
（別表１－１） （別表１－２）
               

宿泊 男性1日 女性1日

コード 0 コード 1 コード 3

定員数 定員数 定員数

1 兵庫県予防医学協会 － 70名 70名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

1 兵庫県予防医学協会 － 胃カメラは予約時に申出が必要 神戸市灘区岩屋北町1-8-1 078-855-2730

4 神戸マリナーズ健診センター － 120名 38名 マンモ 40歳未満はエコー 胃透視
胃カメラ(口又は鼻）選択
可（土は不可）

4 神戸マリナーズ健診センター
土のみ（午前中・祝祭日は不
可)

神戸市中央区中山手通7-3-18 078-351-6110

40
神戸マリナーズ健診センター
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 12名 12名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻）選択
可（土は不可）

40
神戸マリナーズ健診センター
（脳検査付、50歳以上のみ）

土のみ（午前中・祝祭日は不
可)

1日ドック＋脳検査 神戸市中央区中山手通7-3-18 078-351-6110

5 神戸赤十字病院 － 100名 100名 マンモ エコーへの変更可
胃カメラ
(口から)

胃透視選択可 5 神戸赤十字病院 － 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 078-241-7055

6
ＫＫＣウエルネス神戸健診クリ
ニック

－ 90名 70名 マンモ
エコーへの変更可、40歳
未満はエコー推奨

胃透視
胃カメラ(鼻から)選択可
(若干名)

6
ＫＫＣウエルネス神戸健診クリ
ニック

不定期に実施（6-11月）
神戸市中央区磯上通8-3-5
明治安田生命ビル12階

06-6397-1001
050-3541-2264（予約）

7
神鋼記念会総合健康管理セン
ター

－ 300名 300名 マンモ エコーへの変更可
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 7

神鋼記念会総合健康管理セン
ター

第１・３土のみ（午前中） 神戸市中央区脇浜町1-4-47 078-261-6773

8 新須磨クリニック － 150名 110名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 8 新須磨クリニック 土のみ 神戸市須磨区村雨町5-1-4 078-735-0010

9 兵庫県健康財団 － 480名 480名 マンモ
エコーへの変更可、40歳
未満はエコー推奨

胃透視
胃カメラ(口から)選択可
(若干名)

9 兵庫県健康財団 土のみ(不定期) 神戸市兵庫区荒田町2-1-12 078-579-3400

90
兵庫県健康財団
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 13名 13名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
(若干名)

90
兵庫県健康財団
（脳検査付、50歳以上のみ）

土のみ(不定期)
1日ドック＋脳検査
脳検査は提携病院で実施

神戸市兵庫区荒田町2-1-12 078-579-3400

10 神戸百年記念病院 － 175名 320名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

10 神戸百年記念病院 - 神戸市兵庫区御崎町1-9-1 0570-086100

11 神戸中央病院（北区） － 600名 280名 マンモ
40歳未満に限りエコーへ
の変更可

胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

11 神戸中央病院（北区） － 神戸市北区惣山町2-1-1 078-594-8622

91
神戸中央病院（北区）
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 27名 27名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

91
神戸中央病院（北区）
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 1日ドック＋脳検査 神戸市北区惣山町2-1-1 078-594-8622

12
神戸中央病院附属健康管理セ
ンター（ハーバーランド）

－ 500名 420名 マンモ
40歳未満に限りエコーへ
の変更可

胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

12
神戸中央病院附属健康管理セ
ンター（ハーバーランド）

－
神戸市中央区東川崎町1-5-7
神戸情報文化ビル カルメニ17階

078-594-8622

13 広野高原病院 － 60名 － － 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

13 広野高原病院 － 神戸市西区北山台3-1-1 078-994-1156

14 伊川谷病院 － 150名 150名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 14 伊川谷病院 土のみ 神戸市西区池上2-4-2 078-974-1117

15 丸山病院 － 30名 － － 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（人数上限あり）

15 丸山病院 土のみ（隔週実施） 神戸市長田区丸山町3-4-22 078-642-1131

16 こやまクリニック － 126名 91名 マンモ 40歳未満はエコー
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 16 こやまクリニック 土のみ

エコーは月曜AM・火曜PMのみ。子
宮がん検診は提携病院で実施

神戸市北区山田町下谷上字梅木
谷42-4

078-581-1123

28 済生会兵庫県病院 － 65名 65名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 28 済生会兵庫県病院 － 神戸市北区藤原台中町5-1-1 078-987-2222

