西26丁目3番16号 011-611-7766 7,150 10,450 http://www.keijinkai.com/maruyama/

JA北海道厚生連　旭川厚生病院 〒078-8211 北海道旭川市1条通24丁目111番地3 0166-33-7171 7,150 38,500 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/asahikawa/

JA北海道厚生連　帯広厚生病院 〒080-0024 北海道帯広市西１４条南10丁目1番地 0155-65-0133 実施不可 38,500 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/

JA北海道厚生連　札幌厚生病院 〒060-0033 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5番地 011-261-5331 7,150 22,000 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/

JA北海道厚生連　遠軽厚生病院 〒099-0404 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号 0158-42-4101 7,150 11,100 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/engaru/

JA北海道厚生連　網走厚生病院 〒093-0076 北海道網走市北6条西1丁目9番地 0152-43-3157 7,150 10,461 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/abasiri/

JA北海道厚生連　倶知安厚生病院 〒044-0004 北海道虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地 0136-22-1141 7,150 14,300 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/

JA北海道厚生連　摩周厚生病院 〒088-3212 北海道川上郡弟子屈町泉2丁目3番1号 015-482-2241 7,150 17,446 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/masyuu/

むかわ町　鵡川厚生病院 〒054-0042 北海道勇払郡むかわ町美幸1丁目86番地 0145-42-2033 7,150 12,771 http://www.dou-kouseiren.com

JA北海道厚生連　美深厚生病院 〒098-2231 北海道中川郡美深町字東1丁目南3丁目3番地 01656-2-1631 7,150 14,388 http://www.dou-kouseiren.com

JA北海道厚生連遠軽厚生病院　まるせっぷクリニック 〒099-0201 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町274番地1 0158-47-3131 7,150 11,100 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/maruseppu/

JA北海道厚生連　常呂厚生病院 〒093-0210 北海道北見市常呂町字常呂573番地2 0152-54-1611 7,150 14,894 http://www.dou-kouseiren.com

町立沼田厚生クリニック 〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南１条１丁目8番25号 0164-35-2321 7,150 9,790 http://www.dou-kouseiren.com

JA北海道厚生連　苫前厚生クリニック 〒078-3621 北海道苫前郡苫前町字古丹別187番地 0164-65-3535 7,150 9,680 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/tomamae

イムス札幌消化器中央総合病院 健診センター 〒063-0842 北海道札幌市西区八軒2条西1丁目1-1 011-555-2778 7,830 8,800 http://www.ims.gr.jp/ims-sapporo/

鳴海病院　健康管理センター 〒036-8183 青森県弘前市品川町19 0172-37-2550 7,150 10,890 http://www.narumihospital.or.jp/kenshin/index.htm

全日本労働福祉協会青森県支部 〒030-0921 青森県青森市原別1-2-35 017-736-8955 7,370 8,250 http://www.zrf.or.jp

公立七戸病院 〒039-2595 青森県上北郡七戸町字影津内98-1 0176-62-2105 7,150 30,800 http://www.hospital-shichinohe.aomori.jp

八戸市総合健診センター 〒031-0011 青森県八戸市田向3-6-15 0178-70-5563 6,600 8,360 https://www.hachinohe-kenshin.jp

八戸西健診プラザ 〒039-1103 青森県八戸市長苗代中坪74-1 0178-21-1717 7,150 8,580 http://www.sg-plaza.jp/

あおもり協立病院 〒030-0847 青森県青森市東大野2-1-10 017-729-3261 7,150 9,900 http://www.aomori-h-coop.com/kyoritsu/

疾病予防施設　慈恵クリニック 〒038-0021 青森県青森市大字安田字近野160-3 017-782-8711 7,150 7,810 http://www.jikei-kai.org/jikeiclinic/index.html

津軽保健生活協同組合 健生病院 〒036-8511 青森県弘前市大字扇町二丁目２番地２ 0172-55-7717 7,150 8,701 http://www.kensei-hp.jp
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健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）
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（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。
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名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

盛岡南病院 〒020-0835 岩手県盛岡市津志田13-18-4
019-632-2311

（直通）
7,150 7,700 http://moriokaminami-hp.com/

JA岩手県厚生連人間ドックセンター 〒020-0834 岩手県盛岡市永井14-42 019-637-1910 実施不可 49,500 http://www.ja-iwatekouseiren.or.jp

JA岩手県厚生連県南センター 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根前野209-1 0197-44-5141 実施不可 49,500 http://www.ja-iwatekouseiren.or.jp

公益財団法人 岩手県予防医学協会 〒020-8585 岩手県盛岡市北飯岡四丁目８番５０号
0570-00-7185

（ナビダイヤル）
7,150 10,538 http://www.aogiri.org

あべ菜園内科クリニック 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園2丁目5番29号菜園志和ビル２Ｆ 019-623-7000 7,700 14,000

宮城県対がん協会がん検診センター 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目7番30号 022-263-1528 実施不可 11,429 https://www.miyagi-taigan.or.jp

宮城県結核予防会　複十字健診センター 〒989-3203 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目3番1号
022-719-5161
022-719-5165

7,480 11,198 http://www.jata-miyagi.org

進興会せんだい総合健診クリニック 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1　仙台トラストタワー4階 022-221-0066 7,150 10,450 http://www.sskclinic.jp/

宮城県成人病予防協会中央診療所 〒980-6112 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号AER12階 022-375-7113 7,150 10,450 http://www.mygsji.or.jp/

宮城県予防医学協会 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１－６－６　イースタンビル５Ｆ 0570-010-955 7,150 9,900 http://www.mhsa.jp

仙台市医療センター仙台オープン病院 〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 022-252-1111 実施不可 44,000 http://www.openhp.or.jp

徳洲会仙台徳洲会病院 〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町９－８ 022-771-5117 7,150 10,659 https://sendai.tokushukai.jp/

栗原市立若柳病院 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北原畑23番地4 0228-32-2335 10,186 15,972

医療法人　盟陽会　富谷中央病院 〒981-3328 宮城県富谷市上桜木2-1-6 022-779-5679 6,930 9,900 http://www.cl-meiyo.org

宮城県成人病予防協会　附属仙台循環器病センター 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-12 022-375-7113 7,150 10,450 http://www.mygsji.or.jp

一般財団法人杜の都産業保健会　一番町健診クリニック 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４－９－１８TICﾋﾞﾙ４階（女性）５階（男性） 022-217-6678 7,150 9,900 http://www.morisanho.or.jp

IMS　Ｍｅ－Ｌｉｆｅクリニック仙台 〒983-8477 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1　JRイーストゲートビル4F 022-792-5000 7,150 11,000 https://imsgroup.jp/sendai/

大館記念病院 〒017-0044 秋田県大館市御成町3-2-3 0186-42-2305 6,417 13,200

独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 〒016-0851 秋田県能代市緑町5番22号 0185-52-3127 7,751 23,935 https://akita.jcho.go.jp/

中通健康クリニック 〒010-0012 秋田県秋田市南通みその町4-17 018-831-6119 5,335 9,647 http://www.meiwakai.or.jp/kenko/

能代厚生医療センター 〒016-0014 秋田県能代市落合字上前田地内 0185-52-3111 実施不可 25,300

秋田赤十字病院 〒010-1495 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222番地1 018-829-5220 7,700 42,900 http://www.akita-med.jrc.or.jp/pages/neo-doc-r

秋田県総合保健センター 〒010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町6-6
018-831-2013

（受付共通）
実施不可 40,960 http://www.kenko-akita.jp/

秋田厚生医療センター 〒011-0948 秋田県秋田市飯島西袋一丁目1番1号 018-880-3013 実施不可 37,400 http://www.akikumihsp.com/

明和会大曲中通病院 〒014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町6番4号 0187-63-2131 5,115 9,350 http://www.meiwakai.or.jp/omagari/

由利組合総合病院 〒015-8511 秋田県由利本荘市川口字家後38 0184-27-1200 実施不可 38,049

本荘第一病院 〒015-8567 秋田県由利本荘市岩渕下110 0184-27-1116
 7,381 9,020 http://www.honjodaiichihp.com

37,400
（ドック健診はWeb予約のみ）

http://www.hiraka-hp.yokote.akita.jp/health-
checkup-web.shtml

市立横手病院 〒013-8602 秋田県横手市根岸町5-31 0182-33-9724 7,150 11,638 https://www.yokote-mhp.jp

雄勝中央病院 〒012-0055 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25 0183-73-5000 7,183 37,400 http://www.ogachi-hsp.jp

医療法人徳洲会庄内余目病院 〒999-7782 山形県東田川郡庄内町松陽1丁目1番地1 0234-43-2424 7,150 29,700 http://www.amarume-hp.jp

鶴岡協立病院 〒997-0816 山形県鶴岡市文園町9-34 0235-23-6060 7,975 9,262

鶴岡地区医師会　荘内地区健康管理センター 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町1-45 0235-22-6445 6,875 8,591 http://www.tsuruoka-k2c.jp

寒河江市西村山郡医師会　総合健診センター 〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保5番地 0237-84-0800 実施不可 24,673 http://www.snma.or.jp/seijin/index.html

全日本労働福祉協会 東北支部 〒990-0853 山形県山形市西崎49番地の6 023-643-6778 7,591 8,580 http://www.zrf.or.jp/tohoku/

やまがた健康推進機構 〒990-9581 山形県山形市蔵王成沢字向久保田2220 023-688-8333 4,730 7,920 http://www.yamagata-yobou.jp/

一般財団法人三友堂病院 〒992-0045 山形県米沢市中央6丁目1-219 0238-24-3710 7,150 11,040 http://www.sanyudo.or.jp

山形徳洲会病院健診センター 〒990-0834 山形県山形市清住町2丁目3番51号 023-647-3418 7,315 8,415 http://www.yamatoku-hp.jp/

健友会本間病院健診センター 〒998-0044 山形県酒田市中町3-5-23 0234-22-3051 7,600 8,800 http://www.kenyukai-sakata.jp

舟山病院 〒992-0027 山形県米沢市駅前2-4-8 0238-23-4435 7,150 8,910 http://www.fnymhp.jp

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 〒963-8563 福島県郡山市八山田7丁目115番地 0120-39-5611 7,150 10,890 http://www.minamitohoku.or.jp

恵周会白河病院 〒961-0092 福島県白河市六反山10番地1 0248-23-2700 8,900 17,700 http://www.shirakawa-hp.jp/

渡辺病院 〒979-2611 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 0244-63-2205 8,800 12,650 http://www.watanabe-hospital.or.jp

太田綜合病院附属太田熱海病院 〒963-1383 福島県郡山市熱海町熱海5-240 024-984-3307 実施不可 40,700 http://www.ohta-hp.or.jp/

医療生協わたり病院健診センター 〒960-8141 福島県福島市渡利字中江町34 024-522-3446 7,150 8,800 http://www.watari-hp.jp/watari/

福島厚生会福島第一病院 〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出16-2 024-557-5127 7,150 11,000 http://www.daiichihosp.jp/

会津中央病院 〒965-8611 福島県会津若松市鶴賀町1番1号 0242-25-2082 実施不可 41,140 https://www.onchikai.jp

ひたち医療センター 〒316-8533 茨城県日立市鮎川町2丁目8番16号 0294-36-2551 7,150 9,900 http://www.hitachi-mch.or.jp

（株）日立製作所日立総合病院日立総合健診センター 〒317-0077 茨城県日立市城南町2丁目1番1号 0120-87-2580 実施不可 42,900 http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/

茨城県メディカルセンター 〒310-8581 茨城県水戸市笠原町489 029-243-1111 実施不可 10,890 https://www.imc.or.jp

東関東クリニック 〒310-0804 茨城県水戸市白梅3丁目4番8号 029-221-1200 実施不可 10,010 http://www.hk-clinic.or.jp

いばらき健康管理センター 〒310-0913 茨城県水戸市見川町字丹下一の牧2131番地143 029-243-6220 実施不可 10,010 http://www.ibaraki-kkc.or.jp

水戸済生会総合病院 〒311-4145 茨城県水戸市双葉台3-3-10 029-254-9044 実施不可 46,200 http://www.mito-saisei.jp/

順篤会 水戸うちはら内科クリニック 〒319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地　イオンモール水戸内原１Ｆ 029-259-1710 9,680 11,000 https://www.the-naika.com

日立製作所ひたちなか総合病院 〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町20番1 029-354-6795 実施不可 42,900

社会医療法人達生堂城西総合健診センター 〒307-0001 茨城県結城市大字結城10745-24 0296-33-0115 7,150 8,800 http://www.josai-hp.com

神立病院健診センター 〒300-0011 茨城県土浦市神立中央5-11-2 029-896-6123 7,150 8,800 http://www.seisyuukai.com/

筑波学園病院 健診センター 〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1 029-836-1983 実施不可 41,800 https://www.gakuen-hospital.or.jp

公益財団法人筑波メディカルセンターつくば総合健診センター 〒305-0005 茨城県つくば市天久保1丁目2番地 029-856-3500 7,920 11,000 http://www.tmch.or.jp/kensin/

取手北相馬保健医療センター医師会病院 〒302-0032 茨城県取手市野々井1926 0297-71-9500 7,150 11,000 http://www.ishikaibyouin.or.jp

つくばシティア内科クリニック（附属）人間ドック・健診センター「MARS」 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2－8－8つくばシティアビル4F 029-856-5500 8,800 14,300 http://www.cityia.jp

