
№ 住   所 T E L 土曜 日曜 祝日
女性
限定

備　考

1
公益財団法人
神奈川県予防医学協会

横浜市中区日本大通58 045-641-8502 △   土曜実施日：11/11

2
公益財団法人神奈川県結核予防会
かながわクリニック

横浜市中区元浜町4-32
県民共済馬車道ビル

045-201-8521 △ ●
 ・土曜：不定期で実施
 ・女性限定日
 　不定期で月１回実施

3
横浜市立みなと赤十字病院
健診センター

横浜市中区新山下3-12-1 045-628-6385

4 医療法人健生会 朝倉病院 横浜市港南区下永谷5-81-12 045-824-0202 ○

5
医療法人城見会
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2-2-1
ランドマークタワー7Ｆ

045-222-5588 ○ ○

6
医療法人社団相和会
みなとみらいメディカルスクエア

横浜市西区みなとみらい3-6-3
ＭＭパークビル2Ｆ

045-228-2000 ○ ○

7
一般財団法人神奈川県警友会
けいゆう病院健診センター

横浜市西区みなとみらい3-7-3 045-221-8291 △   土曜：第２、第４実施

8
一般財団法人船員保険会
横浜リーフみなとみらい健診クリニック

横浜市西区みなとみらい4-6-5
リーフみなとみらい11Ｆ

045-651-1572 △   土曜：第１、第３実施

9
医療法人社団善仁会
総合健診センターヘルチェック
横浜西口センター

横浜市西区北幸1-11-15
横浜ＳＴビル3Ｆ

10
医療法人社団善仁会
総合健診センターヘルチェック
レディース横浜

横浜市西区北幸1-4-1
横浜天理ビル23Ｆ

●

11
医療法人社団善仁会
総合健診センターヘルチェック
横濱ゲートタワー

横浜市西区高島1-2-5
横濱ゲートタワー4F

12
医療法人社団善仁会
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

横浜市西区高島2-7-1
ファーストプレイス横浜6Ｆ

13 横浜東口クリニック
横浜市西区高島2-19-12
スカイビル17Ｆ

045-453-3366 ○

 土曜実施日
   6/3,17、7/8,22、8/5,19、
    9/2,16,30、10/14,21、
  11/18,25、12/2,16、1/6,13,20、
    2/3,17、3/2,16,23