43 新神戸ウェルネスクリニック － 500名 500名 マンモ 40歳未満はエコー
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 43 新神戸ウェルネスクリニック

男性：土のみ可
女性：土のみ可（婦人科除く）

婦人科診察は月・火・水・木 神戸市中央区北野町１丁目 078-272-0707

18 舞子台病院 － 150名 150名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

18 舞子台病院 － 神戸市垂水区舞子台7-2-1 078-782-0055

19 健康ライフプラザ － 50名 140名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（若干名）

19 健康ライフプラザ
第1・3日、第2・4土（全て午前
中のみ）

神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300 078-652-5207

36 神戸大山病院 － 100名 100名 マンモ 40歳未満はエコー推奨 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

36 神戸大山病院 － 神戸市兵庫区水木通10-1-12 078-578-6200

                                38
京都工場保健会　神戸健診ク
リニック

- 200名 300名 マンモ エコーへの変更可 胃透視 胃カメラ(鼻から)選択可 38
京都工場保健会　神戸健診ク
リニック

土のみ
神戸市中央区元町通2-8-14
オルタンシアビル

0120-292-430

20 岡本クリニック健診センター － 25名 25名 マンモ エコーへの変更可
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 20 岡本クリニック健診センター 土のみ

神戸市中央区三宮町1-10-1
神戸交通センタービル7階

078-322-2508

21 淀川キリスト教病院 － 500名 250名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（若干名）

21 淀川キリスト教病院 第2・4土のみ(午前中) 受診は7月以降 大阪市東淀川区柴島1-7-50 06-6324-6530

22
市民健康開発センターハーティ
21

－ 150名 105名 マンモ 40歳未満はエコー 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（人数上限あり）

22
市民健康開発センターハーティ
21

土・日（祝日不可・午前中のみ） 尼崎市南塚口町4-4-8 06-6426-6174

23 西宮市医師会 － 50名 50名 マンモ 胃透視 23 西宮市医師会 土のみ 西宮市染殿町8-3 0798-26-9497

24 笹生病院 － 500名 600名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

24 笹生病院
土のみ(子宮がん検診は土曜
日不可)

第1・3・5火曜は女性のみの受診日 西宮市弓場町5-37 0798-34-0807

92
笹生病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 40名 40名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

92
笹生病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

土のみ(子宮がん検診は土曜
日不可)

1日ドック＋脳検査
第1・3・5火曜は女性のみの受診日 西宮市弓場町5-37 0798-34-0807

25 大隈病院 － 250名 250名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

25 大隈病院 土のみ(午前中)
子宮がん関係検診は提携病
院で実施

尼崎市杭瀬本町2-17-13 06-6481-1667

26 近畿中央病院 － 700名 700名 マンモ 胃透視 胃カメラ(口から)選択可 26 近畿中央病院 － 伊丹市車塚3-1 072-781-3712

27 近畿中央病院（１泊２日） 200名 － － マンモ 胃透視 胃カメラ(口から)選択可 27 近畿中央病院（１泊２日） － 伊丹市車塚3-1 072-781-3712

98
近畿中央病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 50名 50名 マンモ 胃透視 胃カメラ(口から)選択可 98
近畿中央病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 1日ドック＋脳検査 伊丹市車塚3-1 072-781-3712

29 大野クリニック － 50名 50名 マンモ
エコーへの変更可、40歳
未満はエコー推奨

胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

29 大野クリニック 土及び11月までの第2・4日
土・日は胃カメラ未実施
日は子宮がん未実施

大阪市中央区難波2-2-3
御堂筋グランドビル7階

06-6213-7230

30
川西市医師会メディカルセン
ター

－ 100名 － － 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

30
川西市医師会メディカルセン
ター

－ 川西市中央町12-2 072-758-4721

37 芦屋セントマリアクリニック － 100名 100名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

37 芦屋セントマリアクリニック 土のみ（午前中） 芦屋市大原町5-20 0797-62-8830

39 淀屋橋健診プラザ - 300名 250名 マンモ エコーへの変更可
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 39 淀屋橋健診プラザ 土のみ（午前中）

大阪市中央区伏見町4-1-1
明治安田生命大阪御堂筋ビル4階

06-6232-7770

32 カーム尼崎健診プラザ － 360名 140名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

32 カーム尼崎健診プラザ 第2・4土のみ 尼崎市御園町54 0120-688-311

丹
波

31
丹波市ミルネ診療所健診セン
ター

－ 150名 150名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

31
丹波市ミルネ診療所健診セン
ター

－ 丹波市氷上町石生2059-5 0795-88-5671

※　乳がん検診は、マンモグラフィーは「マンモ」、エコー検査は「エコー」と表示しています。 ※　胃部検診について、医療機関によっては「胃透視」か「胃カメラ」のいずれかを選択できるところがありますが、事前申し出が必要な場合があります。