社会医療法人恒貴会協和中央病院 〒309-1195 茨城県筑西市門井1676-1 0296-57-9959 8,793 40,700 http://www.kyowachuo.jp

一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団　健診センター 〒300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1 029-887-4563 7,260 11,000 http://www.ksk-jigyoudan.or.jp

医療法人社団筑波記念会筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ 〒300-2622 茨城県つくば市要1187番地の299 029-864-3588 実施不可 41,800 http://www.tsukuba-kinen.or.jp

牛久愛和総合病院 〒300-1296 茨城県牛久市猪子町896番地 029-873-4334 7,150 11,220 http://www.jojinkai.com

宇都宮記念病院　総合健診センター 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-3-16 028-625-7831 7,150 10,780 http://www.nakayamakai.com/

ＪＣＨＯ　うつのみや病院 〒321-0143 栃木県宇都宮市南高砂町11番地17号 028-653-1001 7,150 7,700 https://utsunomiya.jcho.go.jp

小金井中央病院 〒329-0414 栃木県下野市小金井2丁目4番地3 0285-44-7000 8,604 11,192 http://www.koganei-chuo-hp.com

国際医療福祉大学病院　予防医学センター 〒329-2763 栃木県那須塩原市井口537-3 0287-38-2751 7,150 11,000 https://hospital.iuhw.ac.jp/

医療法人社団三愛会三愛クリニック 〒370-3511 群馬県高崎市金古町1758 027-373-3111 7,150 9,350

平鹿総合病院 〒013-0042 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 0182-33-0639
7,403

（特定健診はTEL予約のみ）
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

公立藤岡総合病院 〒375-8503 群馬県藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311 7,150 38,500 http://www.fujioka-hosp.or.jp

太田記念病院 　健康管理センター 〒373-8585 群馬県太田市大島町455-1 0276-55-2370 7,150 41,800 http://www.ota-hosp.or.jp

美心会　黒沢病院附属ﾍﾙｽﾊﾟｰｸｸﾘﾆｯｸ　高崎健康管理センター 〒370-1203 群馬県高崎市矢中町188 027-353-2277 7,150 12,870 http://www.bishinkai.or.jp

明理会イムス太田中央総合病院 〒373-8513 群馬県太田市東今泉町875-1 0276-37-8118 実施不可 11,000 https://ims.gr.jp/ohta_kenshin/

利根保健生活協同組合利根中央病院 〒378-0012 群馬県沼田市沼須町910-1 0278-22-4321 実施不可 7,700 http://www.tonehoken.or.jp

高崎中央病院 〒370-0043 群馬県高崎市高関町498-1
027-323-2181
（検診室直通）

7,150 11,157 http://www.harunacoop.jp/

医療法人　井上病院 〒370-0053 群馬県高崎市通町55番地 027-329-5875 4,323 7,799 http://www.ra-inoue-hp.com/

秀和総合病院健診センター 〒344-0035 埼玉県春日部市谷原新田1200 048-737-7489 8,800 14,300 http://www.shuuwa-gh.or.jp/

大宮共立病院総合健診プログラム 〒337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳1550 048-686-7155 7,150 41,800 http://www.omiya-kyoritsu.or.jp

埼玉メディカルセンター 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3 048-832-4951 実施不可 11,000 http://saitama.jcho.go.jp/

川久保病院健診センター 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町29-18 048-883-2253 7,150 42,900 http://www.kawakubo-hospital.com

彩の国東大宮メディカルセンター 〒331-8577 埼玉県さいたま市北区土呂町1522 048-665-6210 7,150 10,450 http://www.shmc.jp/

埼玉県央病院 〒363-0008 埼玉県桶川市坂田1726 048-776-0022 7,150 8,800 http://www.seisekikai.com/kenou/

上尾中央総合病院 〒362-8588 埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号 048-773-1114 7,150 44,000 http://www.ach.or.jp

医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1317番地
0570-047-489
（ガイダンス2）

7,150 8,250 http://kyoudou-hp.com/

ティーエムクリニック 〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻48
048-533-8837

（予約）
7,150 8,910 http://www.cremona.gr.jp/

八潮中央総合病院 〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 048-998-8001 7,150 11,000 https://www.yashio-cgh.jp

尚篤会　赤心堂総合健診クリニック 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町21-1 049-243-5550 実施不可 12,100 https://sekishindo-kenshin.jp

若葉会若葉病院 〒350-0208 埼玉県坂戸市戸宮609 049-283-3633 実施不可 40,700 http://www.wakaba-group.or.jp

社会医療法人財団石心会さやま総合クリニック 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川4-15-25
04-2900-2223

(健診ｾﾝﾀｰ直通)
7,150 11,140 www.sayama-doc.jp

所沢市市民医療センター 〒359-0025 埼玉県所沢市大字上安松1224番地の1 04-2998-2081 実施不可 11,000 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/index.html

藤間病院総合健診システム 〒360-0031 埼玉県熊谷市末広2-138

048-524-0146
(予約番号)

048-523-9608
(問い合わせ)

7,150 11,440 https://toma-hp.com

さいたま北部医療センター健康管理センター 〒331-8625 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目851番地 048-663-1811 7,227 11,550 http://saitamahokubu.jcho.go.jp/

大宮シティクリニック 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル30階 0570-039-489 実施不可 12,650 https://www.omiyacityclinic.com/

はなみずき小手指クリニック 所沢健診プレイス 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-16-4　2F 0120-992-473 7,150 11,407 https://medicalplace.jp/

吉川中央総合病院 〒342-0056 埼玉県吉川市平沼111番地 048-940-6181 7,700 9,900 http://www.yoshikawa-hp.or.jp/

小張総合病院 健診センター 〒278-8501 千葉県野田市横内29-1 04-7124-7427 7,150 11,000 http://www.kobari.or.jp

我孫子聖仁会病院 〒270-1177 千葉県我孫子市柴崎1300番 04-7181-2265 実施不可 44,000

平和台病院 〒270-1101 千葉県我孫子市布佐834-28 04-7189-1119 7,150 11,000 http://www.medicalplaza.or.jp

柏厚生総合病院 〒277-8551 千葉県柏市篠龍田６１７番地 04-7144-8868 実施不可 46,200 http://www.kashiwakousei.or.jp

医療法人徳洲会　千葉西総合病院 〒270-2251 千葉県松戸市金ヶ作107-1 047-384-8074 7,150 11,440 http://www.chibanishi-hp.or.jp

医療法人社団聖進会市川東病院(市川東ヘルスクリニック内) 〒272-0001 千葉県市川市二俣2丁目14番1号 047-327-2111 7,700 11,825 http://www.ichikawahigashi-hc.com

新浦安虎の門クリニック（新虎の門会） 〒279-0013 千葉県浦安市日の出2-1-5 047-381-2088 7,150 13,530 http://www.shintora.gr.jp

船橋総合病院 〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-13-1 047-425-1153 7,843 10,340 http://www.fgh-carrot.com

船橋中央病院 〒273-8556 千葉県船橋市海神6丁目13番10号 047-433-5885 7,150 8,380 http://funabashi.jcho.go.jp/

千葉徳洲会病院 〒274-8503 千葉県船橋市高根台２－１１－１ 047-466-7111 7,150 11,000 http://www.chibatoku.or.jp

千葉秀心会　東船橋病院 〒274-0065 千葉県船橋市高根台4-29-1

047-468-0118
（直通）

047-468-0011
（代表）

7,150 13,200 http://www.hfhp.gr.jp

津田沼中央総合病院 〒275-0026 千葉県習志野市谷津1丁目9番17号 047-476-5134 実施不可 22,000 http://www.tcgh.jp/

ポートスクエア柏戸クリニック 〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-35千葉ポートサイドタワー27階 043-245-6051 7,150 10,373 http://www.kashiwado-mf.or.jp

ちば県民保健予防財団総合健診センター 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-14

043-246-8627
（人間ドック健診以外）

043-242-6131
（人間ドック健診）

実施不可 11,000 https://www.kenko-chiba.or.jp/

独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 〒260-8710 千葉県千葉市中央区仁戸名町682 043-261-2228 7,150 9,900 https://chiba.jcho.go.jp/

ＩＭＳ　Ｍｅ-Ｌｉｆｅクリニック千葉 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番地　センシティタワー8F 043-204-5511 7,150 11,000 https://imsgroup-jp/chiba/

井上記念病院 〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町1-16 043-245-8811 実施不可 14,003 http://www.inouemh.or.jp

最成病院ヘルスケアセンター 〒262-8506 千葉県千葉市花見川区柏井町800-1 043-257-8111 実施不可 11,000 http://www.saisei.or.jp

幕張ももの木クリニック 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町6-79-17 043-272-0281 9,240 12,600 https://momonoki-cl.com

幕張本郷クリニック 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-22-2 043-297-1911 8,110 11,210 http://nanohanakai.com

まくはり診療所健康管理センター 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町5-392-3-3階 0570-06-1081 7,150 8,800 http://www.chibakensei-hp.jp

山王病院健康管理センター 〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町166-2 0120-232-830 7,370 14,220 http://www.sannou.or.jp

みつわ台総合病院健康管理センター 〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町531-486 043-254-3201 7,150 9,900 http://www.mitsuwadaibyoin.or.jp

千葉南病院 〒266-0003 千葉県千葉市緑区高田町401-5 043-292-5111 7,150 11,000 http://www.chibaminami-hp.jp/

亀田総合病院附属幕張クリニック 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 CD-2 幕張テクノガーデン2F 043-296-2321 7,150 15,620 http://kameda-makuhari.jp

幕張マリブクリニック 〒261-7102 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト2F 043-297-0188 7,150 12,650 http://www.marive-cl.jp/

静和会　浅井病院 〒283-8650 千葉県東金市家徳38-1 0475-58-1407 7,150 11,000 http://www.asaihospital.com

かずさアカデミアクリニック 〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9 0438-52-0211 7,260 8,910 http://www.akademia-cl.or.jp

三友会　三枝病院 〒293-0012 千葉県富津市青木1641 0439-87-0650 7,700 8,800 http://www.saigusa-hospital.com/

北総栄病院健康管理室 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食2421 0476-95-7788 7,150 7,150 http://www.ikusei-g.com

亀田クリニック健康管理センター 〒296-0041 千葉県鴨川市東町1344 04-7099-1115 実施不可 49,500 https://www.kameda.com

志津南クリニック 〒285-0844 千葉県佐倉市上志津原36-5 043-462-6616 8,100 12,100 http://shizunan.jp

聖隷佐倉市民病院健診センター 〒285-8765 千葉県佐倉市江原台2丁目36番2 043-486-0006 8,338 13,585 seirei.or.jp/sakura/

成田赤十字病院 〒286-8523 千葉県成田市飯田町90-1 0476-22-2311 7,150 44,880 https://www.narita.jrc.or.jp/guide/kenshin/index.html

医療法人社団　東邦鎌谷病院 〒273-0132 千葉県鎌ヶ谷市栗野594番地 047-445-6411 7,150 11,000 http://www.tohokamagaya.com/

鎌ケ谷総合病院 〒273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富929-6
047-498-8125

直通（13：00～16：00）
7,150 13,970 http://www.kamagaya-hp.jp

天宣会柏健診クリニック 〒277-0005 千葉県柏市柏4-5-22 0120-15-4119 実施不可 26,400 https://www.kashiwa-kenshin.com

千葉県済生会習志野病院 〒275-8580 千葉県習志野市泉町1-1-1 047-411-7316 7,150 11,550 http://www.chiba-saiseikai.com

太陽会安房地域医療センター 〒294-0014 千葉県館山市山本1155 0470-25-5120 7,150 9,240 http://www.awairyo.jp/
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

メディカルガーデン新浦安 〒279-0013 千葉県浦安市日の出1-1-25 047-709-3800 7,150 9,900 http://www.chikumakai.or.jp

君津中央病院 〒292-8535 千葉県木更津市桜井1010番地 0438-36-1071 実施不可 47,300 http://hospital.kisarazu.chiba.jp

成田富里徳洲会病院　健診センター 〒286-0201 千葉県富里市日吉台1丁目1番1号 0476-85-5313 7,150 11,000 https://www.naritatomisato.jp/

シンワ総合健診センター 〒276-0015 千葉県八千代市米本2167-8 047-489-2111 7,150 13,200 http://www.harmonichearts.or.jp/resort

シンワメディカルリゾート柏の葉健診クリニック 〒277-0871 千葉県柏市若柴178番地4-2　KOIL4階401 0120-900-277 7,150 13,200 http://www.harmonichearts.or.jp/kashiwanoha

セコメディック病院 〒274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1 047-457-9900 7,480 11,000 http://secomedic.gr.jp/

千葉メディカルセンター　健診センター 〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町1丁目7番1号
043-310-7038

（健診ｾﾝﾀｰ直通）
8,360 11,880 http://www.seikeikai-cmc.jp

新東京クリニック 〒271-0077 千葉県松戸市根本473-1 047-367-6670 7,480 11,000 http://www.shin-tokyohospital.or.jp

国際医療福祉大学成田病院 〒286-8520 千葉県成田市畑ケ田852番地 0476-35-5602 実施不可 46,200 http://naritahospital.iuhw.ac.jp/

キッコーマン総合病院 〒278-0005 千葉県野田市宮崎100番地 04-7123-5910 実施不可 45,320 https://hospital.kikkoman.co.jp/byouin/kenshin/index.html

寿康会健診センター・クリニック 〒136-0076 東京都江東区南砂7-13-5 03-3615-3020 7,150 12,540 https://jukoukaicl.com

