令和４年度 人間ドック健診機関一覧表

別表１

健 診 機 関 名

番号

郵便番号

所

在

地

予約受付電話番号

664-8533 兵庫県伊丹市車塚３丁目１番地

（０７２）７８１-３７１２

2

公立学校共済組合近畿中央病院※
京都からすま病院

603-8142 京都市北区小山北上総町14

（０７５）４９１-８５５９

3

京都鞍馬口医療センター

603-8151 京都市北区小山下総町27番地

（０７５）４４１-６１４３

4

京都第二赤十字病院

602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上る春帯町355番地の５

（０７５）２１２-６１５１

5

西陣病院

602-8319 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035

（０７５）４６１-８８００

6

上京診療所

602-8305 京都市上京区千本通寺之内下ル花車町482-２

（０７５）４３２-１２６１

7

日本バプテスト病院

606-8273 京都市左京区北白川山ノ元町47

（０７５）７０２-５９４７

8

1

備

考

子宮頸がん実施なし

あおき消化器内科クリニック

606-8081 京都市左京区修学院大林町6-14

（０７５）７４４-６００５

9

大和健診センター

京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番２
604-8171
太陽生命御池ビル６・８・９階

（０７５）２５６-４１４１

10

京都予防医学センター

604-8491 京都市中京区西ノ京左馬寮町28番地

（０７５）８１１-９１３７

11

中央診療所

604-8111 京都市中京区三条通高倉東入桝屋町58番地･56番地

（０７５）２１１-４５０３

12

京都工場保健会

604-8472 京都市中京区西ノ京北壺井町67番地

０１２０-８２３-０５３

13

御池クリニック

604-8436 京都市中京区西ノ京下合町11

０１２０-７７７-４６５

対象者は男性のみ

14

御池クリニック レディースプラザ

604-8436 京都市中京区西ノ京下合町19

０１２０-８８８-０７５

対象者は女性のみ

15

四条烏丸クリニック

604-8152 京都市中京区手洗水町652

０１２０-０１２-７７０

16

大澤クリニック

604-8142 京都市中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617番地

（０７５）２５６-７３５５

17

シミズ四条大宮クリニック

604-8811 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地１ 京都幸ビル１階

（０７５）８１３-５２０２

18

京都第一赤十字病院

605-0981 京都市東山区本町15丁目749番地

（０７５）５６１-１１２１

19

洛和会音羽病院

607-8062 京都市山科区音羽珍事町２番地

０１２０-０５０-１０８

20

山科武田ラクト健診センター

607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクトC301

（０７５）７４６-５１００

21

明石病院

600-8884 京都市下京区西七条南衣田町93

（０７５）３１３-１４５３

22

武田病院健診センター

23

西村診療所

京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608
600-8216
日本生命京都三哲ビル３階
京都市下京区烏丸通塩小路通下ル東塩小路町901番地
600-8216
ホテルグランヴィア京都３階

24

京都南病院

600-8876 京都市下京区西七条南中野町８番地

（０７５）３１２-７３９３

25

同仁会クリニック

601-8453 京都市南区唐橋羅城門町30 京都メディックスビル１Ｆ

（０７５）６９１-７７５６

26

うずまさ診療所

616-8151 京都市右京区太秦帷子ヶ辻町30番地の４

（０７５）８６３-５５５３

27

内田病院

615-0925 京都市右京区梅津大縄場町６番地９

（０７５）８８２-６６６６

28

洛西シミズ病院

610-1106 京都市西京区大枝沓掛町13-107

（０７５）３３１-８７７８

29

京都桂病院

615-8256 京都市西京区山田平尾町17番地

（０７５）３９２-３５０１

30

蘇生会総合病院

612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町101番地

０１２０-６２１-３８８

31

京都城南診療所

612-8444 京都市伏見区竹田田中宮町98

（０７５）６２３-１１１３

32

医仁会武田総合病院

601-1495 京都市伏見区石田森南町28-１

（０７５）７４６-５１００

33

新河端病院

617-0825 長岡京市一文橋２丁目31-１

（０７５）９５４-３１３６

34

宇治武田病院

611-0021 宇治市宇治里尻36-26

（０７５）７４６-５１００

35

宇治徳洲会病院

611-0041 宇治市槇島町石橋145番

（０７７４）２０-１１１１

36

京都きづ川病院

610-0101 城陽市平川西六反26-１

（０７７４）５４-１１１６

37

京都岡本記念病院

613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地

（０７７４）４８-５６１１

38

京都田辺中央病院

610-0334 京田辺市田辺中央６丁目１番地６

（０７７４）６３-１１１６

39

京都山城総合医療センター

619-0214 木津川市木津駅前１丁目27番地

（０７７４）７２-０２３５

40

京都中部総合医療センター

629-0197 南丹市八木町八木上野25番地

（０７７１）４２-２５６６

41

明治国際医療大学附属病院

629-0392 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６番地１

（０７７１）７２-１２２１

42

京都ルネス病院

620-0054 福知山市末広町４丁目13番地

（０７７３）２３-１２８１

43

市立福知山市民病院

620-8505 福知山市厚中町231

（０７７３）２２-２１０１

44

綾部市立病院

623-0011 綾部市青野町大塚20番地の１

（０７７３）４３-０１２３

45

京都協立病院

623-0045 綾部市高津町三反田１番地

（０７７３）４２-８１１１

46

舞鶴赤十字病院

624-0906 舞鶴市字倉谷427

（０７７３）７５-１９２０

47

舞鶴共済病院

625-8585 舞鶴市字浜1035番地

（０７７３）６２-２５１０

48

宮津武田病院

626-0041 宮津市字鶴賀2059番地の１

（０７７２）２２-２１５７

49

京都府立医科大学附属北部医療センター 629-2261 与謝郡与謝野町字男山４８１

(０７７２）４６-３３７１

50

丹後中央病院

627-8555 京丹後市峰山町杉谷158番地の１

（０７７２）６２-７７２５

51

京丹後市立弥栄病院

627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3452番地の１

（０７７２）６５-２００３

52

第一東和会病院

569-0081 大阪府高槻市宮野町２番17号

（０７２）６７１-１０３５

53

西の京病院

630-8051 奈良市七条町95-1

（０７４２）３５-１５６４

生駒市立病院

630-0213 奈良県生駒市東生駒１丁目６番地２

（０７４３）７２-１７２８

54

※近畿中央病院は、交通費の一部補助があります。（病院にお問い合わせください。）

子宮頸がん・乳房検
診実施なし

子宮頸がん・乳房検
診実施なし

（０７５）７４６-５１００
（０７５）３６５-３３３９

子宮頸がん・乳房検
診実施なし

子宮頸がん・乳房検
診実施なし

子宮頸がん・乳房検
診実施なし

子宮頸がん検診実施
なし