　　 また、医療機関によっては、年齢によりエコー検査に変更になる場合があります。 　　 また、胃カメラは曜日や台数の都合により実施できない場合がありますので、ご注意ください。
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（別表１－３） （別表１－４）

宿泊 男性1日 女性1日

コード 0 コード 1 コード 3

定員数 定員数 定員数

34 多可赤十字病院 － 50名 50名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

34 多可赤十字病院 － 多可郡多可町中区岸上280 0795-32-1223

35 大山記念病院 － 150名 280名 マンモ 40歳未満はエコー
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 35 大山記念病院

土、日
（12/31～1/3と祝日は除く）

西脇市黒田庄町田高313 0120-300-503

93
大山記念病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 38名 38名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 93

大山記念病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

土、日
（12/31～1/3と祝日は除く）

1日ドック＋脳検査 西脇市黒田庄町田高313 0120-300-503

44 大久保病院 － 175名 175名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

44 大久保病院 第2・4土のみ 明石市大久保町大窪2095-1 078-935-2636

45 はりま病院 － 200名 30名 エコー
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 45 はりま病院 土のみ 受診は7月以降 加古郡播磨町北野添2-1-15 0120-079-411

46 加古川総合保健センター － 260名 440名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
(若干名･先着順)

46 加古川総合保健センター 土のみ（不定期） 受診は7月以降 加古川市加古川町篠原町103-3 079-429-2525

47 加古川中央市民病院 － 200名 40名 マンモ
胃カメラ
(口から)

胃透視・胃カメラ（鼻か
ら）選択可

47 加古川中央市民病院 －
経鼻カメラ、胃透視は要事前予約
（当日変更不可）※麻酔カメラ不可 加古川市加古川町本町439 079-451-8703

48 高砂市民病院 － 60名 50名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 48 高砂市民病院 － 高砂市荒井町紙町33-1 079-442-3981

50 市立加西病院 － 40名 40名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 50 市立加西病院 －

受診決定後、希望受診日を
医療機関に要連絡

加西市北条町横尾1-13 0790-42-2200

52 加東市民病院 － 80名 120名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
52 加東市民病院 － 加東市家原85 0795-42-5511

55 北播磨総合医療センター － 45名 45名 マンモ
胃カメラ
(口から)

胃透視希望の場合は要
事前連絡

55 北播磨総合医療センター －
子宮がん検診は月・木・金の
み

小野市市場町926-250 0794-88-8800

62 姫路市医師会診療所 － 380名 280名 マンモ
エコーへの変更可、40歳
未満はエコー

胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可

62 姫路市医師会診療所 土のみ（午前） 姫路市西今宿3-7-21 079-295-3322

63 姫路愛和病院 － 700名 1000名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（人数上限あり）

63 姫路愛和病院 土のみ 姫路市飯田3-219-1 079-234-1391

64 城南病院 － 170名 170名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

64 城南病院 土のみ
子宮がん関係検診は提携病
院で実施

姫路市本町231 079-225-2215

65 酒井病院 － 30名 30名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

65 酒井病院 土のみ
子宮がん関係検診は提携病
院で実施

姫路市飾西412-1 079-267-3602

94
酒井病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 30名 30名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

94
酒井病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

土のみ
子宮がん関係検診は提携病院で実
施、1日ドック＋脳検査 姫路市飾西412-1 079-267-3602

66 赤穂市民病院 － 50名 50名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

66 赤穂市民病院 － 受診は7月以降 赤穂市中広1090 0791-43-3222

67 公立神崎総合病院 － 200名 200名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可(若干名)

67 公立神崎総合病院 － 受診は7月以降 神崎郡神河町粟賀町385 0790-32-2457

68 たつの市民病院 － 70名 60名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(口又は鼻)選択
可（人数上限あり）

68 たつの市民病院 －
子宮がん関係検診は提携病
院で実施

たつの市御津町中島1666-1 079-322-1121

71
京都工場保健会　姫路健診ク
リニック

- 100名 150名 マンモ エコーへの変更可 胃透視
胃カメラ(鼻から)選択可(若
干名)