医療法人社団康裕会　浅草クリニック 〒111-0032 東京都台東区浅草4-11-6 03-3876-3600 7,150 7,857 http://www.asakusa-clinic.or.jp/mobile

静晴会山田胃腸科外科医院総合健診センター 〒113-0031 東京都文京区根津1-16-10 03-3821-3381 7,150 9,900 http://www.ymc.or.jp/

富坂診療所 〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目３３番９号 03-3814-2661 7,150 8,800 http://www.tomisaka.or.jp

東京・八重洲総合健診センター 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20　東京建物八重洲さくら通りビル 03-3274-2861 7,574 11,110 https://www.yaesu-health-support.com/

神田クリニック 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-4-1 03-3252-0763 7,150 11,000 https://www.kanda.or.jp/

東京都教職員互助会三楽病院　ドック・健診 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5　お茶の水ファーストビル7階 03-5282-8331 実施不可 44,000 https://www.sanraku.or.jp/section/dock/

新赤坂クリニック青山 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-3　ヒューリック青山外苑東通ビル2F 03-5770-1250 実施不可 41,800 http://www.sinakasaka.com

芝パーククリニック 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1　芝パークビルA館2階 03-3434-4485 実施不可 45,360 http://www.shibapark-clinic.jp/

PL東京健康管理センター 〒150-0047 東京都渋谷区神山町17番8号 03-3469-1163 実施不可 55,000 http://www.pl-tokyo-kenkan.gr.jp/

東京医科大学病院健診予防医学センター 〒163-1307 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー7F
03-5323-0320

（人間ドック）
実施不可 52,800 https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kensin/

明治安田新宿健診センター 〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-22-7　新宿文化クイントビル

(2023年5/8から上記住所に移転オープン）

5/3から予約開始
0570-03-5489

実施不可 24,200 https://www.my-kenshin.jp

医療法人社団幸楽会幸楽メディカルクリニック 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-11新宿すこやかプラザ 03-3355-0308 7,000 10,124 http://www.kouraku-clinic.com

東京衛生アドベンチスト病院 〒167-8507 東京都杉並区天沼3-17-3 0570-02-8079 8,800 14,300 https://www.tokyoeisei.com

城西病院健診センター 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-42-11 03-3390-6910 7,150 9,429 http://www.johsai-hp.or.jp/

公立昭和病院 予防健診センター 〒187-8510 東京都小平市花小金井8丁目1-1
042-466-1800

（直通）
実施不可 39,600 http://www.kouritu-showa.jp/

社会医療法人財団大和会　東大和病院附属ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ健診センター 〒207-0014 東京都東大和市南街二丁目３－１ 042-562-1490 9,900 16,280 https://yamatokai.or.jp

崎陽会  日の出ヶ丘病院健診部 〒190-0181 東京都西多摩郡日の出町大久野310 042-588-8666 7,150 10,670 http://www.hinodehp.com

ＫＫＣウエルネス東京日本橋健診クリニック 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎5-14アルゴ日本橋ビル1階 03-5500-6776 7,150 7,543 http://www.zai-kkc.or.jp

東京警察病院 〒164-8541 東京都中野区中野4-22-1
03-5343-5750

(直通）
実施不可 49,500 http://www.keisatsubyoin.or.jp/

東京西徳洲会病院 〒196-0003 東京都昭島市松原町3-1-1 042-500-6622 7,150 9,900 http://www.tokyonishi-hp.or.jp/

進興会　進興クリニック 〒141-6003 東京都品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower 3階 03-5408-8181 7,150 10,120 http://www.shinkokai.jp

進興会　セラヴィ新橋クリニック 〒105-0003 東京都港区西新橋2-39-3　SVAX西新橋ビル5階.6階 03-5408-8181 7,150 10,120 http://www.shinkokai.jp/

進興会　進興クリニック・アネックス 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1　TOC大崎ビル1階 03-5408-8181 7,150 10,120 http://www.shinkokai.jp

オーバルコート健診クリニック 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-17-1　オーバルコート大崎マークウエスト14F 03-5408-8181 7,150 10,120 http://www.shinkokai.jp/

シーエスケー・クリニック 〒105-0004 東京都港区新橋1-13-12　堤ビル　4階
03-5157-5121

（代表）
実施不可 13,200 http://www.cskclinic.com

小川町メディカルクリニック 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2－12進興ビル　B1階
03-5848-4355

（代表）
6,820 11,000 http://www.ogawamachi-med-cl.jp

医療法人社団寿会　千代田診療所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-9 03-3291-0375 8,250 12,100 http://www.chiyoda-s.or.jp/

新宿追分クリニック 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-13　京王新宿追分ビル7階
0120-28-3113

（予約専用）
7,150 14,850 http://www.s-oiwakeclinic.com/

進興会　立川北口健診館 〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7 ｺｱｼﾃｨ立川ﾋﾞﾙ6Ｆ・9F 042-521-1212 7,150 10,120 http://www.shinkokai.jp

松和会　池上総合病院　健診センター 〒146-8531 東京都大田区池上6-1-19 03-3755-2950 実施不可 10,450 http://www.ikegamihosp.jp/

牧田総合病院　人間ドック健診センター 〒144-8501 東京都大田区西蒲田8-20-1　Ｂ棟2階 03-6428-7489 7,150 12,100 http://www.makita-hosp.or.jp/dock/index.php

東京共済病院 〒153-8934 東京都目黒区中目黒2-3-8 03-5794-7331 7,150 11,000 http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/

サン虎の門クリニック 〒170-6007 東京都豊島区東池袋３丁目1番1号ｻﾝｼｬｲﾝ60･7階 03-3988-1862 7,150 24,200 https://www.sun-toranomon.jp

東京山手メディカルセンター 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-22-1 03-3364-0251 7,150 9,350 http://yamate.jcho.go.jp/kenkan/

東都クリニック 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニガーデンタワー2階 03-3239-0302 7,150 12,650 http://www.kenkoigaku.or.jp

中島健診センター 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8番8号 03-3669-0287 7,150 44,000 http://www.nakajimaclinic.com

ＩＭＳ　Ｍｅ-Ｌｉｆｅクリニック八重洲 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル5階 03-3567-2080 7,150 11,000 http://www.ims.gr.jp/yaesu/

山王メディカルセンター 〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目5番35号　　　　　 03-5114-6611 実施不可 49,500 http://www.sannoclc.or.jp/mc/

HDCアトラスクリニック 〒102-0082 東京都千代田区一番町5-3 アトラスビル１階 03-3234-6911 6,050 15,070 https://www.hdc-atlas.com

中央みなとクリニック 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー2階 03-3547-1395 7,150 9,900 http://www.minatokai.jp/chuo_minato/

同友会　春日クリニック 〒112-0002 東京都文京区小石川1-12-16ＴＧビル 03-3816-5840 7,150 9,900 http://www.do-yukai.com/

同友会　深川クリニック 〒135-0022 東京都江東区三好2-15-10 03-6860-0017 7,150 9,900 http://www.do-yukai.com/

同友会　品川クリニック 〒108-0075 東京都港区港南2-16-3　グランドセントラルタワー1F 03-6718-2816 7,150 9,900 http://www.do-yukai.com/

深川ギャザリアクリニック 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25深川ギャザリアタワーS棟3F 03-5653-3501 7,150 9,240 http://www.fgcl.or.jp

東京クリニック 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル
03-3516-7187

（健診担当）
7,150 11,000 http://www.tokyo-cl.com/

東海大学八王子病院 〒192-0032 東京都八王子市石川町1838 042-639-1177 実施不可 39,600 https://hachioji.ningen-dock.med.u-tokai.ac.jp

東京都予防医学協会 〒162-8402 東京都新宿区市谷砂土原町１丁目２番地(保健会館) 03-3269-2190 7,150 11,990 http://www.yobouigaku-tokyo.or.jp

診療所杉並健診プラザ 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東2-3-14 03-3331-6823 7,150 10,450 https://nihonkenshin.jp/

医療法人社団　バリューメディカル　バリューHRビルクリニック 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-5 バリューHR代々木ビル 0570-075-710 7,150 8,800 https://www.vhr-b-clinic.com/

松井健診クリニック吉祥寺プレイス 〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-19-23
0120-037-388

(予約)
7,150 11,000 http://www.kichijoji-matsui-hp.jp/

労働保健協会 〒173-0027 東京都板橋区南町9-11 03-3530-2132 実施不可 6,545 http://kenshin-roho.jp

一般財団法人　日本健康増進財団　恵比寿健診センター 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-4　恵比寿ハートビル 03-5420-8015 7,150 9,790 https://www.ebisu-kenshin.jp/

江東健診クリニック 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-41-10　江東メディカルタワー 03-5858-8850 7,150 13,200 http://www.harmonichearts.or.jp/koto/

赤坂山王メディカルセンター 〒107-8402 東京都港区赤坂4-1-26
03-5114-6611

（直通）
実施不可 49,500 http://www.sannoclc.or.jp/akasakasmc/

日本橋室町三井タワー　ミッドタウンクリニック 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-1　日本橋室町三井タワー7階 03-3231-2068 実施不可 13,750 https://mtc-nihonbashi.jp/

http://www.chikumakai.or.jp/
http://hospital.kisarazu.chiba.jp/
https://www.naritatomisato.jp/
http://www.harmonichearts.or.jp/resort
http://www.harmonichearts.or.jp/kashiwanoha
http://secomedic.gr.jp/
http://www.seikeikai-cmc.jp/
http://www.shin-tokyohospital.or.jp/
http://naritahospital.iuhw.ac.jp/
https://hospital.kikkoman.co.jp/byouin/kenshin/index.html
https://jukoukaicl.com/
http://www.asakusa-clinic.or.jp/mobile
http://www.ymc.or.jp/
http://www.tomisaka.or.jp/
https://www.yaesu-health-support.com/
https://www.kanda.or.jp/
https://www.sanraku.or.jp/section/dock/
http://www.sinakasaka.com/
http://www.shibapark-clinic.jp/
http://www.pl-tokyo-kenkan.gr.jp/
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kensin/
https://www.my-kenshin.jp/
http://www.kouraku-clinic.com/
http://www.tokyoeisei.com/
http://www.johsai-hp.or.jp/
http://www.kouritu-showa.jp/
https://yamatokai.or.jp/
http://www.hinodehp.com/
http://www.zai-kkc.or.jp/
http://www.keisatsubyoin.or.jp/
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/
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http://www.shinkokai.jp/
http://www.cskclinic.com/
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http://www.s-oiwakeclinic.com/
http://www.shinkokai.jp/
http://www.ikegamihosp.jp/
http://www.makita-hosp.or.jp/dock/index.php
http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/
https://www.sun-toranomon.jp/
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http://www.sannoclc.or.jp/mc/
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

総合健診センターヘルチェック　新宿西口センター 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-4　JRE西新宿テラス７F・８F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　レディース新宿 〒163-0726 東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル26F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　池袋センター 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-8　タカセビル1F・2F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　日本橋センター 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13　東京建物日本橋ビル7F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

ＩＭＳ　Ｍｅ-Ｌｉｆｅクリニック池袋 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-11　オーク池袋ビル8・9・10F 03-3989-1112 7,150 11,000 https://www.ims.gr.jp/ikebukuro/

亀田京橋クリニック 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1　東京スクエアガーデン4階・6階 03-3527-9202 実施不可 49,500 http://www.kameda-kyobashi.com

マイヘルスクリニック神田院 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-6　クアトロ室町ビル7階 03-3527-1915 5,500 9,900 https://kandaminamiguchi-c.jp

IMS　Me-Lifeクリニック渋谷 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21　渋谷区文化総合センター大和田10F 03-3770-3100 7,150 11,000 https://imsgroup.jp/shibuya/

MEP南青山 〒107-0062 東京都港区南青山1-3-3　パークアクシス青山一丁目タワー　N棟5階 03-6384-5760 7,150 10,260 https://www.mep-minamiaoyama.com

Bene浅草レディース健診クリニック 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-4-1　浅草EKIMISE　７F 03-6802-7864 8,500
12,200

※男性はプレミアムドックコースのみ65,000
https://bene-asakusa.com/

アルファメディック・クリニック 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンター8F
044-511-6116
(予約・問合せ)

実施不可 22,000 http://www.alpha-medic.gr.jp

医療法人社団相和会相模原総合健診センター 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8 042-753-3301 実施不可 47,300 https://www.sowa.or.jp/sagamihara/

東芝林間病院　総合健診センター　(2023年5月1日よりさがみ林間病院総合健診センターに名称変更） 〒252-0385 神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1 042-742-3521 7,150 44,000 http://www.rinkanhp.com

独立行政法人　地域医療機能推進機構　相模野病院 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目2番30号
042-751-1265

（直通）
7,150 10,450 http://sagamino.jcho.go.jp/kenkan/

総合健診センターヘルチェック　横浜東口センター 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-20　善仁会金港町ビル 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　横浜西口センター 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15　横浜STビル3F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　レディース横浜 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1　横浜天理ビル２３F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　ファーストプレイス横浜 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-7-1　ファーストプレイス横浜6F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

総合健診センターヘルチェック　川崎センター 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン8F 0570-012-489 7,150 13,200 https://www.health-check.jp/

（公財）神奈川県予防医学協会 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通58番地
045-641-8502
045-641-8503

7,150 10,120 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp

横浜新緑総合病院人間ドック健診センター 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-7 045-984-3003 7,150 14,080 http://www.shinmidori.com/

