
１．対象者及び受診期間

同ご案内は、公立学校共済組合神奈川支部HPにも掲載しています。
（ URL: https://www.kouritu.or.jp/kanagawa ）

２．申込手順

３．特定健康診査受診券（セット券）のご利用について

　特定健康診査受診券が特定健康診査受診券（セット券）になりました。
（「特定保健指導（初回面接）」の即日実施が可能になります。）

＜記入＞ 割引ドック券に必要事項を記入

＜予約＞ ご希望の健診機関へ電話予約

問合せ：公立学校共済組合神奈川支部 健康福利グループ 人間ドック担当 ／ (045)210-8168（直通）

割引人間ドックとは…
共済組合と健診機関とが直接契約することで、通常よりも安価に受診できるのが特

長です。市場の最安値ではございません。受診料金は全額自己負担です。

対 象 者：公立学校共済組合員及びその被扶養者
受診期間：2019年７月１日 ～ 2020年３月31日

・「割引ドック券」は、必要枚数コピーして使用してください。
（人間ドックと脳ドックが違う健診機関の場合、割引ドック券は２枚必要）

＜受診＞ 割引人間ドック等を受診する
・組合員証と割引ドック券（必要枚数分）を受付に提出してください。
※受診当日、割引ドック券を持っていない場合、一般料金での受診になりま
すので、ご注意ください。

【対象】 40歳以上75歳未満の被扶養者
【内容】 割引人間ドックを利用する場合、ＡＢの条件を満たせば、特定健康診査（以降、「特定

健診」という。）項目に該当する料金を神奈川支部が負担します（健診機関が、割引料金から
特定健診相当額（7,000～10,000円程度）を差引いた額を受診者に請求）。さらに人間ドックの
結果、特定保健指導の対象となった者のうち、Ｃの条件も満たした場合、特定保健指導初回
面接の即日実施がセットで行えます。

Ａ 次頁に【特】印がついている健診機関であること。
Ｂ 受診時、健診機関に特定健診受診券（有効期限内のもの）を提出すること。
Ｃ 次頁に【保】印がついている健診機関であること。

★ 特定健康診査受診券は、７月中旬頃に所属所を通して配付します。
※ 組合員本人には、特定健康診査受診券を配付しません。

・ご希望の健診機関へ電話予約（電話がつながりにくいことがあります）

・電話の際は、必ず「公立学校共済組合の割引人間ドックを利用しま
す」と申し出てください。

※申告がない場合、割引人間ドックを受診できません。

・特定健康診査受診券ご利用の方（被扶養者）は、電話予約時に併せて
「特定健康診査受診券(セット券)を利用します」と申し出てください。

・人間ドックのオプションを受診希望の方は、予約時要確認。

【次頁の注意事項】
● 記載はすべて自己負担額（税抜額）です。
● 「―（傍線）」は、割引はないが検診は実施している項目です。
● 表記のない項目及び「／（斜線）」は、未実施項目です。
● 「併診割引」は、割引人間ドックを受診する場合に適用されます。



婦人科 頸・体がん ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ 乳房超音波 骨密度 前立腺がん

横浜市
神奈川区 【特】 医療法人社団相和会
 横浜総合健診センター 045-461-1230 40,000 頸－ － － － － － 横浜駅きた東口より徒歩５分

【特】 【保】 コンフォート横浜健診センター 045-313-8080 34,260 頸4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 相鉄線平沼橋駅より徒歩１分 京浜急行線戸部駅より徒歩４分

アムスランドマーククリニック 045-222-5588 39,000(62,000) 頸－
（頸 一泊はドックに含む） － － － － JR桜木町駅より徒歩５分

【特】 横浜東口クリニック 045-453-3366 36,000(61,000) 頸4,000 5,000 － － 2,000 横浜駅東口より徒歩２分

【特】 けいゆう病院 045-221-8181 38,000 頸5,000 － － － 2,000 41,000(34,000) みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩３分

