
受診者負担金額

特定健診
　「無料」　または　「５００円※」
※愛知県外の健診機関で受診した場合、上記と
　異なる場合があります

協会けんぽ
ミニドック

　最高　１１,７１５　円

※健診機関によって金額が異なる場合があります
※上記の金額で受診できるのは、年度に１回とな
り、検査項目のすべてを受診していただく必要がご
ざいます

※地域ごとに50音順で表示

地区 健診機関名 所在地 予約電話番号

公衆保健協会 中村区黄金通2-45-2 052-481-2161

国際セントラルクリニック 中村区那古野1-47-1　名古屋国際センタービル10階 052-821-0090

全日本労働福祉協会 東海診療所 中村区名駅南1-24-20　名古屋三井ビルディング新館3階 052-582-0751

大名古屋ビルセントラルクリニック 中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング9階 052-821-0090

名古屋駅健診クリニック 中村区名駅4-10-25　名駅ＩＭＡＩビル5階 052-551-1600

名古屋公衆医学研究所 中村区長筬町4-23 052-412-3111

名古屋ステーションクリニック 中村区名駅4-6-17　名古屋ビルディング8階 052-551-6663

ミッドタウンクリニック名駅 中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋５階 052-551-1169

名駅前診療所保健医療センター 中村区名駅南2-14-19　住友生命名古屋ビル2階 052-581-8406

ライフ健康クリニック 中村区道下町2-26 052-481-9191

ライフ予防医学クリニック 中村区名楽町5-13 052-486-6875

エルズメディケア名古屋（女性専用） 中区栄2-1-1　日土地名古屋ビル3階 052-737-6500

奥田クリニック健診センター 中区錦1-4-28 052-387-8166

加藤内科胃腸科 中区丸の内3-16-16 052-962-3585

上前津メディカルクリニック 中区上前津1-6-10 052-323-1700

KKCウエルネス　名古屋健診クリニック 中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル11階 050-3541-2267

栄エンゼルクリニック 中区栄5-4-12 052-238-0323

スカイル内科・スカイル健康管理センター 中区栄3-4-5　栄スカイルビル11階 052-734-2200

名古屋東栄クリニック 中区栄2-11-25 052-201-1111

マリンクリニック 中区丸の内3-20-17 KDX桜通ビル4階 052-954-8001

オリエンタル労働衛生協会 千種区今池1-8-4 052-741-9211

東山内科・東山健康管理センター 千種区東山通り5-103 052-734-2200

メディカルパーク今池 千種区今池1-8-8　
今池ガスビル2階 052-734-2200

クリニックサンセール清里 西区比良3-104 052-504-7111

ひまわりクリニック 西区則武新町3-8-20 052-571-0801

守山内科・守山健康管理センター 守山区新守山901 052-734-2200

ようていファミリークリニック藤が丘 守山区四軒家2-702 052-771-6688

名東区 さとう乳腺内科・健診クリニック 名東区一社2-8　オオタ一社ビル3階 052-702-1480

AOI名古屋病院　健診センター 東区泉2-2-5 052-932-7174

名古屋市医師会健診センター 東区葵1-18-14 052-937-8425

愛知健康増進財団 北区清水1-18-4 052-951-3919

大隈病院 北区大曽根2-9-34 052-991-2111

くろかわ内科・健診クリニック 北区元志賀町1-4-1 052-908-2144

いつきクリニック石川橋 昭和区壇渓通5-26 052-831-2211

名古屋臨床検査センター附属診療所 昭和区滝子町27-22 052-825-3807

メドック健康クリニック 昭和区安田通4-3 052-752-1125

西区

東区

　「協会けんぽミニドック」は被扶養者（ご家族）の皆様のためにご用意した充実の健診メニューのことです。
　協会けんぽの被扶養者の皆様には「特定健診」という健診メニューをご用意しておりますが、『もっと充実した検査項目にしてほしい』との
ご意見を頂いております。
　そこで、協会けんぽ愛知支部では被保険者（ご本人）様と同内容の検査が受けられる「協会けんぽミニドック」をご用意しました！
「特定健診だけではもの足りない」「有料でも良いから詳しい健診を受けたい」という被扶養者の皆様は是非ご利用ください。

検査項目

　

協会けんぽミニドック　健診機関一覧表

中村区

千種区

守山区

中区

令和３年度「協会けんぽミニドック」のご案内

【「協会けんぽミニドック」の予約方法】

　「協会けんぽミニドック　健診機関一覧表」の中からご希望の健診機関を選び、「健康保険証」「特定健康診査受診券（セット券）」をお手元
にご用意の上、お電話にてご予約ください。健診当日は「健康保険証」「特定健康診査受診券（セット券）」「健診費用」等をご持参ください。

北区

昭和区

診察等、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査

診察等、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査

視力・聴力検査、心電図検査、便潜血反応検査(大腸がん検診)、

胸部レントゲン検査(肺がん検診)、胃部レントゲン検査(胃がん検診)