湘南健康管理センター 〒253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 0467-86-6570 7,150 10,450 http://www.fureai-g.or.jp/kensin/

湘南藤沢徳洲会病院　人間ドック健診センター 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5番1号 0466-35-1360 7,150 24,200 http://www.fuｊisawatokushukai.jp

一般財団法人京浜保健衛生協会 〒213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延3-8-14 044-330-4565 7,150 9,900 https://www.keihin.or.jp

医療法人杏林会八木病院 〒257-0035 神奈川県秦野市本町1丁目3番1号 0463-75-8222 6,490 11,330 https://www.kyourinkai-yagi.com/

カラダテラス海老名 〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町３－１　VINA GARDENS PERCH　7F 046-292-1311 10,694 19,800 https://jma.gr.jp/karadaterrace

医療法人仁厚会　仁厚会病院　健康管理室 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3丁目8の11
046-221-5979

（直通）
7,150 12,300 http://www.jinkohkai.or.jp

社会医療法人財団互恵会大船中央病院健康管理センター 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船6丁目2番24号 0467-47-7761 7,150 9,900 http://www.ofunachuohp.net

日本鋼管病院　ドック・健診センター 〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目2番1号 044-333-6674 7,260 11,910 http://www.koukankai.or.jp/humans_dock/index.html

医療法人社団 相和会 横浜総合健診センター 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1コンカード横浜20階 045-461-1230 実施不可 47,300 https://www.sowa.or.jp/yokohama/

横浜リーフみなとみらい健診クリニック 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-5　リーフみなとみらい11階 045-651-1572 7,150 9,900 http://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/

コンフォート横浜健診センター 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2丁目8番25号 045-313-8080 7,150 9,570 http://www.comfort.or.jp/dock/

東名厚木メディカルサテライトクリニック 〒243-0034 神奈川県厚木市船子224番地 046-229-1937 7,150 9,900 http://www.tomei.or.jp/tams

川崎健診クリニック 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5　クリエ川崎8階
044-511-6116
(予約・問合せ)

7,150 11,000 http://www.alpha-medic.gr.jp

新百合ヶ丘総合病院 〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255 0120-700-098 7,150 11,000 http://www.shinyuri-hospital.com/

新潟県労働衛生医学協会附属中央診療所 〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町1-47-7 025-370-1970 7,150 7,700 http://www.niwell.or.jp

長岡西病院 〒940-2081 新潟県長岡市三ツ郷屋町371-1 0258-27-8712 5,280 8,030 http://www.sutokukai.or.jp/nagaokanishi-hp/

医療法人立川メディカルセンター たちかわ総合健診センター 〒940-8621 新潟県長岡市旭岡1丁目24番地 0258-36-6221 8,169 12,679 http://www.tatikawa.or.jp/kenshin

一般社団法人　上越医師会 上越地域総合健康管理センター 〒943-8555 新潟県上越市春日野1丁目2番33号 025-524-7111 7,150 8,360 http://www.joetsu.niigata.med.or.jp/sougou/

南魚沼市立ゆきぐに大和病院（健友館） 〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐4115番地 025-777-4477 7,150 39,600 http://www.yukigunihp.jp

一般財団法人下越総合健康開発センター 〒957-8577 新潟県新発田市本町4-16-83 0254-24-1145 実施不可 8,800 http://www.kenkokaihatu.or.jp

新潟県立加茂病院 〒959-1397 新潟県加茂市青海町1丁目9番1号 0256-52-0701 7,150 16,430 http://www.kamo-hospital.kamo.niigata.jp/

新潟健診プラザ 〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山2丁目6番10号 025-245-1177 7,150 9,900 http://www.kenko-i.jp

長岡健康管理センター 〒940-2108 新潟県長岡市千秋2丁目229番地1 0258-28-3555 7,150 9,900 http://www.kenko-i.jp

一般財団法人北陸予防医学協会　健康管理センター 〒930-0177 富山県富山市西二俣277-3 076-436-1238 7,000 38,500 http://www.hokurikuyobou.or.jp

一般財団法人北陸予防医学協会　高岡総合健診センター 〒933-0945 富山県高岡市金屋本町1-3 0766-24-3221 7,000 38,500 http://www.hokurikuyobou.or.jp

サンシャインメドック 〒933-0824 富山県高岡市西藤平蔵313番地 0766-63-3040 8,250 9,900 http://www.shirankai.net

富山県済生会高岡病院 〒933-8525 富山県高岡市二塚387-1 0766-21-3437 8,800 13,200 http://www.takaoka-saiseikai.jp/

高岡市民病院 〒933-8550 富山県高岡市宝町4番1号 0766-23-0204 9,000
日帰り　38,500

日帰り女性コース　42,900
http://www.med-takaoka.jp/

石川県済生会金沢病院 〒920-0353 石川県金沢市赤土町ニ13-6
076-266-2932

(健診ｾﾝﾀｰ直通）
7,600 11,400 https://saiseikaikanazawa.jp/

一般財団法人　石川県予防医学協会 〒920-0365 石川県金沢市神野町東115 076-249-7222 7,150 13,310 https://www.yobouigaku.jp

地域医療機構　金沢病院 〒920-8610 石川県金沢市沖町ハ-15 076-251-1113 7,150 7,150 http://kanazawa.jcho.go.jp/

やわたメディカルセンター　健診センター 〒923-8551 石川県小松市八幡イ12-7 0761-47-1216 7,150 10,010 https://kenshin.yawatamedical.com/

金沢メディカルステーションヴィーク 〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1番1号金沢百番街あんと西4階 076-235-4114 7,150 9,350 https://www.viec.jp

小松ソフィア病院 〒923-0861 石川県小松市沖町478番地 0761-22-0751 7,150 9,020 http://www.sophia-hosp.jp

公益財団法人福井県予防医学協会 〒918-8238 福井県福井市和田2丁目1006番地 0776-23-2777 7,700 9,680 http://www.fukui-yobou.or.jp

山梨県厚生連健康管理センター 〒400-0035 山梨県甲府市飯田1-1-26 0120-28-5592 7,799 9,163 http://www.y-koseiren.jp/

医療法人石和温泉病院クアハウス石和 〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田330の5 055-263-7071 7,150 9,900 http://www.isawa-hsp.or.jp/

JA長野厚生連　北信総合病院 〒383-8505 長野県中野市西1丁目5番63号 0269-22-2151 8,954 41,360 http://www.hokushin-hosp.jp/

山田記念　朝日病院 〒381-0016 長野県長野市大字南堀135-1 026-241-9839 7,150 12,408 http://www.asahi-hospital.com/

長野医療生活協同組合長野中央病院 〒380-0814 長野県長野市西鶴賀町1570 026-234-3234 7,569 9,989 http://www.healthcoop-nagano.or.jp

市立大町総合病院 〒398-0002 長野県大町市大町3130 0261-85-2234 8,954 13,772 http://www.omachi-hospital.jp/

ＪＡ長野厚生連北アルプス医療センター　あづみ病院 〒399-8695 長野県北安曇郡池田町池田3207-1 0261-61-1181 8,800 41,360 http://www.azumi-ghp.jp/

穂高病院 〒399-8303 長野県安曇野市穂高4634番地 0263-81-1011 7,150 41,800 http://www.hotaka-hospital.or.jp

松本協立病院 〒390-8505 長野県松本市巾上9番26号 0263-35-0479 7,150 9,680 http://www.chushin-miniren.gr.jp

城西病院健康センター 〒390-8648 長野県松本市城西1-5-16 0263-32-4624 7,150 11,000 http://www.shironishi.or.jp

社会医療法人財団慈泉会相澤健康センター 〒390-8510 長野県松本市本庄2丁目5番1号 0263-34-6360 7,150 10,395 http://w3.ai-hosp.or.jp/health/
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

上田生協診療所 〒386-0042 長野県上田市上塩尻393-1

0800-800-1599
直通（13：00～17：00）

　0268-23-0199
（代表）

8,954 10,998 http://www.toshin-iryou.com/

丸子中央病院 〒386-0405 長野県上田市中丸子1771-1 0268-42-1113 実施不可 44,550 http://maruko-hp.jp/

JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター 〒384-8588 長野県小諸市相生町3丁目3-21 0267-22-1070 実施不可 41,360 http://komoro-mc.com

佐久市立国保浅間総合病院 〒385-8558 長野県佐久市岩村田1862-1
0267-67-2295
0267-67-6477

（直通）
8,679 13,563 http://www.asamaghp.jp/

JA長野厚生連佐久総合病院 〒384-0301 長野県佐久市臼田197番地 0267-82-2688 8,932 41,360 http://www.sakuhp.or.jp/

諏訪赤十字病院健診センター 〒392-8510 長野県諏訪市湖岸通り5丁目11番50号 0266-57-6042 7,150 41,800 http://www.suwa.jrc.or.jp

社会医療法人栗山会飯田病院 〒395-8505 長野県飯田市大通1丁目15番地
0265-22-5150

（14：00～17：00）
7,150 9,900 http://www.iida.or.jp/

健和会病院 〒395-8522 長野県飯田市鼎中平1936
0265-23-3153

(直通)
7,700

胃カメラ時　26,180
　MDL時　22,880

http://www.kenwakai.or.jp/

上伊那生協病院 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 0265-79-8813 8,932 11,520 http://www.kamiina-mcoop.com/ina/index.html

松本市医師会検査健診センター 〒390-0875 長野県松本市城西2-5-5 0263-50-9918 7,150 22,770 http://www.mcci.or.jp/www/kensin

ＪＡ長野厚生連 南長野医療センター　篠ノ井総合病院 〒388-8004 長野県長野市篠ノ井会666-1 026-292-2261 実施不可 41,360 http://shinonoi-ghp.jp

揖斐厚生病院健診センター 〒501-0696 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2547番地4 0585-21-1181 7,150 8,800 http://www.ibi.gfkosei.or.jp/

岐阜市民病院 〒500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町7丁目1番地 058-215-5128 実施不可 30,800 http://gmhosp.jp/general/annai/ningendoc.html

操健康クリニック 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南1-4-20
058-276-3131

(予約専用)
7,150 9,900 http://www.docmisao.jp/

みどり病院 〒501-3113 岐阜県岐阜市北山1丁目14番24号 058-241-0681 7,150 8,800 http://gifu-min.jp/midori/

岩砂病院・岩砂マタニティ 〒502-0812 岐阜県岐阜市八代１－７－１ 058-231-2631 実施不可 29,700 https://www.iwasa-gifu.or.jp

朝日大学病院（朝日大学歯学部附属村上記念病院） 〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町3丁目23番地 058-251-8001 7,150 8,500 http://www.hosp.asahi-u.ac.jp

まつなみ健康増進クリニック人間ドック健診センター 〒501-6061 岐阜県羽島郡笠松町泉町10番地 058-387-2128 5,500 11,000 http://www.matsunami-hsp.or.jp

渡辺内科クリニック 健診部 〒503-0877 岐阜県大垣市御殿町2-21 0584-78-2266 実施不可 25,300 https://www.watanabe-medicalclinic.jp

西美濃厚生病院 〒503-1394 岐阜県養老郡養老町押越986 0584-32-1161 7,150 11,550 http://www.nishimino.gfkosei.or.jp

羽島市民病院 〒501-6206 岐阜県羽島市新生町3丁目246番地 058-393-0111 7,700 29,700 http://www.hashima-hp.jp/

国際医療福祉大学熱海病院 〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町13-1 0557-81-9176 7,150 11,000 http://atami.iuhw.ac.jp/

池田病院健康管理センター 〒411-0945 静岡県駿東郡長泉町本宿411の5番地 055-986-8600 7,150 11,550 http://www.ikeda-hp-g.or.jp

一般社団法人　東部メディカル健康管理センター 〒419-0114 静岡県田方郡函南町仁田楠台777-4 055-979-2657 7,150 9,350 http://tmc-farm.jp/medical/

聖隷沼津健康診断センター 〒410-8580 静岡県沼津市本字下一丁田895-1 055-962-9882 12,397 14,355 https://www.seirei.or.jp/numazu-kenshin/

東海検診センター 〒410-0003 静岡県沼津市新沢田町8-7 055-922-1157 7,150 12,375 http://www.tokai-mec.or.jp/

富士健診センター 〒416-0908 静岡県富士市柚木392-5 0545-64-4421 7,150 13,541 http://www.fujikenshin.com

共立蒲原総合病院健康診断センター 〒421-3306 静岡県富士市中之郷2500-1 0545-81-3324 7,150
41,800

　(胃カメラ変更時別途料金発生)
　経口2,200　経鼻3,300

http://www.kanbarahp.com

静岡市清水医師会健診センター 〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川2丁目12-1 054-348-0515 7,920 12,078 http://www.shimizu-ishikai.com

ＪＣＨＯ（ジェイコー）桜ヶ丘病院 〒424-8601 静岡県静岡市清水区桜が丘町13番23号 054-353-5313 7,150 10,150 http://sakuragaoka.jcho.go.jp/

SBS 静岡健康増進センター 〒422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂3-1-1 054-282-1109 8,800 11,880 http://www.sbs-smc.or.jp/

聖隷静岡健診クリニック 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町55番地静岡交通ビル 0120-283-170 9,438 14,685 http://www.seirei.or.jp/hoken/

西焼津健診センター 〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名330-4 054-620-6085 7,150 8,800 http://www.nishiyaizukenshin.com