71
京都工場保健会　姫路健診ク
リニック

土のみ
姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア3階

0120-505-575

72 入江病院 － 60名 60名 マンモ エコーへの変更可
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 72 入江病院 第2・4土のみ

子宮がん関係検診は提携病
院で実施

姫路市飾磨区英賀春日町2-25 079-230-6818

78 半田中央病院 － 15名 － －
胃カメラ
(口から)

78 半田中央病院 － 受診は7月以降 相生市旭3-2-18 0791-22-0656

79 赤穂中央病院 － 40名 40名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
(人数上限あり)

79 赤穂中央病院 － 赤穂市惣門町52-6 0791-45-7303

80 厚生病院 － 50名 － －
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 80 厚生病院 土のみ（胃カメラ不可） 受診は8月以降 姫路市御立西4-1-25 079-292-1109

81 公立豊岡病院組合立豊岡病院 － 70名 50名 マンモ エコーもセットで実施 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（人数上限あり）

81 公立豊岡病院組合立豊岡病院 － 豊岡市戸牧1094 0796-22-6111

84
公立豊岡病院組合立豊岡病院
日高医療センター

－ 110名 80名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（人数上限あり）

84
公立豊岡病院組合立豊岡病院
日高医療センター

－ 豊岡市日高町岩中81 0796-42-1611

88 公立八鹿病院 － 89名 79名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口・鼻)選択可（人
数上限あり・鼻は若干名）

88 公立八鹿病院 － 受診は7月以降 養父市八鹿町八鹿1878-1 079-662-5555

41
公立八鹿病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 11名 11名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口から)選択可（人
数上限あり・鼻は若干名）

41
公立八鹿病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－
受診は7月以降、1日ドック＋
脳検査

養父市八鹿町八鹿1878-1 079-662-5555

89 日本健康倶楽部和田山診療所 － 10名 － － 胃透視 89 日本健康倶楽部和田山診療所 － 朝来市和田山町寺谷353-1 079-672-6100

95 平成病院 － 50名 50名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
(若干名)

95 平成病院 土のみ(男性のみ) 南あわじ市八木養宜中173 0799-42-6864

96 洲本伊月病院 － 130名 130名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 96 洲本伊月病院 土のみ(男性のみ)

女性も婦人科健診以外は土
曜受診可

洲本市桑間423 0799-26-0771

97 聖隷淡路病院 － 44名 44名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 97 聖隷淡路病院 － 淡路市夢舞台1-1 0799-72-3636

42
聖隷淡路病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 6名 6名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 42

聖隷淡路病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 1日ドック＋脳検査 淡路市夢舞台1-1 0799-72-3636

73 市立福知山市民病院 － 30名 30名 マンモ
胃カメラ

(口又は鼻)
胃透視選択可 73 市立福知山市民病院 － 受診は8月以降 福知山市厚中町231 0773-22-2101

74 京都ルネス病院 － 20名 60名 マンモ 40歳未満はエコー推奨 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
（人数上限あり）

74 京都ルネス病院 土のみ 福知山市末広町4-13 0773-23-1281

75 鳥取赤十字病院 － 95名 95名 マンモ 40歳未満はエコー 胃透視
胃カメラ(口・鼻)選択可（人
数上限あり・鼻は若干名）

75 鳥取赤十字病院 －
胃部検診方法変更希望の際は
病院へ要連絡

鳥取市尚徳町117 0857-24-8111

99
鳥取赤十字病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－ 5名 5名 マンモ 40歳未満はエコー 胃透視
胃カメラ(口・鼻)選択可（人
数上限あり・鼻は若干名）

99
鳥取赤十字病院
（脳検査付、50歳以上のみ）

－
1日ドック＋脳検査
胃部検診方法変更希望の際は
病院へ要連絡

鳥取市尚徳町117 0857-24-8111

76 鳥取県立中央病院 － 20名 20名 マンモ 胃透視
胃カメラ(口から)選択可
(若干名)

76 鳥取県立中央病院 － 鳥取市江津730 0857-25-1916

※　乳がん検診は、マンモグラフィーは「マンモ」、エコー検査は「エコー」と表示しています。 ※　胃部検診について、医療機関によっては「胃透視」か「胃カメラ」のいずれかを選択できるところがありますが、事前申し出が必要な場合があります。

　　 また、医療機関によっては、年齢によりエコー検査に変更になる場合があります。 　　 また、胃カメラは曜日や台数の都合により実施できない場合がありますので、ご注意ください。
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