医療法人社団相和会みなとみらいﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ 045-228-2000 40,000 頸－ － － － － － みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩１分
医療法人社団優和会
　湘南健診クリニック ココットさくら館（新規） 045-640-5510 36,000 頸4,000 6,000 3,000 － － 上部消化管5,000 下部消化管20,000 JR桜木町駅より徒歩１分

【特】 神奈川県結核予防会 かながわｸﾘﾆｯｸ 045-201-8521 36,000 頸－ 頸体－ 5,000 5,000 － － JR関内・桜木町駅より徒歩10分
みなとみらい線馬車道駅より徒歩３分

神奈川県予防医学協会 045-641-8502 41,000 頸－ 頸体－ － － － － 呼吸器－(12,600) JR関内駅より徒歩５分
みなとみらい線日本大通り駅より徒歩３分

【特】 ふれあい横浜ホスピタル 045-662-2489 37,000(55,000) 頸3,000 4,000 － ドックに含む 43,000(30,000) JR関内駅より徒歩３分
市営地下鉄線伊勢佐木長者町駅より徒歩３分

【特】 神奈川県労働衛生福祉協会 045-333-8711 38,500 頸－ 4,500 4,410 － － 相鉄線天王町駅より徒歩３分

【特】 【保】 船員保険健康管理センター 045-335-2261 39,000 頸－ － － － － 28,500 相鉄線上星川駅より徒歩10分

【特】 京浜健診クリニック 045-782-3222 39,000 頸4,000　頸体9,000 5,000 3,800 3,000 － 34,000(32,000) 京浜急行線金沢八景駅より徒歩10分

【特】 金沢健診クリニック 045-786-0915 37,000(55,000) 頸4,000 4,000 4,000 2,500
(女性は含む) ドックに含む 40,000(30,000) 京浜急行線金沢文庫駅より徒歩４分

横浜市
港北区 【特】 新横浜メディカルサテライト 045-471-3855 35,000 頸3,000 4,000 4,000 793 2,000 － 市営地下鉄線新横浜駅８番出口すぐ

【特】 【保】 戸塚共立ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄ健診ｾﾝﾀｰ 0120-733-153 38,000 頸－ 頸体－ － － － ドックに含む － 上部消化管－ 下部消化管－ JR・市営地下鉄線戸塚駅より徒歩７分

【特】 西横浜国際総合病院（新規） 045-861-8430 30,000 頸3,500 4,500 4,000 3,000 － 27,000(19,000) 呼吸器5,000 JR・市営地下鉄戸塚駅よりバス10分
横浜市
港南区

上大岡総合健診センター 045-845-5543 38,000 頸4,000 7,000 4,000 2,380 2,380 京浜急行線上大岡駅より徒歩１分
川崎市
幸区 【特】 アルファメディック・クリニック 044-511-6116 39,000(57,000) 頸4,000　頸体7,000 4,500 4,000 2,500 3,000 32,000 上部消化管27,000 呼吸器25,000(12,000) 京急川崎駅より徒歩８分 JR川崎駅西口より徒歩10分

川崎市
中原区

関東労災病院 健康診断部 044-434-6333 45,000 頸－ 頸体－ － － －(45,000) 東横線元住吉駅より徒歩７分

【特】 高津中央クリニック 044-822-1278 40,000 頸－ － － － ドックに含む －(40,000) JR武蔵溝ノ口駅より徒歩５分 東急田園都市線溝口駅より徒歩５分

京浜保健衛生協会 044-330-4565 33,000 頸3,500 4,500 4,500 2,500 1,500 JR武蔵溝ノ口駅よりバス約５分 上作延団地下車徒歩４分

【特】 新百合健康管理センター 044-959-3121 42,000 頸4,000 6,000 4,000 － 2,000 小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩１分

新百合ヶ丘総合病院 0120-700-098 38,000 頸4,000　体5,000 4,000 4,000 － 30,000(25,000) 80,000 小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩10分

【特】 JA健康管理ｾﾝﾀｰさがみはら 046-229-3731 43,000(62,000) 頸3,000
（頸 一泊はドックに含む） 4,000 一泊はドックに含む － ドックに含む －(35,000) 上部消化管21,000 呼吸器20,000 循環器22,000 JR橋本駅より徒歩２分