(公財)静岡県予防医学協会総合健診センター 〒426-8638 静岡県藤枝市善左衛門2-19-8 0120-39-6460 8,360 9,130 https://www.shsa.net/

島田市立総合医療センター 〒427-8502 静岡県島田市野田1200番地の5 0547-35-1601 実施不可 41,030 www.shimada-hp.shizuoka.jp

掛川市袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 〒436-8555 静岡県掛川市菖蒲ケ池1番地の1 0537-28-8028 実施不可 40,700 https://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

医療法人明徳会 新都市病院 〒438-0078 静岡県磐田市中泉703 0538-34-0150 7,150 7,800 http://www.shintoshi-hosp.com

聖隷健康診断センター 〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉2丁目35番8号 0120-938-375 9,438 14,685 http://www.seirei.or.jp/hoken/

浜松赤十字病院健康管理センター 〒434-8533 静岡県浜松市浜北区小林1088-1 053-401-1140 7,150 38,500 http://hamamatsu.jrc.or.jp

聖隷予防検診センター 〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453-1 0120-938-375 9,438 14,685 http://www.seirei.or.jp/hoken/

すずかけセントラル病院健康管理センター 〒432-8054 静岡県浜松市南区田尻町120-1 0120-771-804 実施不可 40,700 http://www.suzukake.or.jp/

JA静岡厚生連 遠州病院健康管理センター 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁目1番1号 053-415-9969 7,150 39,710 https://k-enshu.ja-shizuoka.or.jp

医療法人社団明徳会十全記念病院 〒434-0042 静岡県浜松市浜北区小松1700 053-586-1115 7,150 7,500 http://www.jyuzen-byouin.com/

聖隷健康サポートセンターＳｈｉｚｕｏｋａ 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金6丁目8番5-2号 0120-283-170 9,438 14,685 http://www.seirei.or.jp/hoken/

公益財団法人　伊豆保健医療センター 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京270-1
0558-76-6820

（直通）
8,910 11,110 http://izu-hmc.jp

聖隷健康診断センター　東伊場クリニック 〒432-8036 静岡県浜松市中区東伊場2-7-1　浜松商工会議所6F 0120-506-180 9,438 14,685 http://www.seirei.or.jp/hoken/

総合犬山中央病院 〒484-8511 愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6
0568-62-8246

（直通）
7,150 11,000 http://www.inuyama-kenkou.com

東海記念病院　健康管理センター 〒487-0031 愛知県春日井市廻間町字大洞681-47 0568-93-0100 7,150 12,100 https://t-m-h.jp

名古屋公衆医学研究所集団検診センター 〒453-8521 愛知県名古屋市中村区長筬町4-23 052-412-3111 7,000 9,200 http://www.meikoui.or.jp

中部労災病院 〒455-8530 愛知県名古屋市港区港明1-10-6 052-652-5511 7,150 46,200 http://www.chubuh.johas.go.jp/

中日病院健診センター 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目12番3号 052-961-2496 実施不可 38,720 http://www.chunichi-hp.com

名古屋臨床検査センター附属診療所 〒466-0053 愛知県名古屋市昭和区滝子町27-22 052-825-3807 7,150 7,970 https://www.meirin.net/

医療法人メドック健康クリニック 〒466-0857 愛知県名古屋市昭和区安田通4丁目3番地 052-752-1125 7,150 9,680 https://www.medoc.jp

社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病院 〒462-0802 愛知県名古屋市北区上飯田北町2丁目70番地
052-908-2278

　(予約専用ダイアル)
実施不可 10,450 https://www.kamiiida-hp.jp

社会医療法人　大真会　大隈病院 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根二丁目9番34号 052-991-2111 7,650 11,440 http://www.ookuma-hospital.or.jp/

名古屋東栄クリニック 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目11番25号 0800-3333-489 7,150 10,450 http://www.e-kenshin.or.jp

名鉄病院健診センター 〒451-8511 愛知県名古屋市西区栄生2丁目26番11号 052-551-2800 7,480 36,630 http://www.meitetsu-hospital.jp

オリエンタルクリニック 〒464-8691 愛知県名古屋市千種区今池1丁目8番5号 052-741-5181 実施不可 39,600 https://www.oriental-gr.com/

東海病院　東海健康管理センター 〒464-8512 愛知県名古屋市千種区千代田橋1-1-1 052-711-6131 7,150 13,860 http://www.toukaihosp.jp/

国際セントラルクリニック 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 国際センタービル10F
052-821-0090

　(予約センター)
7,810 11,000 http://www.central-cl.or.jp/

名古屋セントラルクリニック 〒457-0071 愛知県名古屋市南区千竃通7-16-1
052-821-0090

（予約センター）
7,810 11,000 http://www.central-cl.or.jp/

一般財団法人 愛知健康増進財団 〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水1丁目18番4号 052-951-3919 7,150 11,000 https://ahpf.or.jp

中京クリニカル 〒456-0035 愛知県名古屋市熱田区白鳥3丁目6-17 0120-38-0072 7,150 9,900 http://website2.infomity.net/8040468/

名古屋記念病院 〒468-8520 愛知県名古屋市天白区平針4丁目305番地 052-804-1111 実施不可 40,700
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http://www.kamiina-mcoop.com/ina/index.html
http://www.mcci.or.jp/www/kensin
http://shinonoi-ghp.jp/
http://www.ibi.gfkosei.or.jp/
http://gmhosp.jp/general/annai/ningendoc.html
http://www.docmisao.jp/
http://gifu-min.jp/midori/
https://www.iwasa-gifu.or.jp/
http://www.hosp.asahi-u.ac.jp/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/
https://www.watanabe-medicalclinic.jp/
http://www.nishimino.gfkosei.or.jp/
http://www.hashima-hp.jp/
http://atami.iuhw.ac.jp/
http://www.ikeda-hp-g.or.jp/
http://tmc-farm.jp/medical/
https://www.seirei.or.jp/numazu-kenshin/
http://www.tokai-mec.or.jp/
http://www.fujikenshin.com/
http://www.kanbarahp.com/
http://www.shimizu-ishikai.com/
http://sakuragaoka.jcho.go.jp/
http://www.sbs-smc.or.jp/
http://www.seirei.or.jp/hoken/
http://www.nishiyaizukenshin.com/
https://www.shsa.net/
http://www.shimada-hp.shizuoka.jp/
https://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/
http://www.shintoshi-hosp.com/
http://www.seirei.or.jp/hoken/
http://hamamatsu.jrc.or.jp/
http://www.seirei.or.jp/hoken/
http://www.suzukake.or.jp/
https://k-enshu.ja-shizuoka.or.jp/
http://www.jyuzen-byouin.com/
http://www.seirei.or.jp/hoken/
http://izu-hmc.jp/
http://www.inuyama-kenkou.com/
https://t-m-h.jp/
http://www.meikoui.or.jp/
http://www.chubuh.johas.go.jp/
http://www.chunichi-hp.com/
https://www.meirin.net/
https://www.medoc.jp/
https://www.kamiiida-hp.jp/
http://www.ookuma-hospital.or.jp/
http://www.e-kenshin.or.jp/
http://www.meitetsu-hospital.jp/
https://www.oriental-gr.com/
http://www.toukaihosp.jp/
http://www.central-cl.or.jp/
http://www.central-cl.or.jp/
https://ahpf.or.jp/
http://website2.infomity.net/8040468/


・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 〒453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35番地 052-471-3855 実施不可 43,120 http://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/

日進おりど病院予防医学推進・研究センター 〒470-0115 愛知県日進市折戸町西田面110番地 0561-73-3030 7,150 8,800 http://kenshin.daiikai.jp

豊田健康管理クリニック 〒473-0907 愛知県豊田市竜神町新生151-2
0565-27-5551

(予約直通)
7,150 9,900 http://toyotahccl.ec-net.jp/

豊田地域医療センター 〒471-0062 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1 0565-34-3003 実施不可 22,000 http://www.toyotachiiki-mc.or.jp

トヨタ記念病院健診センター 〒471-8513 愛知県豊田市平和町1-1 0565-24-7153 実施不可 11,550 http://www.toyota-mh.jp/kenshin/

中野胃腸病院 〒473-0926 愛知県豊田市駒新町金山1-12 0565-57-3366 7,150 9,130 http://www.nakanohp.com

公立西知多総合病院　健診センター 〒477-8522 愛知県東海市中ノ池三丁目１番地の１ 0562-33-9800 7,150 11,330 http://www.nishichita-hp.aichi.jp/

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 〒448-8505 愛知県刈谷市住吉町5丁目15番地 0566-25-8182 7,150 9,900 http://www.toyota-kai.or.jp

岡崎市医師会はるさき健診センター 〒444-0827 愛知県岡崎市針崎町字春咲1番地3 0120-489-545 7,150 10,112 https://www.okazaki-med.or.jp

三河安城クリニック 〒446-0037 愛知県安城市相生町14番14号
0566-75-7515

（予約直通）
7,150 10,450 http://www.mikawaanjoclinic.com

半田市医師会健康管理センター 〒475-8511 愛知県半田市神田町1-1 0569-27-7887 7,150 9,790 https://handa-center.ｊp/

医療法人知多クリニック 〒475-0871 愛知県半田市本町7-20 0569-22-3231 7,150 8,360 http://chitaclinic.jp/

西尾市医師会健康管理センター 〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地西尾市保健センター3F 0563-57-1451 実施不可 9,350 http://nishio-med.or.jp/

医療法人光生会　光生会病院 〒440-0045 愛知県豊橋市吾妻町137 0532-61-3000 7,150 7,700 http://www.koseikai-hp.or.jp/

愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院健康管理センター 〒441-3415 愛知県田原市神戸町赤石1番地1 0531-22-9698 7,150 32,780 http://www.atsumi.jaaikosei.or.jp

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院　健康管理センター 〒498-8502 愛知県弥富市前ケ須町南本田396番地
0567-55-7629

（健康管理ｾﾝﾀｰ直通）
8,150 25,200 https://www.kainan.jaaikosei.or.jp/department/health/health.html

ＪＣＨＯ（ジェイコー）中京病院 〒457-8510 愛知県名古屋市南区三条1-1-10 052-688-7310 7,150 8,550 http://chukyo.jcho.go.jp

総合病院南生協病院 〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高2丁目204番地 052-625-0489 7,900 9,000 http://www.minami.or.jp

大雄会第一病院　健診センター 〒491-8551 愛知県一宮市羽衣1丁目6番12号 0586-26-2008 7,150 13,200 https://www.daiyukai-kenshin.com/

愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院　健康管理センター 〒483-8704 愛知県江南市高屋町大松原137番地 0587-51-3311 7,150 13,200 http://www.jaaikosei.or.jp/konan/

公立陶生病院 〒489-8642 愛知県瀬戸市西追分町160番地
0561-82-1937

（予約専用）
実施不可 36,600 http://www.tosei.or.jp

豊橋市民病院 〒441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地 0532-33-6271 実施不可 20,900 http://www.municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp/

八千代病院 〒446-8510 愛知県安城市住吉町2-2-7 0566-98-3367 7,150 10,296 http://www.yachiyo-hosp.or.jp

(一財)近畿健康管理センターKKCウエルネス名古屋健診クリニック 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル11Ｆ
050-3531-1363
（9：00～16：00）

7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

オリエンタル労働衛生協会 〒464-8691 愛知県名古屋市千種区今池一丁目8番4号 052-732-2200 7,150 11,000 http://www.oriental-gr.com

エルズメディケア名古屋（女性専用） 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目1番1号日土地名古屋ビル3階 052-737-6500 7,150 9,900 http://www.ls-medicare.com

社会医療法人大雄会　大雄会ルーセントクリニック 〒451-6003 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号　名古屋ルーセントタワー3Ｆ 052-569-6030 7,700 13,200 http://www.lucentclinic.com/

常滑市民病院 〒479-8510 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地3 0569-35-6111 7,150 9,780 http://www.tokonamecityhospital.jp/

大名古屋ビルセントラルクリニック 〒450-6409 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号　大名古屋ビルヂング9階
　052-821-0090
（予約センター）

7,810 11,000 https://www.central-cl.or.jp/clinic/dainagoya/

ミッドタウンクリニック名駅　 〒450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋5階 052-551-1169 7,700 11,407 https://www.midtown-meieki.jp/

リブラささしまメディカルクリニック 〒453-6105 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地12号 グローバルゲート5階 052-485-7298 7,150 9,020 http://libra-sasashima.jp/

名古屋西病院 〒454-0869 愛知県名古屋市中川区荒子2丁目40番地 052-361-0511 8,720 13,100 https://www.med-junseikai.or.jp/nishi/

さくら医院 〒458-0041 愛知県名古屋市緑区鳴子町3丁目49-23　ナルコス2階 052-892-0200 7,150 9,000 https://sakura-nk-clinic.com/

ナゴヤガーデンクリニック 〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17　イオンモール名古屋ノリタケガーデン3F 052-564-5165 7,650 11,000 https://garden-cl.jp

一宮西病院　健診センター 〒494-0001 愛知県一宮市開明字平１番地 0586-48-0088 7,150 10,000 https://www.anzu.or.jp/ichinomiyanishi/

三重北医療センター　いなべ総合病院 〒511-0428 三重県いなべ市北勢町阿下喜771 0594-72-8711 実施不可 24,800 http://www.miekosei.or.jp/4_ish/index.html

医療法人尚徳会　ヨナハ健診クリニック 〒511-0838 三重県桑名市和泉8丁目264番地3 0120-301-478 7,150 11,550 http://www.yonaha.jp

