
人間ドック

建設国保では、県内43の医療機関と契約を結んでいて、本人・家族がこれらの医療機関でドック健診を受ける場合、下記の補助があります。

年度1回【人間ドック2万円】【脳ドック3万円】【肺ドック2万円】の補助があります。

契約医療機関に「ドック」の予約をします。

予約が取れたら、所属の地区本部で「ドック利用券」を発行してもらって下さい。

検査当日「ドック利用券」を窓口へ提出します。   （検査費用から補助金額が差し引かれます）

※オプション検査は補助の対象外です。

※契約医療機関以外で受診した場合は、後から申請することによって補助が受けられます。

※補助金額に満たないときは、実費分の補助が受けられます。なお、消費税は自己負担となります。

※オプション検査は補助の対象外です。

医療機関名 人間ドック 脳ドック 肺ドック 所在地/電話番号

戸田中央 総合健康 戸田市上戸田2-32-20

管理センター TEL：0120-388-811

蕨市成人 A市民：33,718円 蕨市北町2-12-15

健診センター   市外：38,718円 TEL：048-443-7953

B市民：20,831円

  市外：22,831円

埼玉県済生会 川口市西川口5-11-5

川口総合病院健診センター TEL：0120-028-131

ブロック/市町村

戸田市 39,960円 64,800円 32,400円

蕨市

川口市

第1

46,440円 47,520円 23,760円



医療機関名 人間ドック 脳ドック 肺ドック 所在地/電話番号ブロック/市町村

川口市立医療センター 川口市西新井宿180

総合健診センター TEL：048-280-1539

メディカルトピア 草加市谷塚1-11-18

草加病院 048-912-3300

Ａ29,160円 さいたま市南区

Ｂ39,960円 根岸5-13-10

Ｃ48,600円 TEL：048-864-0066

さいたま市見沼区片柳1550

TEL：048-686-7155

さいたま市見沼区中川1023

TEL：048-680-2311

さいたま市北区宮原町1-851

TEL：048-663-1671

さいたま市大宮区大門町3-108-8

TEL：048-641-0365

さいたま市北区土呂町1522

TEL：048-665-6210

さいたま市大宮区桜木町2-1-1

アルシェビル8・9階

TEL：048-640-6561

さいたま市岩槻区

本町3-2-5ワッツ東館２階

TEL：048-758-3891

さいたま市北区

大成町1-227

TEL：0848-653-5266

さいたま市西区宝来1348-1

TEL：048-623-1104

さいたま市北区奈良町32-4

TEL：048-662-1155

第1

さいたま市 レインボークリニック 39,960円 32,400円 20,520円

さいたま市 大宮中央総合病院　健診センター 39,744円 29,700円 18,900円

さいたま市 アルシェクリニック 41,040円

さいたま市 指扇療養病院  健康診断部 39,900円

さいたま市
夢眠クリニック大宮北

夢眠さいたま健診センター
39,200円

60,800円

（人間+脳ドック）

さいたま市

さいたま北部医療センター

さいたま市 彩の国東大宮メディカルセンター 39,960円 54,000円 21,600円

さいたま市 蓮見医院 37,800円

43,200円 51,400円

さいたま市 秋葉病院 43,200円

さいたま市 大宮共立病院
日帰り：41,040円

一　泊：62,640円
43,200円

草加市 43,200円
63,500円

（人間+脳ドック）

56,500円

（人間+肺ドック）

冨田クリニック 41,040円

さいたま市 43,200円  41,040円

川口市



医療機関名 人間ドック 脳ドック 肺ドック 所在地/電話番号ブロック/市町村

上尾市地頭方421-1

TEL：048-781-1101

一般：34,560円 上尾市緑丘3丁目5-28

成人病：39,420円 シンワ緑丘ビル1F

TEL：048-778-1929

上尾市柏座1-10-10

TEL：048-773-1114

北本共済医院 北本市下石戸下511-1

人間ドック健診センター TEL：048-598-7003

伊奈町小室9419

TEL：048-723-6071

鴻巣市広田824-1

TEL：048-569-3117

鴻巣市本町2-1-7　1F

TEL：048-594-7701

朝霞市西弁財1-8-21

TEL：048-466-8066

所沢市上安松1224-1

TEL：04-2998-2081

はなみずき小手指クリニック 所沢市小手指町1-16-4

所沢健診プレイス TEL：0120-992-473

毛呂山町毛呂山本郷38

TEL：049-276-1550

川越市連雀町19-3

TEL：049-222-7217

川越市新宿町1-17-1

TEL：049-248-7000

越谷市七左町1-304-1

TEL：048-990-0566

第1

第3 越谷市 43,200円 37,800円 27,000円

毛呂山町 埼玉医科大学病院
日帰り：41,040円

一　泊：83,160円

川越市 三井総合健診センター 36,720円 34,020円

川越予防医療センター・クリニック

南越谷健身会クリニック

鴻巣市 たけうちクリニック 27,000円

第2

朝霞市 ＴＭＧサテライトクリニック朝霞台 42,120円

48,600円

所沢市 38,880円

所沢市 43,200円

川越市 59,400円 21,600円

所沢市市民医療センター

伊奈町 伊奈病院 41,040円 51,840円 21,600円

鴻巣市 ヘリオス会病院 47.520円 56,160円

上尾市 上尾中央総合病院 39,960円 54,000円 21,600円

北本市 39,960円

上尾市 上尾アーバンクリニック

上尾市 上尾中央第二病院 44,280円



医療機関名 人間ドック 脳ドック 肺ドック 所在地/電話番号ブロック/市町村

日帰り：43,200円 春日部市谷原新田1200

一泊：62,100円 TEL：048-737-7489

久喜市小右衛門714-6

TEL：0480-53-0575

久喜市上早見418-1

TEL：0480-44-8413

幸手市幸手2807

TEL：0480-40-6001

白岡市小久喜938-12

0480-93-0661

三郷市中央4-5-1

048-953-1382

八潮市南川崎845

048-998-8001

熊谷市末広2-138

TEL：048-524-0146（予約専用）

・32,400円 熊谷市代1120番地

・48,600円

・64,800円 TEL：048-521-3133

熊谷市太井1685-1

TEL：048-522-8880

熊谷市板井1696

TEL：048-536-9900

深谷市西島町3-11-1

TEL：048-574-1111

小鹿野町小鹿野300

TEL：0494-75-2332

藤間病院総合健診システム

ゆうあい内科・脳神経クリニック

第3

第4

熊谷市 39,960円

熊谷市 関東脳神経外科病院

熊谷市

小鹿野町 小鹿野中央病院 39,960円

A:52,380円

B:72,900円

深谷市 皆成病院 37,260円

A：25,380円

B：37,800円

熊谷市

三郷市 三郷中央総合病院 40,500円
66,204円

（人間+脳ドック）

57,672円

（人間+肺ドック）

八潮市 41,040円 64,800円八潮中央総合病院

幸手市 33,000円
Ａ：42,000円

Ｂ：26,000円

54,600円

（人間+肺ドック）

白岡市 白岡中央総合病院 39,960円  54,000円

むさしのメディカルクリニック

久喜市 済生会栗橋病院 41,040円
62,640円

（人間＋脳ドック）

86,400円

（人間＋脳＋肺ドック）

久喜市 新久喜総合病院 40,500円 36,720円36,720円

春日部市 秀和綜合病院 52,920円

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 43,200円 27,000円


