
★下記の健診機関で予約を取って受診する場合 受診者自己負担額　【基本的な健診 0円】【詳細な健診 0円】

番号 健診機関名 所在地 電話番号

★1 いわき健康管理センター いわき市中央台飯野4-9-2 0246-28-9388

★2
福島県労働保健センター　附属好間診療所
（いわき健診プラザ）

いわき市好間工業団地27-7 0246-84-6602

☆下記の健診機関で予約を取って受診する場合

番号 健診機関名 所在地 電話番号

☆1 磐城中央クリニック いわき市小名浜南富岡字富士前50 0246-54-2611

☆2 いわき湯本病院 いわき市常磐湯本町台山6 0246-42-3188

☆3 小名浜生協病院 いわき市小名浜岡小名字山の神32 0246-53-4374

☆4 かしま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 0246-76-0319

☆5 呉羽総合病院 いわき市錦町落合1-1 0246-63-2181

☆6 常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５７ 0246-43-7309

☆7 独立行政法人国立病院機構いわき病院 いわき市小名浜野口字八合88-1 0246-88-7101

☆8 松村総合病院 いわき市平字小太郎町1-1 0246-22-9915

下記の健診機関で予約を取って受診する場合

地名
（あいうえお順）

健診機関名 所在地 電話番号

東田町 矢野内科胃腸科 いわき市東田町2丁目2-17 0246-62-3262

かしむら婦人科クリニック いわき市泉玉露3丁目1-5 0246-56-2289

くさのクリニック いわき市泉玉露5丁目17-6 0246-56-1060

泉町 すみたか内科クリニック いわき市泉町滝尻字定ﾉ田222 0246-75-1560

すけがわ内科クリニック いわき市植田町根小屋309-3 0246-77-0710

ゆうクリニック いわき市植田町本町2丁目5-7 0246-63-1611

高坂クリニック いわき市内郷宮町金坂172-21 0246-27-8111

大河内記念病院 いわき市内郷御厩町3丁目96 0246-26-2588

くにい内科クリニック いわき市内郷高坂町大町26-8 0246-27-9211

小池整形・外科内科胃腸科 いわき市内郷綴町金谷9-1 0246-26-3388

福島労災病院 いわき市内郷綴町沼尻3 0246-26-1111

下遠野内科胃腸科クリニック いわき市内郷内町立町70-2 0246-27-1111

小島町 須田医院 いわき市小島町１丁目5-2 0246-27-6060

おちあい内科・消化器科クリニック いわき市小名浜岡小名1-2-3 0246-73-1171

門屋整形・内科 いわき市小名浜字鳥居北55-2 0246-54-4047

高木内科医院 いわき市小名浜寺廻町14-20 0246-92-3435

みちや内科胃腸科 いわき市小名浜住吉道下33 0246-58-4180

中山クリニック いわき市小名浜西町1-3 0246-73-1112

中村病院 いわき市小名浜大原字下小滝146-2 0246-53-3141

なおハートクリニック いわき市小名浜定西77-1 0246-54-1262

石井医院 いわき市小名浜本町60 0246-54-5330

石井脳神経外科・眼科病院 いわき市小名浜林城字塚前3-1 0246-58-3121

受診者自己負担額　【基本的な健診 370円】【詳細な健診 0円】
消費税率が10％になった場合は、基本的な健診が【500円】になります。

受診者自己負担額　【基本的な健診 2,780円】【詳細な健診 190円】
消費税率が10％になった場合は、基本的な健診が【2,960円】になります。

特定健診（被扶養者の健診）健診機関一覧　【いわき市】

泉玉露

植田町

内郷

小名浜
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下記の健診機関で予約を取って受診する場合

地名
（あいうえお順）

健診機関名 所在地 電話番号

草木台 いわき草木台総合クリニック いわき市草木台5-1-5 0246-28-1145

安島内科クリニック いわき市郷ｹ丘2-33-1 0246-46-1000

新妻医院 いわき市郷ｹ丘2丁目40-4 0246-28-4011

とも内科クリニック いわき市郷ケ丘4丁目18-1 0246-46-3200

常磐上湯長谷町 吉成内科 いわき市常磐上湯長谷町堀ノ内72-5 0246-42-2220

常磐関船町 織内医院 いわき市常磐関船町迎16 0246-44-1133

こやまクリニック いわき市平字愛谷町4丁目5-3 0246-35-0890

中野内科クリニック　 いわき市平鍛冶町13　国府田ビル ３Ｆ 0246-22-7200