三重北医療センター　菰野厚生病院 〒510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村75 059-393-1212 9,120 11,130 http://www.miekosei.or.jp/3_kkh/index.html

富田浜病院 〒510-8008 三重県四日市市富田浜町26-14 059-365-0411 7,150 14,267 http://tomidahama.jp

四日市羽津医療センター 〒510-0016 三重県四日市市羽津山町10番8号 059-331-1211 8,250 11,407 http://yokkaichi.jcho.go.jp/

みたき健診クリニック 〒512-0911 三重県四日市市生桑町菰池450-3
0120-177-667

(予約)
7,150 9,020 http://www.yh-cli.com

三重県厚生農業協同組合連合会　　鈴鹿中央総合病院 　健診センターオリーブ 〒513-8630 三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53 059-384-1017 実施不可 26,187 http://www.miekosei.or.jp/2_sch/index.html

伊賀市立上野総合市民病院伊賀市健診センター 〒518-0823 三重県伊賀市四十九町831番地 0595-24-1186 9,120 13,700 http://www.cgh-iga.jp/

医療法人倉本病院倉本健康管理システム 〒514-0803 三重県津市柳山津興280-2 059-222-1021 7,150 9,900 http://www.kuramotohospital.net/dock.html

永井病院 〒514-8508 三重県津市西丸之内29番29号 059-228-5193 7,150 11,560 http://www.nagai-hp.or.jp/

KKC健康スクエア　ウェルネス三重健診クリニック 〒514-0131 三重県津市あのつ台４丁目1-3 059-269-5678 7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

三重県厚生連　松阪中央総合病院健康管理センター　エポック 〒515-8566 三重県松阪市川井町字小望102 0598-21-8248 7,130 13,620 http://www.miekosei.or.jp/1_mch/

医療法人桜木記念病院 〒515-0034 三重県松阪市南町443番地の4

0598-21-5522
（代表）

0598-31-2600
（直通）

7,150 11,330 http://www.sakuragi-hp.com

済生会松阪総合病院　健診センターあさひ 〒515-8557 三重県松阪市朝日町1-15-6 0598-52-6052 7,150 14,300 http://www.matsusaka.saiseikai.or.jp/kenshin/index.html

市立伊勢総合病院 〒516-0014 三重県伊勢市楠部町3038番地
0596-23-5416

(直通)
8,920 13,420 http://hospital.city.ise.mie.jp

三重県立志摩病院 〒517-0595 三重県志摩市阿児町鵜方1257
0599-43-0501

（代表）
6,600 13,500 http://kenritsushima.jadecom.or.jp/

尾鷲総合病院 〒519-3693 三重県尾鷲市上野町5番25号 0597-22-3111 実施不可 13,376 http://owasehp.jp/

鈴鹿回生病院 〒513-8505 三重県鈴鹿市国府町字保子里112番地1

059-375-1294
（予約専用）

059-375-1300
（代表）

8,800 14,300 http://www.kaiseihp.com

医療法人全心会伊勢ひかり病院 〒516-0805 三重県伊勢市御薗町高向810-1 0596-22-1155 7,120 8,800 http://isekeiyu.com/

公益財団法人三重県健康管理事業センター 健診センターサンテ 〒514-0062 三重県津市観音寺町字東浦446-30 059-228-4502 7,150 9,900 https://www.kenkomie.or.jp

医療法人社団プログレス 四日市消化器病センター 〒512-1203 三重県四日市市下海老町字高松185-3 059-326-2114 7,150 8,250 www.yokkaichi-shoukaki.com/

KKCウエルネス四日市健診クリニック 〒510-0891 三重県四日市市日永西3丁目5番37号 059-271-8545 7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

(一財)近畿健康管理センターKKCウエルネス栗東健診クリニック 〒520-3016 滋賀県栗東市小野501-1 050-3535-5992 7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

市立野洲病院 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1094 077-587-4443 8,677 9,370 https://www.yasu-hp.jp/contact/

洛和会音羽病院 健診センター 〒607-8062 京都府京都市山科区音羽珍事町2番地 0120-050-108 7,150 10,450 http://www.rakuwa.or.jp

一般財団法人　京都予防医学センター 〒604-8491 京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町28 075-811-9137 7,150 10,890 https://www.kyotoyobouigaku.or.jp/

医療法人大和英寿会　大和健診センター 〒604-8171 京都府京都市中京区虎屋町577‐2　太陽生命ビル6・8・9階 075-256-4141 7,150 10,450 http://yamato-eijyu.jp/

一般財団法人京都工場保健会総合健診センター 〒604-8472 京都府京都市中京区西ノ京北壷井町67番地 0120-823-053 7,700 12,078 https://www.kyotokenshin.jp/

山科健診クリニック 〒607-8080 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92　ラクトC301 0120-823-066 7,700 12,078 https://yamashinakenshin.jp
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

宇治健診クリニック 〒611-0031 京都府宇治市広野町成田1-7 0120-823-066 7,700 12,078 https://kyotokenshin.jp/uji/

日本バプテスト病院 〒606-8273 京都府京都市左京区北白川山ノ元町47 075-702-5947 実施不可
男性　44,000+PSA2,200

女性　44,000+乳がん2,200
+子宮がん　2,200

http://www.jbh.or.jp

社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院 〒615-8256 京都府京都市西京区山田平尾町17番地 075-392-3501 実施不可 40,700 https://katsura.com

医療法人財団 康生会 武田病院健診ｾﾝﾀｰ 〒600-8216 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608番地　日本生命京都三哲ﾋﾞﾙ3F 075-746-5100 7,700 10,890 https://kenshin.takedahp.com

社会医療法人愛仁会 愛仁会総合健康センター 〒569-1143 大阪府高槻市幸町4-3

072-692-9291
（代表）

0120-109941
（フリーダイヤル）

7,150 10,000 http://www.aijinkai.or.jp/k_center/

多根クリニック 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2 大阪ベイタワーイースト6階 06-6577-1881 7,150 38,500 http://tane.or.jp/medical_check_up/clinic.html

帝国ホテルクリニック 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-50帝国ホテル大阪3階 06-6881-4000 実施不可 45,100 http://www.omichikai.or.jp/ihclinic/

医療法人メディカル春日会　革嶋クリニック 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目4-13　阪神産経桜橋ビル2F 06-6455-2000 7,020 9,493 http://www.kawashima.or.jp

関西医科大学天満橋総合クリニック 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号　OMMビル3F 06-6943-2260 7,150 10,230 https://www.kmu.ac.jp/temmabashi

医療法人 翔永会飯島クリニック 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-11心斎橋フロントビル 06-6243-5401 7,150 11,000 http://www.iijima-clinic.jp

大野クリニック 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-2-3御堂筋グランドビル7F 06-6213-7230 実施不可 23,100 http://www.ohno.or.jp/ohno_clinic/

聖授会総合健診センター 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号　大阪府教育会館5階 06-6761-2200 8,800 9,130 https://www.seijukai.jp

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会大阪支部 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-26　LUCID SQUARE SEMBA（ルーシッド　スクエア　センバ） 06-6266-6440 7,150 9,350 http://www.oriental-gr.com/oro/oriental.htm

ベルクリニック 〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地の1 ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ大阪堺11階 072-224-1717 実施不可 46,200 https://www.bellclinic.ne.jp

済生会　新泉南病院　健康管理センター 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番7 072-480-5622 実施不可 12,100 https://www.saiseikaisennan.jp

医療法人恵生会恵生会アプローズタワークリニック 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号阪急茶屋町ビルディング7階
06-6377-5620

(代表)
7,150 10,450 https://www.keiseikai.or.jp/applause/

ＯＢＰクリニック 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-53大阪東京海上日動ビル4F 06-6941-8687 実施不可 16,060 https://www.obp-clinic.jp

医療法人協仁会小松病院健康管理センター 〒572-8567 大阪府寝屋川市川勝町8-2 072-823-1521 7,150 9,570 http://www.komatsu.or.jp

医療法人財団医親会りんくうタウンクリニック 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番　りんくうゲートタワービル8階 072-460-1100 7,150 13,200 https://rinku-clinic.jp

社会医療法人寿楽会m・oクリニック 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-2-3御堂筋グランドビル11F 06-6210-3121 実施不可 9,900 http://www.mo-clinic.jp/

淀川キリスト教病院 〒533-0024 大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50 06-6324-6530 実施不可 45,100 https://www.ych.or.jp/feature/dock/

医療法人メディフロントミズノクリニック 〒596-0077 大阪府岸和田市上町36-10 072-436-2055 5,250 6,800

医療法人聖授会ＯＣＡＴ予防医療センター 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番1号　OCATビル地下3階
0120-728-797

（予約専用）
実施不可 36,300 https://www.seijukai.jp

医療法人 崇孝会 北摂クリニック 〒567-0826 大阪府茨木市大池1丁目10番37号 072-633-3313 7,150 11,000 http://sukokai.or.jp/

医療法人北辰会　天の川病院 〒573-0022 大阪府枚方市宮之阪2-20-1 072-847-0625 7,350 13,400 http://www.amanokawa.or.jp

大阪健康倶楽部 小谷診療所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4丁目10番1号 06-6386-1651 7,150 9,350 http://www.kenko-club.co.jp

みどり健康管理ｾﾝﾀｰ 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目22番5号 06-6385-0265 実施不可 15,400 http://www.midori-hcf.or.jp

住友生命総合健診システム 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号

06-6379-3334
（健診予約専用）

06-6304-8141
（代表）

実施不可 46,750 https://dock.ssj.or.jp/

医療法人伯鳳会　大阪中央病院 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番30号 06-4795-5500 7,150 10,939 http://www.osaka-centralhp.jp

一般財団法人日本予防医学協会提携診療所　ウェルビーイング南森町 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目2番18号三共ﾋﾞﾙ東館 06-6362-9063 7,150 9,460 http://www.jpm1960.org

大阪警察病院付属　人間ドッククリニック 〒543-0031 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町15番15号上六ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ 06-6775-3131 実施不可 30,360 http://www.oph-dock.jp

社会医療法人　景岳会　南大阪総合健診ｾﾝﾀｰ 〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守7-14-32 06-6654-2222 8,250 15,400 https://www.minamiosaka-kenshin.com

公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院　ニッセイ予防医学センター 〒550-0006 大阪府大阪市西区江之子島2-1-54

　06-6443-3437
（ドック予約）

06-6443-3438
（定健予約）

7,480 10,780 https://www.nissay-hp.or.jp/nissay/yobouigaku/

中之島クリニック 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島二丁目1番2号 0120-489-401 実施不可 41,800 http://www.nakanoshima-clinic.jp

恵生会病院 〒579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町20番29号 072-982-5501 7,150 10,450 http://www.keiseikai.or.jp/

一般財団法人　大阪府結核予防会　堺複十字診療所 〒590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地　南海堺東ビル8階 072-221-5515 6,380 9,900 http://www.jata-sakai.jp/

ベルランド総合病院 〒599-8247 大阪府堺市中区東山500番地3 072-234-2012 実施不可
44,000

（胃カメラ変更時に差額）　3,300
http://www.seichokai.or.jp/bell/

府中クリニック 〒594-0076 大阪府和泉市肥子町二丁目2番1号
0725-40-2154

（予約専用）
実施不可 11,000 https://fuchuclinic.jp/

PL病院　健康管理科 〒584-8585 大阪府富田林市新堂2204 0721-25-8234 実施不可 46,200 http://www.plhospital.or.jp

一般財団法人　大阪市環境保健協会　総合健診センター 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2-1-7　大阪赤十字会館7Ｆ 06-4792-7080 7,150 8,910 http://www.oepa.or.jp

新長堀診療所 〒542-0082 大阪市中央区島之内１－１１－１８ 06-6251-0501 7,020 8,910 http://www.shin-nagahori.jp

福慈クリニック 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目1番3号 06-4963-3205 7,150 8,800 http://www.fukujikai.or.jp

医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 〒599-8271 大阪府堺市中区深井北町3176番地 072-277-1412 実施不可 44,700 http://www.kinshukai.or.jp/himc/

アクティ健診センター 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号　サウスゲートビル１７階 06-6345-2210 実施不可 9,350 www.krk-osaka.or.jp

千里ＬＣ健診センター 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－４－２　千里ＬＣビル 06-6873-2210 実施不可 9,350 www.krk-osaka.or.jp

医療法人聖授会フェスティバルタワー健診センター 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号中之島フェスティバルタワー15階
0120-845-489

（予約専用）
8,800 9,130 https://www.seijukai.jp

医療法人　朋愛会　淀屋橋健診プラザ 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1-4F 06-6232-7770 7,150 8,800 http://yodoyabashiplaza.com/

医療法人医誠会　医誠会病院　人間ドックSOPHIA 〒533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目2番25号

06-6326-1121
（医誠会健診ｾﾝﾀｰ）

06-6379-6701
（人間ドックSOPHIA）

7,375 9,355 http://www.is-dock.com

ＫＫＣウエルネス新大阪健診クリニック 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1　新大阪プライムタワー７Ｆ 050-3541-2262 7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

ＫＫＣウエルネスなんば健診クリニック 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4　南海SK難波ビル10Ｆ 050-3541-2263 7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

一般財団法人　大阪府結核予防会 大阪総合健診センター 〒541-0045 大阪市中央区道修町4丁目6番5号 06-6202-6667 6,380 9,900 https://www.jata-osaka.or.jp