【特】 相模原赤十字病院 042-784-2429 37,800 頸－ ドックに含む － ドックに含む ドックに含む 35,800(27,800) JR橋本駅よりバス30分
相模原市
中央区 【特】 医療法人社団相和会相模原総合健診ｾﾝﾀｰ 042-753-3301 40,000 頸－ － － － － － JR淵野辺駅より徒歩５分

相模原市
南区 【特】 【保】 一般財団法人ﾍﾙｽ・ｻｲｴﾝｽ・ｾﾝﾀｰ 042-740-6200 37,000(60,000) 頸－ 4,600 － 3,800 2,800 35,000(30,000) 小田急線相模大野駅より徒歩３分

【特】 衣笠病院健康管理センター 046-852-1116 36,500 頸－ － － － － －(26,500) JR衣笠駅より徒歩５分

横須賀市立市民病院 046-858-1851 40,000(65,000) 頸－ － － － 45,000(30,000) － JR逗子駅・京浜急行線新逗子駅よりバス約40分
医療法人社団優和会　湘南健診クリニック
湘南健康管理センター(追浜) 046-867-2876 36,000 頸4,000 6,000 3,000 － － 上部消化管5,000 下部消化管20,000 京浜急行線追浜駅より徒歩６分

【特】 佐々木研究所附属 湘南健診センター 0463-21-3811 38,500 頸4,000 5,000 4,000 2,500 2,000 JR平塚駅より徒歩５分

【特】 倉田会ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄｸﾘﾆｯｸ 0463-27-1011 38,000 頸5,000 － － － － 上部消化管－ JR平塚駅よりバス10分

【特】 【保】 ライフメディカル健診プラザ 0466-44-2000 38,000 頸3,704　頸体7,408 4,630 4,630 3,000 ドックに含む 29,250(20,000) 上部消化管18,000 下部消化管25,000 呼吸器25,200 小田急線長後駅東口すぐ
（藤沢湘南台病院との往復（ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ）有）

藤沢総合健診センター 0466-23-3211 37,000(58,000) 頸－ 頸体－ － － － － 39,000(34,000) 上部消化管21,000 下部消化管38,000
呼吸器23,000 循環器26,000 JR藤沢駅より徒歩３分

【特】 【保】 湘南藤沢徳洲会病院人間ドック健診ｾﾝﾀｰ 0466-35-1360 39,000 頸－ － － － － 35,000(30,000) JR辻堂駅より徒歩７分

藤沢市保健医療センター 0466-88-7305 42,500 頸－ － － － － － JR辻堂駅よりバス10分

【特】 小林病院 0465-22-3161 38,000 頸3,195　頸体6,889 7,602 － 1,399 2,695 小田原駅より徒歩５分

【特】 医療法人財団報徳会 西湘病院 0465-35-5787 36,852 頸5,926 － － － － 35,926(21,945) 大雄山線井細田駅より徒歩５分

茅ヶ崎市 【特】 康心会 湘南健康管理ｾﾝﾀｰ 0467-86-6570 37,000(58,000) 頸3,000 － － － － 45,000(30,000) 64,815 JR茅ヶ崎駅より徒歩５分

逗子市 【特】 逗葉地域医療センター 046-873-7752 38,638 頸4,500 3,800 1,500 ドックに含む 京浜急行線神武寺駅より徒歩７分

三浦市 【特】 三浦市立病院 046-882-2111 49,546 頸－ － － － － 京浜急行線三崎口駅よりバス15分

【特】 【保】 東名厚木ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ 046-229-1937 38,000(-) 頸3,500 4,500 4,500 1,000 2,500 40,000(26,000) 小田急線本厚木駅より送迎バス10分

【特】 JA健康管理ｾﾝﾀｰあつぎ 046-229-3731 43,000(62,000) 頸3,000
（頸 一泊はドックに含む） 4,000 一泊はドックに含む － ドックに含む 上部消化管21,000 呼吸器20,000 循環器22,000 小田急線本厚木駅より送迎バス７分

