
★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 郡山病院 郡山市清水台２丁目７－４ 024-932-0107

☆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 太田熱海病院 郡山市熱海町熱海５丁目２４０ 024-984-0088

☆2 郡山市医療介護病院 郡山市字上亀田１－１ 024-934-1240

☆3 佐藤胃腸科外科病院 郡山市図景1-4-6 024-922-3800

☆4 寿泉堂クリニック 郡山市駅前１丁目５－７ 024-939-4616

☆5 総合南東北病院 郡山市八山田７丁目１１５ 024-934-5322

☆6 土屋病院 郡山市山崎７６－１ 024-932-5425

☆7 坪井病院 郡山市安積町長久保１丁目１０－１３ 024-946-0808

☆8 星総合病院 郡山市向河原町１５９－１ 024-983-5511

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

赤木町 平栗内科医院 郡山市赤木町１２－１５ 024-924-0207

南インタ－通りクリニック 郡山市安積町荒井1丁目55 024-954-7102

池田内科医院 郡山市安積町荒井字下北井前４３－５ 024-946-3251

山口内科クリニック 郡山市安積町荒井字萬海８３－１ 024-973-6866

あさかホスピタル 郡山市安積町笹川字経坦４５ 024-945-1701

渋谷クリニック 郡山市安積町成田字西畑１３－１ 024-947-2122

あさか野泌尿器透析クリニック 郡山市安積町巳六段89 024-983-1560

郡山市健康振興財団診療所 郡山市朝日２丁目１５－１ 024-924-2911

今泉西病院 郡山市朝日２丁目１８－８ 024-934-1515

あさひ内科クリニック 郡山市朝日３丁目２－３３ 024-921-2525

朝日病院 郡山市朝日３丁目８－２ 024-922-7527

池ノ台クリニック 郡山市池ノ台３－１ 024-939-3399

中村脳神経外科クリニック 郡山市池ノ台７－２４ｺ-ｾｲﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ１階 024-939-3001

駅前 石橋医院 郡山市駅前１丁目１４－１６ 024-922-2882

逢瀬町 増戸医院 郡山市逢瀬町多田野字久保田１０－１ 024-957-3308

おおつきまちクリニック 郡山市大槻町蝦夷坦６９－１ 024-961-5467

うさみ内科 郡山市大槻町三角田８８－２ 024-961-1114

うじいえ内科クリニック 郡山市大槻町字広町２６－７ 024-961-7888

松井医院 郡山市大槻町字上町３２ 024-951-2085

三橋内科胃腸科クリニック 郡山市大槻町字北ノ林２７－２ 024-951-2455

植松医院 郡山市大槻町字六角北３０－１１ 024-952-6755

栗山医院 郡山市開成２丁目２３－２３ 024-923-5038

山田内科クリニック 郡山市開成２丁目７－８ 024-933-7502

せいの内科クリニック 郡山市開成６丁目１９２－２ 024-983-1024

片平町 おおがクリニック 郡山市片平町字出馨東５－５ 024-962-0600

亀田 さくまファミリ－クリニック 郡山市亀田１丁目５１－１２ 024-927-5530

東原クリニック 郡山市喜久田町字前北１７－１ 024-925-1616

喜久田クリニック 郡山市喜久田町堀之内字南椚内８－１０ 024-963-1601

久留米 大山内科クリニック 郡山市久留米３丁目１２６－１ 024-937-0530

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 2,090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【2,250円】になります。
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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