一般財団法人　大阪府結核予防会　大阪複十字病院 〒572-0850 大阪府寝屋川市打上高塚町3-10 072-821-4781 6,380 9,900 http://www.osaka-hospital.org/

マイヘルスクリニック心斎橋院 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3　心斎橋オーパ11階
0120-081-117

（※ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2番）
7,150 8,800 https://shinsaibashi-c.jp

医療法人社団　丸山病院 〒653-0875 兵庫県神戸市長田区丸山町3-4-22 078-642-1131 7,700 9,350 http://maruyama-hospital.com

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）神戸中央病院　 〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町2丁目1-1
078-594-8622

（直通）
7,150 8,800 http://kobe.jcho.go.jp/kenkan/

神戸中央病院 附属健康管理センター 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7　神戸情報文化ビル カルメニ17階
078-594-8622

（直通）
7,150 8,800 http://kobe.jcho.go.jp/kenkanf/

医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院 〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目9番1号 078-652-4163 実施不可 41,800 http://www.kobe-century-mh.or.jp

公益財団法人兵庫県予防医学協会健診センター 〒657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号 078-855-2730 実施不可 30,250 https://hyogo-yobouigaku.or.jp/
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

神戸労災病院 〒651-0053 兵庫県神戸市中央区籠池通り4丁目1-23 078-231-5901 8,140 44,000 http://www.kobeh.johas.go.jp

加東市民病院 〒673-1451 兵庫県加東市家原85番地 0795-42-5511 実施不可 25,600 http://www.city.kato.lg.jp/hospital/

姫路愛和病院 〒670-0974 兵庫県姫路市飯田3-219-1 079-234-1391 7,150 25,300 http://www.aiwahp.or.jp

医療法人社団汐咲会井野病院 〒671-0102 兵庫県姫路市大塩町汐咲1丁目27番地 079-254-6852 7,150 12,180 http://www.inohos.com

社会医療法人財団聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 〒670-0801 兵庫県姫路市仁豊野650番地 079-265-5141 9,900 15,400 http://www.himemaria.or.jp/health/index.htm

一般社団法人姫路市医師会 〒670-0061 兵庫県姫路市西今宿3丁目7番21号 079-295-3322 実施不可 9,460 https://www.himeji-med.or.jp/

医療法人伯鳳会赤穂中央病院 〒678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 0791-45-7303 7,150 7,700 http://www.hakuho.or.jp

医療法人いちえ会洲本伊月病院 〒656-0014 兵庫県洲本市桑間423 0799-26-0771 7,700 36,000 http://awaji-itsuki.jp/

市民健康開発センターハーティ21 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町4-4-8 0800-300-6124 実施不可 9,504 http://hccweb1.bai.ne.jp/hearty21/

笹生病院　健診センター 〒662-0964 兵庫県西宮市弓場町5番37号 0798-34-0807 実施不可 41,250 https://www.saso.or.jp

加古川総合保健センター 〒675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町103-3

079-429-2525
（ﾄﾞｯｸ）

079-429-2923
（特定健診）

7,150 38,720 http://www.kakogawa.or.jp/hoken/

西宮市医師会診療所 〒662-0913 兵庫県西宮市染殿町8番3号　西宮健康開発センター4F 0798-26-9497 7,150 11,000 https://nishinomiya.med.or.jp/

社会医療法人神鋼記念会　新神戸ドック健診クリニック 〒651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町7-6-1　ジークレフ新神戸タワー2Ｆ 078-261-6736 実施不可 45,100 https://shinkobedock.jp

公益財団法人　兵庫県健康財団　保健検診センター 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目1-12 078-579-3400 7,150 9,339 http://www.kenkozaidan.or.jp

一般財団法人京都工場保健会　神戸健診クリニック　　 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通2丁目8-14 0120-292-430 7,700 12,078 http://www.kobekenshin.jp/

ＫＫＣウエルネス神戸健診クリニック 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5　明治安田生命神戸ビル12Ｆ 050-3541-2264 7,150 7,543 https://www.zai-kkc.or.jp

姫路健診クリニック 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73番地　姫路ターミナルスクエア3F 0120-012-277 7,700 12,078 https://www.himejikenshin.jp

大和郡山病院　健康管理センター 〒639-1013 奈良県大和郡山市朝日町1番62号 0743-54-6587 7,150 7,480 http://yamatokoriyama.jcho.go.jp

奈良市総合医療検査センター 〒630-8031 奈良県奈良市柏木町519番地の5 0742-33-7876 7,150 11,440

服部記念病院 〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧4244番地 0745-77-1333 10,439 38,500 http://www.hattorin.jp/

平成記念病院 〒634-0813 奈良県橿原市四条町827
0744-29-3332

(直通)
8,833 41,800 http://www.heisei-h.or.jp/

新宮市立医療センター 〒647-0072 和歌山県新宮市蜂伏18-7 0735-31-3333 実施不可 37,400 http://www.hsp.shingu.wakayama.jp/

鳥取赤十字病院 〒680-8517 鳥取県鳥取市尚徳町117番地 0857-24-8111 実施不可 14,800 http://www.tottori-med.jrc.or.jp/

公益財団法人鳥取県保健事業団 〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2丁目94-4
0857-30-4882

（予約）
8,250 8,833 http://www.hokenjigyoudan-tottori.or.jp/

米子医療生活協同組合　米子診療所 〒683-0052 鳥取県米子市博労町3-80-1 0859-34-1201 7,500 11,200 http://www.ymc-net.or.jp

米子医療生活協同組合　おおたか診療所 〒689-3514 鳥取県米子市尾高2740-1 0859-27-9190 7,500 11,200 http://www.ymc-net.or.jp

弓ヶ浜診療所 〒683-0103 鳥取県米子市富益1128 0859-25-6030 7,500 11,200 http://www.ymc-net.or.jp/

松江保健生活協同組合ふれあい診療所健診センター 〒690-0017 島根県松江市西津田7-14-21 0852-22-0843 7,700 8,800 http://www.matsue-seikyo.jp/

公益財団法人島根県環境保健公社 〒690-0012 島根県松江市古志原1-4-6 0570-085-111 実施不可 38,830 http://www.kanhokou.or.jp

出雲市立総合医療センター 〒691-0003 島根県出雲市灘分町613番地 0853-63-5111 実施不可 37,730 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1136507260132/index.html

岡山済生会予防医学健診センター 〒700-0013 岡山県岡山市北区伊福町1-17-18 086-252-2231 7,700 11,000 http://www.okayamasaiseikai.or.jp

（公財）中国労働衛生協会 鳥取検診所 〒680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東4丁目95-1 0857-31-6666 7,150 9,130 https://www.churou-wp.sub.jp

（公財）中国労働衛生協会 尾道検診所 〒722-0018 広島県尾道市平原3-1-1 0848-22-3803 7,150 9,130 https://www.churou-wp.sub.jp

（公財）中国労働衛生協会 福山本部 〒721-0942 広島県福山市引野町5-14-2 084-941-8210 7,150 9,130 https://www.churou-wp.sub.jp

（公財）中国労働衛生協会 津山検診所 〒708-0016 岡山県津山市戸島634-25 0868-28-7311 7,150 9,130 https://www.churou-wp.sub.jp

（公財）中国労働衛生協会 米子検診所 〒689-3541 鳥取県米子市二本木501-6 0859-37-1819 7,150 9,130 https://www.churou-wp.sub.jp

岡山赤十字病院 〒700-8607 岡山県岡山市北区青江2丁目1番1号 086-222-8811 9,625 40,638 https://www.okayama-med.jrc.or.jp/

倉敷中央病院付属予防医療プラザ 〒710-0056 岡山県倉敷市鶴形1丁目11番11号 086-422-6800 実施不可
胃レントゲン　41,690

カメラ　46,090
http://www.kchnet.or.jp/plaza/

総合病院水島協同病院 〒712-8567 岡山県倉敷市水島南春日町1-1
086-444-3211

（代表）
7,150 11,616 http://www.mizukyo.jp

川崎医科大学附属病院 〒701-0192 岡山県倉敷市松島577番地 086-464-1173 7,953 39,600 http://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/

みずしま検診クリニック 〒712-8066 岡山県倉敷市水島高砂町5-15 086-441-0160 8,393 10,010 http://kenshin.life/

一般財団法人倉敷成人病センター　倉敷成人病健診センター 〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町282番地 086-427-3333 7,150 9,130 https://www.fkmc.or.jp/checkup/

一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター 〒700-0913 岡山県岡山市北区大供2丁目3-1 050-3163-0002 7,150 10,230 https://www.junpukai.or.jp/center/

一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 〒712-8014 岡山県倉敷市連島中央3-1-19　淳風スクエア 086-454-8400 7,150 10,230 https://junpukai.or.jp/center-kurashiki/

医療法人　水清会　水島第一病院 〒712-8061 岡山県倉敷市神田2-3-33 086-444-5350 7,150 10,120 http://mizu-1.jp/

大ヶ池診療所 〒705-0003 岡山県備前市大内571-1 0869-64-4648 7,150 10,780 http://www.oogaike.jp

日本鋼管福山病院 〒721-0927 広島県福山市大門町津之下1844 084-945-3920 6,600 15,851 http://www.nkfh.or.jp/

三原赤十字病院 〒723-0011 広島県三原市東町2丁目7-1 0848-64-8111 実施不可 22,000 http://mihara.jrc.or.jp/

中国労災病院 〒737-0193 広島県呉市広多賀谷1-5-1 0823-72-7447 10,521 31,660 http://www.chugokuh.johas.go.jp

三原市医師会病院 〒723-0051 広島県三原市宮浦1丁目15-1 0848-67-7030 6,440 8,250 http://mihara-hiroshima-med.jp/hp/

アルパーク検診クリニック 〒733-8624 広島県広島市西区草津新町2丁目26-1アルパーク東棟 082-501-1115 実施不可 39,600 http://hkenkoukai.jp/

広島共立病院 〒731-0121 広島県広島市安佐南区中須2丁目20-20 082-879-1223 7,150 9,000 http://www.hiroshimairyo.or.jp/

呉共済病院 〒737-8505 広島県呉市西中央2丁目3-28 0823-22-2111 実施不可 43,100 http://www.kure-kyosai.jp/

メディックス広島健診センター（広島県集団検診協会） 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1丁目5番17号 0570-023-109 7,000 9,295 http://www.mdx-h.or.jp

医療法人社団仁恵会福山検診所 〒720-0077 広島県福山市南本庄五丁目11番1号 084-926-2580 6,600 8,800 http://www.fukuyama-kenshin.jp/

公立みつぎ総合病院 〒722-0393 広島県尾道市御調町市124番地 0848-76-1111 7,150 9,548 http://www.mitsugibyouin.com

市立三次中央病院 〒728-8502 広島県三次市東酒屋町10531番地 0824-65-0620 実施不可 38,830 http://www.miyoshi-central-hospital.jp/

一般社団法人　福山市医師会　健診センター 〒720-0032   広島県福山市三吉町南2-12-25 084-921-0035 8,100 8,965 http://www.fmed.jp

ＪＡ広島総合病院 〒738-8503 広島県廿日市市地御前１－３－３
0829-36-3111

(代表)
実施不可 25,850 http://www.hirobyo.jp/

メディックス広島エキキタ健診センター 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-5-7　グラノード広島　2階 0570-023-109 7,000 9,295 http://www.mdx-h.or.jp

山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 〒742-0032 山口県柳井市古開作1000番地1 0820-22-3456 7,040 14,575 http://www.hsp-shuto.jp/

徳山医師会病院検査センター 〒745-8510 山口県周南市東山町6番28号 0834-32-5244 8,800 10,331 http://www.tokuyamaishikai.com/

一般社団法人山口総合健診センター 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷1773-1 083-972-4325 7,150 9,900 https://www.y-kenshin.or.jp

宇部興産中央病院健診センター 〒755-0151 山口県宇部市大字西岐波750 0836-51-9222 7,150 12,100 http://www.ube-hp.or.jp/index.htm

光市立大和総合病院 〒743-0192 山口県光市大字岩田974番地 0820-48-2111 8,597 23,100 https://h-yamato-hosp.jp

徳島県鳴門病院 〒772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 088-683-0123 7,150 11,980 http://naruto-hsp.jp/

公益財団法人とくしま未来健康づくり機構　徳島県総合健診ｾﾝﾀｰ 〒770-0042 徳島県徳島市蔵本町1丁目10番地3 088-633-2266 7,370 11,110 http://www.toku-souken.ne.jp/

高松市立みんなの病院 〒761-8538 香川県高松市仏生山町甲847番地1 087-813-7171 実施不可 44,000 http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp/

香川県立中央病院 〒760-0065 香川県高松市朝日町一丁目２番１号 087-802-1170 実施不可 12,650 http://www.chp-kagawa.jp

セントラルパーククリニック 〒760-0017 香川県高松市番町1丁目10番16号 087-863-4560 7,150 9,427 https://www.miyake.or.jp
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

公益財団法人　香川成人医学研究所ウェルチェックセンター 〒762-0005 香川県坂出市横津町3-2-31 0120-50-2311 7,150 7,645 https://www.kagawa-seijin.or.jp

香川井下病院 〒769-1613 香川県観音寺市大野原町花稲818番地1 0875-52-2215 8,680 12,290 http://www.kagawa-inoshita-hospital.or.jp/index.html

まるがめ医療センター 〒763-8507 香川県丸亀市津森町219番地 0877-24-8300 7,150 12,738 http://www.jyujin-mmc.jp