14
医療法人財団コンフォート
コンフォート横浜健診センター

横浜市西区平沼2-8-25 045-313-8080 ○ △  日曜：不定期で月に１～２回

15
医療法人横浜平成会
平成横浜病院総合健診センター

横浜市戸塚区戸塚町550 045-860-1888

16
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立メディカルサテライト
健診センター

横浜市戸塚区戸塚町3970-5 045-869-4601 ○ △

 日曜実施日
    6/18、7/2、8/6、9/3、
  10/15,29、11/19、12/3、
   1/14、2/18、3/24

17
医療法人横浜博萌会
西横浜国際総合病院健康管理センター

横浜市戸塚区汲沢町56 045-861-8430 ○

18 京浜健診クリニック 横浜市金沢区柳町3-9 045-782-3222 ○

19
社会福祉法人恩賜財団
済生会 若草病院

横浜市金沢区平潟町12-1 045-781-8811

20 医療法人さくら会 金沢さくら医院
横浜市金沢区谷津町35
ＶＩＣＳビル3Ｆ・4Ｆ

045-786-0915 ○ ●
 ・土曜午前中のみ実施
 ・女性限定日：水曜午後

0570-012-489
（予約専用ダイヤル）

○ ○

令和５年度   医師国民健康保険組合

健康診断・人間ドック契約健診機関一覧表

 　　下記医療機関で人間ドックを受診された際、受診者に代わり、受診医療機関が当組合に補助（４万円）の請求をいたします。

     　（ 窓口でお支払いされた、補助額を越えたオプション検査や高額な人間ドック料金等につきましては、自己負担 となります。）

 　　※ ご予約の際に、必ず医師国保組合の組合員であることをお伝えください。

医 療 機 関 名
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https://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp/
https://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp/
https://www.kanagawa-ata.or.jp/clinic/dock/
https://www.kanagawa-ata.or.jp/clinic/dock/
https://www.yokohama.jrc.or.jp/dock/
https://www.yokohama.jrc.or.jp/dock/
http://www.asakura-hospital.com/
https://www.ams-dock.jp/landmark/
https://www.ams-dock.jp/landmark/
https://www.sowa.or.jp/mm/
https://www.sowa.or.jp/mm/
https://www.keiyu-hospital.com/guidance/dock/
https://www.keiyu-hospital.com/guidance/dock/
https://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/
https://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/
https://www.health-check.jp/facility/yokohama_west.html
https://www.health-check.jp/facility/yokohama_west.html
https://www.health-check.jp/facility/yokohama_west.html
https://www.health-check.jp/facility/ladies_yokohama.html
https://www.health-check.jp/facility/ladies_yokohama.html
https://www.health-check.jp/facility/ladies_yokohama.html
https://www.health-check.jp/yokohama/
https://www.health-check.jp/yokohama/
https://www.health-check.jp/yokohama/
https://www.health-check.jp/facility/first_place.html
https://www.health-check.jp/facility/first_place.html
https://www.health-check.jp/facility/first_place.html
https://yokohama-east-clinic.jp/
https://www.comfort.or.jp/
https://www.comfort.or.jp/
https://yokohamahp.jp/healthcheck
https://yokohamahp.jp/healthcheck
https://medical-satellite.com/
https://medical-satellite.com/
https://medical-satellite.com/
https://www.nishiyokohama.or.jp/department/health/
https://www.nishiyokohama.or.jp/department/health/
https://keihin-kc.jp/
http://www.wakakusa.saiseikai.or.jp/human-dog/
http://www.wakakusa.saiseikai.or.jp/human-dog/
https://kanazawa-kenshin.com/
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医 療 機 関 名

21
一般財団法人
神奈川県労働衛生福祉協会診療所

横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9 045-333-8711 △  土曜：不定期で月に１～２回

22 横浜保土ヶ谷中央病院 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 045-331-1251 △
 土曜実施日
 　 ８月～２月：第３実施
　　  　　  １月：第１実施

23
医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院
総合健診センター

横浜市旭区川島町1764

24
医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院付属
予防医療クリニック

横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1
ココロットつるがみね5Ｆ

25
医療法人社団恵生会
上白根病院けんしんセンター

横浜市旭区上白根2-65-1 045-951-3348 △   土曜:月２回不定期で実施

26
医療法人社団相和会
横浜総合健診センター

横浜市神奈川区金港町3-1
コンカード横浜20Ｆ

045-461-1230 ○

27
医療法人社団善仁会
総合健診センターヘルチェック
横浜東口センター

横浜市神奈川区金港町6-20
善仁会金港町ビル2Ｆ

0570-12-489
（予約専用ダイヤル）

○ ○

28
医療法人社団新東京石心会
さいわい鶴見病院

横浜市鶴見区豊岡町21-1 045-571-6791 △   土曜：第１、第３、第４実施

29 医療法人五星会 菊名記念病院 横浜市港北区菊名4-4-27 045-402-7111 △   土曜：不定期で実施

30
社会医療法人社団三思会
新横浜メディカルサテライト健診センター

横浜市港北区新横浜2-5-11 045-471-3855 ○

31
医療法人健水会
総合健診クリニックＭＥＤＯＣ

横浜市港北区日吉2-9-3 045-565-0751 ○

32
長津田厚生総合病院
健診センター

横浜市緑区長津田4-23-1 045-981-1205 ○ △   日曜：不定期で実施

33
医療法人社団三喜会
横浜新緑総合病院

横浜市緑区十日市場町1726-7 045-984-2400 ○

34 横浜栄共済病院健康医学センター 横浜市栄区桂町132 045-891-2171

35 昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 045-949-7165 △   土曜：第２実施

36
医療法人社団緑成会
横浜総合病院附属
あざみ野健診クリニック

横浜市青葉区あざみ野2-2-9
あざみ野第3ビル4Ｆ

045-522-6300 △
  不定期で休診になる場合
　があるので、直接お問い
　合わせください

045-370-5270
0120-489-119

（予約専用ダイヤル）
○
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http://www.rfk.or.jp/
http://www.rfk.or.jp/
https://hodogaya.jcho.go.jp/kenkan/
https://kenshin.junseikai.net/
https://kenshin.junseikai.net/
https://www.kenshin-clinic.or.jp/index.html
https://www.kenshin-clinic.or.jp/index.html
http://www.med-keiseikai.or.jp/kami/center/
http://www.med-keiseikai.or.jp/kami/center/
https://www.sowa.or.jp/yokohama/
https://www.sowa.or.jp/yokohama/
https://www.health-check.jp/facility/yokohama_east.html
https://www.health-check.jp/facility/yokohama_east.html
https://www.health-check.jp/facility/yokohama_east.html
https://tsurumihp.jp/checkup/checkup.php
https://tsurumihp.jp/checkup/checkup.php
https://kmh.or.jp/dock/
https://syms.tomei.or.jp/
https://syms.tomei.or.jp/
http://www.kensuikai-medoc.jp/index.html
http://www.kensuikai-medoc.jp/index.html
https://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/health-center/
https://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/health-center/
http://www.shinmidori.com/check/
http://www.shinmidori.com/check/
https://www.yokohamasakae.jp/treat/hmcenter.html
http://www10.showa-u.ac.jp/~hokubu/dock/index.html
http://azamino-clinic.com/
http://azamino-clinic.com/
http://azamino-clinic.com/

