
子宮がん 乳がん

勤医協札幌病院 札幌市白石区菊水4条1丁目9-22 011-820-1254 10,000
札幌フジクリニック 札幌市中央区北4条西5-1　 011-261-6845 19,000
宮城県予防医学協会 仙台市青葉区上杉1-6-6 0570-010-955 16,800
川久保病院 さいたま市浦和区東高砂町29-18 048-883-2253 17,350
ちば県民保健予防財団総合健診センター 千葉市美浜区新港32番地14 043-242-6131 16,250
鎌ケ谷総合病院健康管理センター 鎌ヶ谷市初富929-6 047-498-8125 22,300 マンモのみ

城見会アムス丸の内パレスビルクリニック 東京都千代田区丸の内1-1-1 03-3211-1171 20,100 ●

友好会秋葉原メディカルクリニック 東京都千代田区外神田1-16-9 03-3280-5877 15,700 ●

友好会秋葉原メディカルクリニックアネックス 東京都千代田区神田練塀町68 03-3280-5877 15,700 実施なし 実施なし

結核予防会総合健診推進センター 東京都千代田区神田三崎町1-3--12 03-3292-9244 16,800
三井記念病院総合健診センター 東京都千代田区神田和泉町1 0120-331-210 35,500 マンモのみ

せいおう会鶯谷健診センター 東京都台東区根岸2-19-19 03-3873-9161 22,300 ● ●

同友会春日クリニック 東京都文京区小石川1-12-16 03-3816-5840 19,000
東京品川病院総合健診センター 東京都品川区東大井6-3-22 03-3761-4260 23,400 ●

友好会目黒メディカルクリニック 東京都品川区東五反田5-22-33 03-3280-5877 15,700 ●

明治安田健康開発財団新宿健診センター 東京都渋谷区代々木3-22-7-12階 0570-03-5489 15,700 ●

山王メディカルセンター 東京都港区赤坂8-5-35 03-5114-6611 22,300
久我山病院 東京都世田谷区北烏山2-14-20 03-3309-8131 17,900
城見会アムスランドマーククリニック 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号-1 045-222-5588 20,100 ●

同愛会小澤病院 小田原市本町1-1-17 0465-23-7830 19,000
公立松任石川中央病院 白山市倉光3-8 076-274-5782 14,600
金沢メディカルステーションヴィーク 金沢市金沢区木ノ新保町1-1　 076-235-4114 14,600
石川県予防医学協会 金沢市神野町東115 076-249-7222 10,000
福井県予防医学協会 福井市和田2-1006 0776-23-2777 22,300
ぎふ綜合健診センター 岐阜市日置江4丁目47 058-279-3373 10,000
エルズメディケア名古屋（女性専用） 名古屋市中区栄2-1-1 052-737-6500 10,200
名古屋東栄クリニック 名古屋市中区栄2丁目11番25号 052-201-1111 15,700
オリエンタルクリニック 名古屋市千種区今池1-8-5 052-741-5181 16,800
中京サテライトクリニック 豊明市沓掛町石畑180-1 0562-93-8222 10,000
山内ホスピタル 岐阜市市橋3丁目7-22 058-276-2135 10,000
四条烏丸クリニック 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町652 0120-012-770 16,800
京都四条診療所健康管理センター 京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町414 075-361-3400 13,500

1～5月

6～12月

城見会アムスニューオータニクリニック 大阪市中央区城見1-4-1　 06-6949-0305 20,100 ●

(男性) 19,000
(女性) 21,200 ● ●

大野クリニック 大阪市中央区難波2-2-3 06-6213-7230 19,000
飯島クリニック 大阪市中央区南船場3-5-11　 06-6243-5401 16,800
オリエンタル労働衛生協会大阪支部（男性） 大阪市中央区久太郎町1-9-26 06-6266-6440 14,600
多根クリニック 大阪市港区弁天町1丁目2番2-600号 06-6577-1881 15,700
大阪中央病院健康管理センター 大阪市北区梅田3丁目3-30 06-4795-5500 15,352 ●

聖授会フェスティバルタワー健診センター 大阪市北区中之島2丁目3番18号 0120-845-489 15,700
帝国ホテルクリニック 大阪市北区天満橋1丁目8-50　 06-6881-4000 20,100
関西労働保健協会アクティ健診センター 大阪市北区梅田3-1-1 06-6345-2210 26,700
淀川キリスト教病院健康管理増進センター 大阪市東淀川区柴島1丁目7-50 06-6324-6530 20,100 ●

医誠会病院人間ドックSOPHIA（胃カメラ） 大阪市東淀川区菅原6丁目2-25 06-6379-6701 14,600
那須クリニック 関西検診協会 大阪市淀川区西中島4丁目4-21 06-6308-3909 17,900
住友生命総合健診システム 大阪市淀川区西中島5-5-15 06-6379-3334 19,000
聖授会ＯＣＡＴ予防医療センター 大阪市浪速区湊町1-4-1 0120-728-797 15,700
聖授会総合健診センター 大阪市天王寺区東高津町7-11 06-6761-2200 15,700

　　　　　令和５年度　人間ドック委託健診機関別料金表　（４月～３月） 2023年3月1日現在

健診機関名称 所在地
健診予約
電話番号

自己
負担額

オプション検査 特定保健
指導

当日実施

●印・・基本コースに含む

健昌会近畿健診センター 大阪市北区西天満5-9-3 06-6365-1655
10,000

健昌会福島健康管理センター

健昌会淀川健康管理センター 大阪市淀川区十三本町1-1-9 06-6303-7281 13,500

大阪市福島区玉川2-12-16 06-6441-6848

大阪府結核予防会大阪総合健診センター 大阪市中央区道修町4丁目6-5 06-6202-6667

大阪装粧健康保険組合



子宮がん 乳がん

　　　　　令和５年度　人間ドック委託健診機関別料金表　（４月～３月） 2023年3月1日現在

健診機関名称 所在地
健診予約
電話番号

自己
負担額

オプション検査 特定保健
指導

当日実施

●印・・基本コースに含む

大阪警察病院付属人間ドッククリニック 大阪市天王寺区石ヶ辻町15-15　 06-6775-3131 19,000
大阪がん循環器病予防センター 大阪市城東区森之宮1-6-107 06-6969-6712