三豊総合病院企業団　健康管理センター 〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 0875-52-2726 実施不可 44,700 http://mitoyo-hosp.jp/

松山市医師会健診センター 〒790-8601 愛媛県松山市藤原２丁目４－７０　 089-915-7701 8,800 11,000 http://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/center/

瀬戸内海病院 〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町2丁目4番地9 0898-23-0655 8,540 9,130 http://www.ikirukai.or.jp

松山城東病院 〒790-0915 愛媛県松山市松末2丁目19-36 089-934-2502 7,150 9,240 http://m-joto-hsp.com

済生会今治病院 〒799-1592 愛媛県今治市喜田村7丁目1番6号
0898-47-6034

（直通）
7,150 9,240 http://www.imabari.saiseikai.or.jp

高知県総合保健協会 〒781-9513 高知県高知市桟橋通6-7-43 088-832-9691 5,170 9,240 http://www.hokyo.or.jp

高知検診クリニック 〒781-0806 高知県高知市知寄町2-4-36 088-883-9711 6,386 10,133 https://kenshin.or.jp/

一般財団法人　西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所 〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田1丁目4-8 093-671-8100 7,150 9,130 http://www.nishieikai.or.jp

社会医療法人財団 池友会福岡新水巻病院 〒807-0051 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1 093-203-2252 7,150 8,800 http://www.f-shinmizumaki.jp/

福岡ゆたか中央病院　健康管理センター 〒822-0001 福岡県直方市大字感田523-5 0949-26-2327 7,150 11,200 https://fukuoka.jcho.go.jp/

飯塚病院　予防医学センター 〒820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83 0948-29-8009 7,150 37,400 http://aih-net.com

医療法人やまだ消化器科内科クリニック 〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東4丁目3番1号 092-941-2225 8,046 11,546 http://www.yamadacl.com

福岡和白総合健診クリニック 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘2丁目11-17 092-608-0138 7,150 31,350 https://www.fw-kenshin.net

（公財）労衛研　労衛研健診センター 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1丁目11番27号 092-526-1087 7,000 7,700 http://www.rek.or.jp

（公財）労衛研　天神健診センター 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番36号　天神NKビル2階 092-526-1087 7,000 7,700 http://www.rek.or.jp

（公財）労衛研　延岡健診センター 〒882-0872 宮崎県延岡市愛宕町2丁目１番5号センコービル5階 0982-29-4300 7,000 8,800 http://www.rek.or.jp

医療法人社団　高邦会　高木病院　予防医学センター 〒831-0016 福岡県大川市酒見141番地11 0944-87-9490 7,150 8,800 http://takagi.kouhoukai.or.jp/

医療法人 相生会 宮田病院 〒823-0003 福岡県宮若市本城1636番地 0949-32-3006 7,150 7,850 http://www.miyata-hospital.com/

社会医療法人財団池友会　新行橋病院 〒824-0026 福岡県行橋市道場寺1411番地 0930-58-4321 7,150 8,800 http://www.shinyukuhashihospital.or.jp

医療法人 白壽会 安本病院 〒830-0112 福岡県久留米市三潴町玉満2371番地 0942-64-2032 8,250 11,200 http://www.yasumoto.or.jp

宗像医師会病院　健診センター 〒811-3431 福岡県宗像市田熊5丁目5番3号 0940-37-0007 7,150 8,800 http://www.mmah.jp/

福岡山王病院 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6番45号
092-832-1159

　（9:00～15:00）
7,150 24,200 http://f-sanno.kouhoukai.or.jp/

貝塚病院 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎7-7-27 092-632-3333 7,150 7,700 http://www.kaizuka-hosp.or.jp/

一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州健診診療所 〒803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町3-1-2 093-561-0030 7,150 9,130 http://www.nishieikai.or.jp

福岡県済生会福岡総合病院 健診センター 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目3番46号 092-791-8192 実施不可 24,330 http://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp

原三信病院　健康管理センター 〒812-0033 福岡県福岡市博多区大博町1番8号 092-291-3132 7,150 11,000 http://www.harasanshin.or.jp

一般財団法人 西日本産業衛生会　福岡健診診療所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20番1号　大博多ビル6F 092-471-1165 7,150 9,130 https://www.nishieikai.or.jp/fukuoka-kenshin/

聖マリアヘルスケアセンター 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町４４８番５ 0942-36-0722 7,150 12,804 http://www.st-mary-med.or.jp

福岡みらい病院 〒813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目5番1号 092-662-3535 7,150 7,700 http://www.fukuoka-mirai.jp/

一般財団法人 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング博多 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番5号 092-472-0222 7,150 8,800 https://www.jpm1960.org

一般財団法人　九州健康総合センター 〒805-0062 福岡県北九州市八幡東区平野一丁目11番1号 093-672-6210 7,150 13,422 http://www.kyuken.or.jp

桜十字福岡病院 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目5-11 092-791-1120 7,000 11,000 https://sj-fukuoka.or.jp/medicalcheckup/

桜十字博多駅健診クリニック 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号　JRJP博多ビル8F 092-791-1120 7,000 8,250 https://www.hakata-clinic.jp

佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター 〒840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江1丁目12番10号 0952-37-3313 7,150 12,210 http://www.saga-kenkou.or.jp

唐津東松浦医師会医療センター 〒847-0041 佐賀県唐津市千代田町2566-11 0955-75-5171 7,150 7,370 http://www.karatsu.saga.med.or.jp/

長崎北徳洲会病院 〒851-2131 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1丁目5番1号 095-813-5800 7,150 8,250 http://www.nk-toku.jp

佐世保中央病院健康増進センター 〒857-1195 長崎県佐世保市大和町15番地 0956-33-5335 実施不可 14,300 http://www.hakujyujikai.or.jp/chuo/

諫早総合病院 健康管理センター 〒854-8501 長崎県諌早市永昌東町24-1 0957-22-6717 実施不可 23,980

神田クリニック 〒856-0046 長崎県大村市木場1丁目947-3 0957-48-5648 7,550 11,200 http://kandaclinic.jp/

長崎百合野病院健診センター 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷38-2　時津中央クリニック２階 095-882-2550 5,500
12,935

（胃ｶﾒﾗ：23,020・胃ﾊﾞﾘｳﾑ：18,640）

社会医療法人　潤心会　熊本セントラル病院 健診センター 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2921番地 096-285-5650 7,150 11,200 http://www.kchosp.or.jp

済生会熊本病院予防医療センター 〒861-4193 熊本県熊本市南区近見5-3-1 096-351-8155 実施不可 51,700 https://sk-kenshin.jp

ＪＣＨＯ　熊本総合病院　健康管理センター 〒866-8660 熊本県八代市通町１０番１０号 0965-35-9196 実施不可 38,900 http://www.kumamoto-gh.jp/

天草地域健診センター 〒863-0046 熊本県天草市亀場町食場1181-1 0969-24-4166 8,041 10,000 http://www.amed.jp/health/

地方独立行政法人　くまもと県北病院 健康管理センター 〒865-0005 熊本県玉名市玉名550 0968-73-6135 実施不可 42,370 https://kumakenhoku.hp.jp

公益財団法人　熊本県総合保健センター 〒862-0901 熊本県熊本市東区東町4丁目11番1号 096-365-2323 7,574 8,580 http://www.souho.or.jp/

医療法人金澤会青磁野リハビリテーション病院 〒860-8515 熊本県熊本市西区島崎2丁目22-15
096-312-1332

（直通）
7,150 8,056 http://seijino.or.jp

日本赤十字社熊本健康管理センター 〒861-8528 熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1

096-387-6651
（ドック予約）

096-387-6710
（健診予約）

実施不可 9,735 https://www.kenkan.gr.jp

ＪＣＨＯ（ジェイコー）人吉医療センター　予防医療センター 〒868-8555 熊本県人吉市老神町35 0966-22-7070 7,150 12,991 http://hitoyoshi.jcho.go.jp/kenkan/

医療法人相生会　にしくまもと病院　健診センター 〒861-4157 熊本県熊本市南区富合町古閑1012 096-357-0435 7,000 8,250 http://www.nishikuma.com

中津市医師会総合健診センター 〒871-0162 大分県中津市大字永添2110-8 0979-23-6540 8,072 11,110 https://nakatsu-mec.jp/

一般財団法人西日本産業衛生会　大分労働衛生管理センター 〒870-0155 大分県大分市高城南町11番7号 097-552-7788 7,150 8,690 http://www.nishieikai.or.jp

医療法人　畏敬会　府内健診センター 〒870-0021 大分県大分市府内町1丁目3番23号 097-513-5339 7,150 7,590 http://www.inobe.or.jp/funai/

おおいた健診センター 〒870-1133 大分県大分市大字宮崎1415番地 097-569-2211 7,370 8,800 http://www.oita-h-cuc.jp/

大分県厚生連健康管理センター 〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333 0977-23-7112 7,150 9,020 http://www.ok-kenkou.com

日田市医師会立　日田検診センター 〒877-1232 大分県日田市清水町803-1 0973-22-3600 7,150 7,700

古賀駅前クリニック　健診センター 〒880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通2-7-14 0985-22-2112 7,150 34,650 http://www.koga-ekimae.com/center/

宮崎善仁会病院　総合健診センター 〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口950-1 0985-64-8088 7,150 10,450 http://www.m-zenjin.or.jp

医療法人伸和会　延岡共立病院 〒882-0037 宮崎県延岡市山月町5-5679-1 0982-33-1360 7,060 11,590 http://www.nobeoka-kyoritu.or.jp

藤元総合病院付属　予防医療プラザ 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町17街区1号 0986-22-7017 7,150 10,912 http://www.fujimoto.com/

社会医療法人博愛会さがらパース通りクリニック人間ドックウェルライフ 〒892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26番13号

099-239-5366
（代表）

　099-224-1816
（予約専用）

7,150 32,700 http://www.sagara.or.jp/

社会医療法人青雲会　青雲会病院 〒899-5431 鹿児島県姶良市西餅田3011番地
0995-66-3650

（直通）
7,150 12,100 http://www.seiunkaibyouin.jp/

公益財団法人鹿児島県民総合保健センター 〒890-8511 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目1番7号 099-220-2622 7,150 10,525 https://www.kpchc.or.jp

医療法人徳洲会鹿児島徳洲会病院 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄５丁目10-51
099-814-7236

（直通）
7,150 9,000 http://www.kagotoku.jp/
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・2023年4月現在の健診費用一覧となります。健診費用は、随時変更される可能性がありますので、必ず予約時に各健診機関（病院）にご確認ください。

・下記コースは補助対象となる健診コースの一例です。その他の健診コース（人間ドック等）については、各健診機関（病院）にお問合せください。

ホームページ
名　称 所在地 ＴＥＬ

健診コースと費用の一例　　（消費税込み　円）

①特定健診
（被扶養配偶者のみ選択可）

②特定健診と定期健診を含む健診
で最も低価格の健診

（被保険者・被扶養配偶者
いずれも選択可）

奄美医療生活協同組合　奄美中央病院 〒894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町16-5 0997-52-6565 7,150 9,500

北部地区医師会病院　健康管理センター 〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1712-3 0980-52-0777 7,150 8,360 http://hokubuishikai.com

一般社団法人　中部地区医師会検診センター 〒904-0113 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-584 098-936-8290 8,470 9,900 http://www.chubu-ishikai.or.jp/kensin_center/

一般社団法人　那覇市医師会生活習慣病検診センター 〒900-0034 沖縄県那覇市東町26-1
098-860-3017

（予約）
7,150 9,900 http://www.nma-kensin.jp

小禄病院 〒901-0152 沖縄県那覇市小禄547番地の1
098-857-8713

（直通）
7,250 9,600 http://www.rokujukai.or.jp

一般財団法人　琉球生命済生会　琉生病院 〒902-0066 沖縄県那覇市字大道56番地 098-885-5131 5,500 7,700 https://www/ryusei.or.jp

とよみ生協病院 〒901-0293 沖縄県豊見城市字真玉橋593-1番地
098-850-9003

(直通）
7,150 9,900 http://www.toyomiseikyou.okinawa/

かりゆし病院 〒907-0024 沖縄県石垣市新川2124

0980-83-5600
（代表）

 0980-84-3111
（直通）

7,150 10,663 http://www.kariyushi-hp.com/

医療法人徳洲会　中部徳洲会健康管理センター 〒901-2393 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地 098-932-7555 8,250 11,000 http://www.cyutoku.or.jp/

医療法人徳洲会　宮古島徳洲会病院 〒906-0014 沖縄県宮古島市平良字松原552-1

0980-73-1100
（代表）

　0980-72-0002
（直通）

7,150 8,750

社会医療法人友愛会　豊見城中央病院附属健康管理センター 〒901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎3番49 098-852-2000 実施不可 35,530 https://mcc.yuuai.or.jp/

医療法人徳洲会　新都心クリニック 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-2-1 098-860-0386 8,250 11,000

一般財団法人沖縄県健康づくり財団 〒901-1192 沖縄県島尻郡南風原町字宮平212 098-889-6792 7,150 9,350 http://www.ganjuu.or.jp

医療法人和の会 与那原中央病院　健康管理室 〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2905番地 098-945-8108 7,150 9,350 http://www.ycb.or.jp/

メディカルプラザ大道中央 〒902-0066 沖縄県那覇市字大道123番地 098-886-5678 7,150 10,650 www.youshinkai.jp
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