
★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 東日本診療所 福島市成川字台28番地１ 024-545-5801

★2 福島県労働保健センター　附属貴船診療所 福島市沖高字北貴船1-2 024-554-1133

☆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 あづま脳神経外科病院 福島市大森字柳下16番地の1 024-546-3911

☆2 大原綜合病院 福島市上町6-1 024-523-1120

☆3 上松川診療所 福島市北沢又字番匠田5番地 024-558-1111

☆4 厚生会クリニック 福島市鎌田字門丈壇4-1 024-552-5315

☆5 済生会福島総合病院 福島市大森字下原田25番地 024-544-5171

☆6 須川診療所 福島市野田町1丁目12番地72号 024-531-6311

☆7 生協いいの診療所 福島市飯野町字後川27-2 024-562-4120

☆8 せのうえ健康クリニック 福島市瀬上町字四斗蒔1番地の6 024-554-5757

☆9 とやのクリニック 福島市鳥谷野字宮畑64-1 024-544-1122

☆10 福島西部病院 福島市東中央3丁目15番地 024-533-2122

☆11 福島赤十字病院 福島市八島町7-7 024-534-6101

☆12 福島第一病院 福島市北沢又字成出16-2 024-557-5127

☆13 ふれあいクリニックさくらみず 福島市笹谷字塗谷地20-1 024-559-2664

☆14 南東北福島病院 福島市荒井北三丁目1-13 024-593-6257

☆15 わたり病院　 福島市渡利字中江町34 024-522-3446

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

荒井 あらいクリニック 福島市荒井字弁天前17-1 024-593-1020

荒町 おぎはら泌尿器と腎のクリニック 福島市荒町2-12ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ昭和ﾋﾞﾙ 024-515-3717

池田医院 福島市飯坂町字若葉町5番地1 024-542-4084

小野医院 福島市飯坂町字東堀切25番地6 024-542-2502

村島医院 福島市飯坂町字東堀切8 024-542-2131

さいとう医院 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8 024-542-3030

福島県農協会館診療所 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1 024-554-3488

本田内科医院 福島市飯坂町平野字東原42-12 024-542-0666

いがらし内科・消化器内科クリニック 福島市飯坂町平野字道下9-7 024-597-8690

飯野町 斎藤医院 福島市飯野町字町81 024-562-2026

いずみさとう内科 福島市泉字清水内18-1 024-563-7573

荒井胃腸科内科 福島市泉字泉川3-1 024-558-2577

武田中央医院 福島市泉字仲ノ町14番地の13 024-559-1664

入江町 メディカルハーモニー久津医院 福島市入江町13番3号 024-525-4561

上町 石井クリニック 福島市上町4-34　 024-522-4987

岩谷医院 福島市太田町17-27　ﾗｼｪｰﾙ追分1F 024-528-7770

ふくしま共同診療所 福島市太田町20-7   佐周ビル1階東 024-573-9335

大森中央泌尿器科・内科・外科クリニック 福島市大森字街道下70-2 024-546-3725

しのぶ病院 福島市大森字高畑31番地の1 024-546-3311

おおもり内科・循環器科クリニック 福島市大森字坿79-1 024-544-0577

岡部クリニック 福島市岡部字前田159-1 024-534-4856

酒井内科クリニック 福島市岡部字中条82-1 024-531-1781
岡部

特定健診（被扶養者の健診）健診機関一覧　【福島市】

飯坂町

泉

太田町

大森

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

小倉寺 おぐらじクリニック内科小児科消化器科 福島市小倉寺字中田31番地 024-523-4155

手塚クリニック 福島市御山字清水尻51 024-535-0550

御山内科クリニック 福島市御山字仲ノ町97-2 024-533-2101

にいつま内科・循環器科クリニック 福島市鎌田字一里塚5番11 024-552-2844

卸町クリニック 福島市鎌田字卸町8-2 024-553-1166

大原医療センター 福島市鎌田字中江33番地 024-554-2001

上名倉 さくら内科循環器科医院 福島市上名倉字吉前39-1 024-593-0611

上野寺 ほりこし心身クリニック　上野寺内科クリニック 福島市上野寺字西原9-1 024-592-2111

北五老内町 安斎外科胃腸科医院 福島市北五老内町3番22号 024-535-3353

北沢又 わたなべ内科 福島市北沢又字川寒西9-6 024-555-1171

北町 福島寿光会病院 福島市北町1-40 024-521-1370

北矢野目 野田循環器・消化器内科外科クリニック 福島市北矢野目字原田59番地の5 024-559-1133

黒岩 黒岩内科医院 福島市黒岩字榎平64-1 024-545-7733

栄町 クリニック21 福島市栄町6番6号　NBFﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ2F 024-521-5581

桜木町 八子医院 福島市桜木町1-27 024-534-4850

本間内科 福島市笹木野字小針尻20-5 024-536-0063

みやけ歯科医科ケア笹木野みやけ内科外科 福島市笹木野字中小屋16番地2 024-559-1511

i ひふ・大腸　いがり弘之由美子クリニック 福島市笹木野字中西裏18-5 024-558-2323

笹谷 池田胃腸科外科医院 福島市笹谷字葭野21-1 024-559-1717

佐藤医院 福島市陣場町1-8 024-522-2489

成田内科医院 福島市陣場町9－23　ｷｸﾔｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 024-533-7787