※地域ごとに50音順で表示協会けんぽミニドック　健診機関一覧表
総合病院 南生協病院 緑区南大高2-204 052-625-0489

さくら医院 緑区鳴子町3-49-23　ナルコス2階 052-892-0200

あんずクリニック（熱田リハビリテーション病院） 熱田区比々野町32 052-682-3077

協立総合病院 熱田区五番町4-33 052-654-2211

中京クリニカル 熱田区白鳥3-6-17 0120-38-0072

全日本労働福祉協会東海支部 南区柵下町2-4 0120-92-8293

だいどうクリニック 南区白水町8 052-611-8680

名古屋セントラルクリニック 南区千竃通7-16-1 052-821-0090

名南病院 南区南陽通5-1-3 052-691-3171

名南ふれあい病院 南区豊田5-15-18 052-691-0041

クリニックサンセール 中川区中島新町2-311 052-369-1313

名古屋西病院 中川区荒子2-40 052-361-0878

まつかげ予防医学・健診センター 中川区打出2-347 052-352-3250

津島市 あいち健康クリニック 津島市藤里町2-5 0567-26-7328

あま市 小野クリニック あま市小路3-9-6 052-445-2221

飛島村 加藤胃腸科内科・とびしまこどもクリニック 飛島村服岡4-8 0567-52-2000

いつきクリニック一宮 一宮市大和町毛受辻畑47-1 0586-47-7625

一宮市立木曽川市民病院 一宮市木曽川町黒田北野黒165 0586-86-2173

一宮西病院　健診センター 一宮市開明平1 0586-48-0088

大雄会第一病院　健診センター 一宮市羽衣1-6-12 0586-26-2008

千秋病院 一宮市千秋町塩尻山王1 0586-77-0012

山下病院　健診センター 一宮市中町1-3-5 0586-46-1520

稲沢市 稲沢市民病院 稲沢市長束町沼100 0587-32-2409

岩倉市 ようてい中央クリニック 岩倉市曽野町郷前17 0587-66-5133

総合犬山中央病院 犬山市五郎丸二夕子塚6 0568-62-8246

ふなびきクリニック 犬山市前原桜坪29-2 0568-62-8811

ようてい健康増進クリニック 北名古屋市西之保三町地3-1 0568-23-3355

ようていファミリークリニック 北名古屋市熊之庄宮地97 0568-80-7124

丹羽郡扶桑町 伊藤整形・内科　健診センター 丹羽郡扶桑町高雄郷東41 0587-92-3382

小牧第一病院 小牧市中央5-39 0568-71-4390

小牧ようてい記念病院 小牧市西之島丁田1963 0568-65-7517

すこやか健診センター 小牧市小牧4-108 0568-54-2239

井上病院　健康管理センター 瀬戸市川北町2-11 0561-76-2300

瀬戸健康管理センター 瀬戸市共栄通1-48 0561-82-6194

尾張旭市 あらかわ医院 尾張旭市大久手町中松原39 0561-53-9668

豊明市 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

日進市 日進おりど病院　予防医学推進・研究センター 日進市折戸町西田面110 0561-73-3030

東郷町 和合セントラルクリニック 東郷町春木白土1-1884 052-821-0090

常滑市 常滑市民病院 常滑市飛香台3-3-3 0569-35-6111

知多クリニック 半田市本町7-20 0569-22-3231

半田市医師会
健康管理センター 半田市神田町1-1 0569-27-7887

東海市 公立西知多総合病院 東海市中ノ池3-1-1 0562-33-9800

知多厚生病院 美浜町河和西谷81-6 0569-82-4604

渡辺病院　健診センター 美浜町野間上川田45-2 0569-87-5000

みよし市 みよし市民病院 みよし市三好町八和田山15 0561-33-3300

一里山・今井病院 刈谷市一里山町中本山88 0566-26-6702

刈谷医師会臨床検査センター 刈谷市一色町3-5-1 0566-91-3010

アイエムクリニック・安城 安城市篠目町1-11-16 0566-91-2065

三河安城クリニック 安城市相生町14-14 0566-75-7515

八千代病院 安城市住吉町2-2-7 0566-98-3367

冨田病院 岡崎市本宿町南中町32 0564-48-2432

三嶋内科病院 岡崎市六供町3-8-2 0564-81-0329

西尾市 西尾市医師会健康管理センター 西尾市熊味町小松島32　西尾市保健センター3階 0563-57-1451

蒲郡市 蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田1-1 0533-66-2227

光生会病院 豊橋市吾妻町137 0532-61-3000

佐野医院 豊橋市松葉町3-10 0532-52-3906

成田記念病院 豊橋市羽根井本町134 0532-31-3806

総合青山病院 豊川市小坂井町道地100-1 0533-73-3784

樋口病院　健診センター 豊川市諏訪2-145 0533-95-2211

犬山市

緑区

中川区

一宮市

南区

刈谷市

豊橋市

豊川市

北名古屋市

小牧市

瀬戸市

半田市

美浜町

安城市

熱田区

岡崎市