　（※ 子宮がん・乳がん検診は、セットでの受診となりますので、自己負担額に3,000円追加して申込をして下さい。）

育和会記念病院 大阪市生野区巽北3-20-29 06-6758-8000 19,000
医療法人知音会中之島クリニック 大阪市福島区福島2丁目1-2 0120-489-401 19,000
ＣＯＭ内科クリニック 箕面市船場東2-5-47　 072-730-5600 10,000 実施なし 実施なし

みどり健康管理センター 吹田市垂水町3-22-5 06-6385-0265 15,700 ●

大阪健康倶楽部小谷診療所 吹田市江坂町4-10-1 06-6386-1651 15,700 エコーのみ

愛仁会総合健康センター 高槻市幸町4-3 0120-109-941 17,900
第一東和会病院（男性） 高槻市宮野町2-17 072-671-1035 13,000 ●

大阪医科薬科大学健康科学クリニック 高槻市芥川町1-1-1 072-684-6277 19,000
(男性) 19,000
(女性) 21,200 ● ●

(男性) 19,000
(女性) 21,200 ● ●

ベルクリニック 堺市堺区戎島町4丁45-1 072-224-1717 20,100
りんくうタウンクリニック 泉佐野市りんくう往来北1 072-460-1100 16,800
府中クリニック 和泉市肥子町2-2-1 0725-40-2154 20,100
ホテルオークラ神戸クリニック 神戸市中央区波止場町2-1 078-335-2410 23,200
兵庫県予防医学協会 神戸市灘区岩屋北町1丁目8-1 078-855-2730 17,900
西宮市医師会診療所 西宮市染殿町8-3　 0798-26-9497 12,400 マンモのみ

明和病院 西宮市上鳴尾町4-31 0798-42-3931 17,900
西奈良中央病院 奈良市鶴舞西町1-15 0742-43-8868 16,800
服部記念病院健診センター 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244 0745-77-1333 13,500 マンモのみ

岡山済生会予防医学健診センター 岡山市伊福町1-17-18 086-252-2231 10,750
アルパーク検診クリニック 広島市西区草津新町2-26-1 082-501-1115 14,600
日本予防医学協会附属診療所ウェルビーイング博多 福岡市博多区博多駅前3-19-5 092-472-0222 16,250 ●

さく病院健診センター 福岡市博多区竹下4-6-25 092-471-6265 16,910 実施なし

福岡労働衛生研究所（天神含む） 福岡市南区那の川1-11-27 092-526-1087 15,700

※対象者は４０歳以上の「被保険者」及び「被扶養配偶者」です。（年齢の算出は、年度末です。令和5年度中に４０歳となる方は受けられます）

※自己負担額は、各健診機関の契約料金から組合補助額２５，０００円を控除した額です。（自己負担額の下限は１０，０００円です）

　　・自己負担額は利用申込書とあわせて健診日の2週間前までに当健保組合へお支払ください。

　　・当健保組合宛に「利用申込」「自己負担額のお支払い」がない場合には、補助できませんのでご注意ください。

※子宮頸がん検診・乳がん検診は、オプション検査として同時に受けることができます。ご希望の方は、事前に予約をしてください。

　　・自己負担額はそれぞれ１，５００円が必要となりますので、申込書提出時に人間ドック自己負担額とあわせて健保組合へお支払いください。

　　・●印のある健診機関はドック基本コースに含まれていますので、別途自己負担額は必要ありません。

※特定保健指導当日実施の欄に●印のある健診機関では、人間ドック受診当日に特定保健指導を実施します。

子宮がん 乳がん

第一東和会病院 高槻市宮野町2-17 072-671-1035 8,000 ● ● ●

オリエンタル労働衛生協会大阪支部 大阪市中央区久太郎町1-9-26 06-6266-6440 8,000 ● ●

※対象者は４０歳以上の「被保険者」及び「被扶養者」です。（年齢の算出は、年度末です。令和5年度中に４０歳となる方は受けられます）

※レディース人間ドックを受診できる健診機関は、上記２ヶ所のみです。自己負担額は、８，０００円です。

　　・自己負担額は利用申込書とあわせて健診日の2週間前までに当健保組合へお支払ください。

　　・当健保組合宛に「利用申込」「自己負担額のお支払い」がない場合には、補助できませんのでご注意ください。

※特定保健指導当日実施の欄に●印のある健診機関では、人間ドック受診当日に特定保健指導を実施します。

14,600 申込は子宮がんと乳がんの
セット受診のみ

大阪府結核予防会大阪複十字病院 大阪府寝屋川市打上高塚町3-10 072-821-3888

大阪府結核予防会堺複十字診療所 堺市堺区三国ケ丘御幸通59 072-221-5515

　　　　　令和５年度　レディース人間ドック委託健診機関別料金表　（４月～３月） 2023年3月1日現在

健診機関名称 所在地
健診予約
電話番号

自己
負担額

●印・・基本コースに含む 特定保健
指導

当日実施

◎健診機関への予約完了後、当健保組合への人間ドック利用申込は、健診受診日の２週間前までにしてください。

大阪装粧健康保険組合