新町 みずの内科クリニック 福島市新町8-4　ﾌﾞﾚｽﾋﾞﾙ1F 024-526-4855

清明町 清明クリニック 福島市清明町3-8 024-521-0855

宍戸医院 福島市瀬上町字幸町8 024-553-5010

奥野胃腸科内科医院 福島市瀬上町字寺前7 024-553-2658

曽根田町 こんの内科クリニック 福島市曽根田町3番19号 024-573-1860

藤原消化器内科医院 福島市太平寺字過吹14-5 024-545-3300

きくち医院 福島市太平寺字児子塚36 024-546-2222

天神町 たに内科・糖尿病内科クリニック 福島市天神町1番2号 024-572-5736

さとう胃腸科内科 福島市鳥谷野字宮畑93-3 024-545-8668

大川レディースクリニック 福島市鳥谷野字天神3-11 024-545-8883

豊田町 さとう内科医院 福島市豊田町4-12 024-523-4511

永井川 南福島クリニック 福島市永井川字壇ノ腰10-3　コーラルハーモニー１Ｆ 024-546-4016

成川 わたなべクリニック 福島市成川字神崎40-1 024-593-3172

大武胃腸科外科医院 福島市野田町1丁目12番80号 024-535-8585

三河台内科 福島市野田町2丁目4-19 024-534-7832

のだまち胃と腸のクリニック 福島市野田町6丁目2-39 024-563-7872

横田泌尿器科 福島市野田町6丁目6番13号 024-533-9388

花園町 菊池クリニック 福島市花園町7番31号 024-535-4091

浜田町 児玉胃腸科内科 福島市浜田町7-27 024-533-6622

福島県保健衛生協会総合健診センター　（施設内） 福島市方木田字水戸内16番地5 024-546-3533

さとうクリニック内科・消化器科 福島市方木田字中屋敷1-1 024-545-6111

福島南循環器科病院 福島市方木田字辻の内3番地の5 024-546-1221

菅野産婦人科医院 福島市蓬莱町2-1-11 024-548-2525

蓬莱東内科 福島市蓬莱町8丁目1ｰ1 024-548-1212

御山

鎌田

笹木野

陣場町

瀬上町

大平寺

鳥谷野

野田町

方木田

蓬莱町

特定健診（被扶養者の健診）健診機関一覧　【福島市】

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

すずきクリニック 福島市松川町字桜内7-2 024-567-2661

むらおか内科・耳鼻科・整形外科クリニック 福島市松川町字天王原89 024-567-2244

松川中央医院 福島市松川町字土腐8 024-567-3355

松川クリニック 福島市松川町沼袋字北原84-11 024-537-2055

うめつLS内科クリニック 福島市松浪町2-31 024-536-5225

小島内分泌内科クリニック 福島市松浪町2-8 024-528-8511

ライフ・ナビクリニック 福島市松浪町7-26 024-533-7771

岩﨑消化器科内科医院 福島市丸子字沢目33-3 024-554-5841

腎・泌尿器科クリニックさかがみ 福島市丸子字町頭20-13 024-553-6911

三河南町 ひろやまメンタルクリニック 福島市三河南町1-15　ルネサンスプラザ福島 024-529-7731

南中央 待井循環器科内科クリニック 福島市南中央1丁目70番地 024-533-5578

南町 国分内科医院 福島市南町191 024-546-3555

阿部循環器科・内科クリニック 福島市南矢野目字上戸ノ内10-5 024-573-9939

あすなろ南矢野目クリニック 福島市南矢野目字清水前34番地16 024-555-5766

まつもと脳神経・内科クリニック 福島市南矢野目字道下35-10 024-557-1233

宮下町 なかむら外科内科クリニック 福島市宮下町15番18号 024-535-7518

やご内科リウマチクリニック 福島市森合字屋敷下36-2 024-558-8585

森合くにい内科 福島市森合字高野1-12 024-555-1881

大平内科クリニック 福島市森合字台15-3 024-534-6336

八木田 みやざき内科循環器科クリニック 福島市八木田字中島54-2 024-544-2622

矢倉下 おがたクリニック 福島市矢倉下10-1 024-526-2626

てらだクリニック 福島市八島田字下干損田4-1 024-559-3101

しぎはらクリニック 福島市八島田字勝口37番地 024-555-3331

やまもり内科 福島市八島田字琵琶渕62-2 024-529-5565

八島町 八子胃腸科内科クリニック 福島市八島町2番3号 024-533-1215

山口 かんの消化器科外科医院 福島市山口字雷20 024-533-3801

山下町 さくま内科クリニック 福島市山下町4番11号 024-525-2700

吉倉 福島中央病院 福島市吉倉字谷地52番地 024-546-4911

大槻スリープクリニック 福島市早稲町4番1号　Sleep　Oneビル2F 024-526-0084

福島セントラルクリニック 福島市早稲町8番22号 024-522-7701

木村内科医院 福島市渡利字七社宮10番地1 024-521-0182

むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 福島市渡利字鳥谷下町38-1 024-526-0873

天神橋クリニック 福島市渡利字天神27ｰ1 024-528-1155

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

丸子

南矢野目

森合

八島田

早稲町

渡利

松浪町

松川町

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（被扶養者の健診）健診機関一覧　【福島市】
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