くさのファミリー内科クリニック いわき市平上荒川字長尾41-12 0246-28-1600

なかにし内科クリニック いわき市平北白土字宮前58-1 0246-21-8181

渡辺内科・胃腸科 いわき市平字倉前113-1 0246-25-7272

佐藤クリニック いわき市平字小太郎町3の7 0246-25-2725

志賀内科クリニック いわき市平字5町目17-10 0246-24-3085

山口医院 いわき市平字作町3丁目2-9 0246-24-1811

あんざいクリニック いわき市平下荒川字大作133-5 0246-88-6305

こまつ内科 いわき市平下神谷字仲田135 0246-34-6611

横川内科医院 いわき市平下神谷字立田帯13-1 0246-34-2288

ひらくぼ内科クリニック いわき市平下平窪１丁目2-6 0246-23-7788

よしおか内科胃腸科 いわき市平下平窪山土内町7-5 0246-22-8500

清水医院 いわき市平字田町75-1 0246-25-2238

おおくぼ胃と腸・内科クリニック いわき市平童子町2-22 0246-21-0091

遠藤クリニック いわき市平字長橋町51 0246-35-3533

ネモト内科クリニック いわき市平字新田前1-16 0246-25-0663

安濃胃腸科内科医院 いわき市平字菱川町7-10 0246-23-6000

城北内科胃腸科クリニック いわき市平幕ノ内字高田18-8 0246-22-8800

南白土ごとう医院 いわき市平南白土字2丁目1-6 0246-25-0510

さいとう胃腸科外科医院 いわき市平字南町５６ 0246-22-3032

もみじ町内科胃腸科医院 いわき市平字紅葉町38-2 0246-35-1001

山内クリニック いわき市平谷川瀬字一丁目16-5 0246-25-8181

本町通りクリニック いわき市平字四町目7 0246-24-7830

たいら六町目内科 いわき市平六町目1-1 0246-24-1212

石井内科クリニック いわき市中央台鹿島3丁目35-3 0246-31-0111

中央台遠藤内科クリニック いわき市中央台高久2-22-1 0246-46-2566

遠野町 こじま内科 いわき市遠野町上遠野字太田20-3 0246-74-1500

中岡町 クリニック田畑 いわき市中岡町3丁目7-3 0246-63-1476

よこぎ内科胃腸科クリニック いわき市勿来町窪田町通4丁目8 0246-65-1111

双葉郡立勿来診療所 いわき市勿来町酒井青柳14番地1 0246-85-5861

花田内科クリニック いわき市錦町綾ノ内119 0246-62-5000

緑川内科クリニック いわき市錦町中迎1-3-4 0246-68-6415

勿来町

受診者自己負担額　【基本的な健診 2,780円】【詳細な健診 190円】
消費税率が10％になった場合は、基本的な健診が【2,960円】になります。

錦町

特定健診（被扶養者の健診）健診機関一覧　【いわき市】

郷ケ丘

平

中央台
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下記の健診機関で予約を取って受診する場合

地名
（あいうえお順）

健診機関名 所在地 電話番号

あべクリニック いわき市久之浜町久之浜字九反坪11 0246-79-0030

久之浜医院 いわき市久之浜町久之浜字中町20 0246-82-3223

洋向台 洋向台クリニック いわき市洋向台４丁目１－２ 0246-55-5150

高畑内科循環器科 いわき市好間町下好間字一町坪49-3 0246-36-1133

そうまクリニック いわき市好間町下好間字鬼越 101-1 0246-36-4555

双葉郡立好間診療所 いわき市好間町字外川原12番地の1 0246-84-8500

額賀胃腸科内科醫院 いわき市四倉町字6丁目105 0246-32-2839

木村医院 いわき市四倉町字西3丁目14-9 0246-32-2995

木田医院 いわき市四倉町字東4丁目9-1 0246-32-8880

長瀬内科胃腸科 いわき市四倉町上仁井田字北姥田6-1 0246-32-3125

特定健診（被扶養者の健診）健診機関一覧　【いわき市】

特定健診を受診するまで

①　特定健康診査受診券（セット券、以下「受診券」）が手元にあることを確認する。
　※　保険証と受診券の記号番号が一致していることをご確認ください。

②　健診機関に予約する。

③　「受診券」、「保険証」、「健診費用」を持って受診する。

【問合せ先】　協会けんぽ　福島支部
　　　　　　　　 保健グループ　☎024-523-3919

久之浜町

好間町

四倉町

受診者自己負担額　【基本的な健診 2,780円】【詳細な健診 190円】
消費税率が10％になった場合は、基本的な健診が【2,960円】になります。
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