桑野 くわのすずき内科クリニック 郡山市桑野４－１０－６ 024-991-5700

たるかわクリニック 郡山市御前南１丁目１３ 024-966-3311

コスモス皮膚科・内科クリニック 郡山市御前南５丁目１５０ 024-962-0201

湖南町 鈴木医院（湖南） 郡山市湖南町舘字伊勢ノ前１２３７－５ 024-982-2113

五十嵐内科医院 郡山市小原田２丁目１７－１４ 024-942-7755

古川内科眼科医院 郡山市小原田４丁目１２－２６ 024-956-6500

かずま医院 郡山市菜根１丁目１５－２ 024-934-7750

許田クリニック 郡山市菜根３丁目１３－１０ 024-927-8711

長岐医院 郡山市菜根３丁目１９－９ 024-922-9415

咲田 根本クリニック 郡山市咲田１丁目５－１１ 024-922-9405

笹川 渡辺医院 郡山市笹川２丁目２０３ 024-945-1477

てちがわら内科 郡山市島１丁目１７－３ 024-991-1177

桑野協立病院 郡山市島２丁目９－１８ 024-933-5422

下舘野 美術館通りクリニック 郡山市字下舘野２３－４ 024-956-0303

田村診療所 郡山市田村町岩作字穂多礼２１８ 024-955-3128

まつもと内科クリニック 郡山市田村町金屋マセ口４－１ 024-953-7412

根本医院 郡山市田村町谷田川字北表４５ 024-955-3113

長者 長者2丁目かおりやま内科 郡山市長者2丁目12-5 024-954-6773

堤 下地脳神経内科 郡山市堤１－８４ 024-962-7751

土瓜 鈴木ファミリ－クリニック内科・小児科 郡山市土瓜２－２－４ 024-952-7711

鶴見坦 たかはし内科・眼科クリニック 郡山市鶴見坦１丁目９－１３ 024-923-0161

富田 さがわ内科・消化器科クリニック 郡山市富田東5丁目20 024-991-1733

さとう脳神経クリニック 郡山市富田町字稲川原７７ 024-990-1770

ひろさか内科クリニック 郡山市富田町字中ノ目４１ 024-962-0230

虎丸町 ユア・クリニックたかはし 郡山市虎丸町１－５ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ虎丸１階 024-990-0646

中ノ目 ひさこファミリークリニック 郡山市中ノ目１丁目２６－２ 024-952-4415

名倉 桜クリニック 郡山市名倉２４－１ 024-946-9933

並木 いがらし内科外科クリニック 郡山市並木２丁目１２－７ 024-931-3200

鳴神 モミの木クリニック 郡山市鳴神1丁目1－１ 024-926-0131

芳賀 斎藤クリニック 郡山市芳賀３丁目３－２０ 024-956-3335

麓山 内科リウマチ科大口クリニック 郡山市麓山２丁目１１－２６ 024-927-8588

ひわだ太田診療所 郡山市日和田町字原１２－４１ 024-968-2311

森藤医院 郡山市日和田町字山ノ井２ 024-958-4567

青山医院 郡山市日和田町字南原２－１３３ 024-958-2925

朝田クリニック 郡山市富久山町久保田字愛宕２３ 024-921-1866

すずきクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原１２ 024-925-0860

あべウィメンズクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原６－１ 024-923-4188

えんどう内科クリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原７５－２ 024-983-8327

ささうち内科クリニック 郡山市富久山町久保田字久保田１１２ 024-933-8667

永岡医院 郡山市富久山町久保田字上野１７－１ 024-922-2818

宝沢内科クリニック 郡山市富久山町八山田字大森新田３５－３ 024-936-4111

おおたけ内科外科クリニック 郡山市富久山町八山田字東平作１０－６ 024-927-1260

鈴木医院（富久山） 郡山市富久山町福原字鎌田２４－８ 024-923-0828

不動前 やまさわ内科 郡山市不動前１丁目３９ 024-938-4171

受診者自己負担額　【基本的な健診 2,090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【2,250円】になります。
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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

細沼町 日東病院 郡山市細沼町３－６ 024-932-0164

佐々木医院 郡山市町東１丁目１９６ 024-952-3661

海野医院 郡山市町東３丁目１００ 024-952-5738

緑ヶ丘 矢内クリニック 郡山市緑ヶ丘東３丁目１－４ 024-942-0871

いしだ内科 郡山市緑町１－６ 024-922-3648

今村ホ－ムクリニック 郡山市緑町４－１２ 024-922-8999

本町鈴木クリニック 郡山市本町２丁目２－７ 024-922-0556

山本内科医院 郡山市本町２丁目７－１５ 024-933-1133

南東北第二病院 郡山市八山田６丁目９５ 024-932-0503

ひだ内科・神経内科クリニック 郡山市八山田西3丁目13 024-934-3899

小池消化器科・内科クリニック 郡山市八山田西3丁目420 024-991-4855

ト－タルヘルスクリニック 郡山市山崎１７１ 024-927-0305

じんキッズクリニック 郡山市字山崎305-6 024-974-2525

山根町 天田内科クリニック 郡山市山根町１２－２７ 024-932-3555

さかえ内科クリニック 郡山市横塚２－１５－６ 024-941-2202

ほし横塚クリニック 郡山市横塚２丁目２０－３６ 024-956-7778

折笠医院 郡山市横塚６丁目１０－１８ 024-944-1199

受診者自己負担額　【基本的な健診 2,090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【2,250円】になります。

特定健診を受診するまで

緑町

本町

八山田

山崎

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

横塚
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