大磯町 東海大学大磯病院 0463-72-3211 41,500 頸ドックに含む － ドックに含む － 45歳以上は
ドックに含む JR大磯駅よりバス15分JR二宮駅よりバス10分

開成町 白鷗医院 0465-82-0890 40,000 頸－ － 上部消化管31,460 呼吸器40,640 循環器41,280 小田急線開成駅または大雄山線和田河原駅より送迎バス５分

東京都
世田谷区 【特】 【保】 公立学校共済組合関東中央病院 03-3429-1171 38,600(60,000) 頸2,400　体4,000 4,800 3,500 3,500 1,600 44,000(34,000) 東急田園都市線用賀駅よりバス10分

 （往復交通費は共済本部が90％負担）
東京都

八王子市 東海大学八王子病院 042-639-1177 38,000 頸－ － ドックに含む － ドックに含む JR八王子駅からバス(1番)約15分
京王八王子駅からバス(8番)約13分

熱海市 国際医療福祉大学熱海病院 0557-81-9176 38,100(57,150) 頸5,719 ドックに含む ドックに含む 40,000(33,340) 80,000 上部消化管－(1,909) 下部消化管－(20,000)
呼吸器－(14,290) 循環器－(23,809) JR熱海駅より徒歩８分いずれか１つを婦人科に含む
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割引人間ドック等 健診機関及び自己負担額一覧表 ※『税抜』額を表記しています。



特定健診の実施機関は、【特】の表記がある箇所のみです。

□ （40～75歳未満の被扶養者対象）特定健診受診券（セット券）利用期限は、12月31日までです。

オプション・特定健診受診券（セット券）をご利用の場合、電話予約時に併せて申し出てください。

割引人間ドック 　日 帰 り   ・　 一    泊

割引人間ドック
オプション

　婦人科（ 子宮頸がん ・ 子宮体がん ・ 頸+体がん ）

□

≪予約時の注意事項（確認後　　点を入れてください）≫

受診日は「本券」・「組合員証」・「（該当者のみ）特定健診受診券（セット券）」を必ずご持参ください。

　マンモグラフィ ・ 乳房超音波 ・ 骨密度 ・ 前立腺がん　

その他ドック等 　割引脳ドック（ 単独 ・ 併診 ）　・　割引ＰＥＴ検診

特定保健指導（初回面接）の実施機関は、【保】の表記がある箇所のみです。

公立学校共済組合神奈川支部

〔健診機関ご担当者へ〕

・右の枠内に
　①　健診機関名のわかるものを押印（ゴム
　　印等）してください。
　②　本券受領（受診）日をご記入ください。
・本券を翌月20日までにご送付ください。
  例）９月受領分は10月20日までに提出

割引器官別検診 　上部消化管　・　下部消化管　・　呼吸器　・　循環器

□ 電話予約の際、「公立学校共済組合の割引人間ドックで受診する」旨必ず申し出てください。

□

□

特定健診受診券(ｾｯﾄ券)
(40～75歳未満の被扶養者)

　利用する 　・ 　利用しない ※  対象外の方等は「利用しない」
　に〇印をしてください。

受診者種別
いずれかに○ 組合員　・　被扶養者

組合員
(被扶養者)

証番号

（組合員の）
所属所名

（勤務先）
受診者
氏　名

受診者記入欄（太枠内の該当事項に〇印をつけてください）

フリガナ

≪記入前に確認してください≫
・　本券の利用は、１枚１名です。なお、受診するドックの種別が２つ以上で、かつ別々の健診機関を
　希望する場合は、必要枚数コピーしたうえで、ご利用ください。
　（例１）割引人間ドックと割引脳ドックを同じ健診機関で受診予定　→　割引ドック券は、１枚必要。
　（例２）割引人間ドックと割引脳ドックをそれぞれ違う健診機関で受診予定　→　割引ドック券は、２枚必要。

受診者記入欄（太枠内）

H 年 月 日

健診機関名のわかるものを押印してください。

本券受領（受診）日

健診機関 受診確認


