
（被保険者・被扶養配偶者用）

４０歳以上の被保険者および被扶養配偶者

各年度４月１日～３月３１日

『契約医療機関一覧』裏面より

もしくは対象者が希望する医療機関

利用料金の５割相当額（限度額２５，０００円）

契約医療機関に予約

健保組合に連絡（ＴＥＬまたはＦＡＸ）

健保組合から「人間・脳ドック利用券」の交付

受診日当日、「人間・脳ドック利用券」と被保険者証の提出

対象者は、年度内４０歳に到達する方から対象です。

被保険者は、事業所で実施する「巡回健康診断」と重複しての利用はできません（脳ドックは除く）。

被扶養配偶者は、「特定健康診査受診券（セット券）」、「巡回レディース健康診断」と重複しての利用はで

きません（脳ドックは除く）。ただし、人間ドックの検査項目のうち家族健診（特定健診）の項目については

受診券で対応できる医療機関もあります。

契約医療機関外で人間ドック等を受診する場合、後日「人間ドック補助金申請書」の申請をしてください。

申請書の外に、領収書の原本と結果表（問診表と実施した検査項目一式）を添付してください。

補助金申請の場合、各医療機関で設定する人間ドックコースの補助が可能です（ただし、特定健診項目を実施

しないドックコースは補助対象外です）。

ＴＥＬ 043-201-1251

ＦＡＸ 043-201-1252

対 象 者

補助期間

医療機関

〇

〇

〇

〇

〇

人間ドック、脳ドックのいずれか一方を年度内一回限り補助します

補 助 額

申込方法

千葉県機械金属健康保険組合

人間ドック・脳ドックのご案内

・

・

①

②

③

④

年度内両方の補助を希望する場合は「複合ドック」として受診してください

〇 注意事項

・

・



人間ドック・脳ドック等契約医療機関一覧 2022.4～

エリア 医療機関名 所在地 電話番号
利用コース・料金（人間ドック）

※消費税込み

利用コース・料金（脳ドック等）

※消費税込み

地域医療機能推進機構　千葉病院

（JCHO千葉病院）
中央区仁戸名町682 043-261-2228 日帰り：40,700円 日帰り（脳）：49,500円

IMS Me-Lifeクリニック千葉

（千葉ロイヤルクリニック）
中央区新町1000　センシティータワー8F 043-204-5511

日帰り：44,000円

１泊 ：63,800円

日帰り（婦）：53,900円

斎藤労災病院 中央区道場南1-12-7 043-227-7453
日帰り：41,800円

１泊：68,200円
日帰り（複合）：88,000円

井上記念病院 中央区新田町1-16 043-245-8811
日帰り（男）：40,700円

日帰り（婦）：44,550円

日帰り（脳）：49,500円

日帰り（複合・男）：79,200円

日帰り（複合・婦）：83,050円

日下医院 中央区東千葉1-1-1 043-287-6156 日帰り（脳）：46,200円

ポートスクエア柏戸クリニック
中央区問屋町1-35　千葉ポートサイドタワー

27F
043-245-6051

日帰り：38,764円

日帰り（婦）：48,664円

１泊 ：61,820円

１泊（婦）：67,320円

日帰り（複合）：68,200円

（人間ドック＋脳ドック）

千葉中央メディカルセンター 若葉区加曽利町1835-1 043-232-3691 日帰り：42,900円
日帰り（脳）：66,000円

日帰り（複合）：86,900円

千葉衛生福祉協会（千葉診療所） 千葉市中央区院内1-8-12 043-224-2016 日帰り：44,000円

みつわ台総合病院 若葉区若松町531-486 043-254-3201
日帰り：39,600円

１泊 ：59,400円

日帰り（脳）：44,000円

複合：78,100円

1泊複合：97,900円

鎌取駅前クリニック 緑区おゆみ野3-2-5　K's STATIONS　2F 043-291-6110 日帰り：47,000円

最成病院ヘルスケアセンター 花見川区柏井町800-1 043-257-8111
日帰り：44,000円

通い2日：55,000円

千葉脳神経外科病院 稲毛区長沼原町408 043-250-1228 日帰り（脳）：66,000円

山王病院 稲毛区山王町166-2
0120-232-830

043-421-2221

日帰り：42,900円

１泊：63,800円

日帰り（婦）：50,600円

日帰り（脳）：38,500円

日帰り（複合）：75,900円

ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港32-14 043-242-6131

日帰り（Ⅰ）：41,250円

日帰り（Ⅱ）：50,600円

日帰り（Ⅲ）：50,050円

日帰り（Ⅳ）：55,000円

複合（Ⅰ）：80,850円

複合（Ⅱ）：90,200円

複合（Ⅲ）：89,650円

複合（Ⅳ）：94,600円

脳：47,300円

幕張マリブクリニック 美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト2F 043-297-0188

日帰り：42,900円

１泊：61,600円

日帰り（婦）：50,600円

亀田幕張クリニック 美浜区中瀬1-3CD-2　幕張テクノガーデン2F 043-296-2321

日帰り：49,500円

１泊：82,500円

通い２ 日：88,000円

茂原市 山之内病院 茂原市町保3 0475-25-6355
日帰り：40,700円

日帰り（婦）：44,000円

脳：38,500円

複合：70,400円

長生郡 リソルクリニック 長生郡長柄町上野521-4 0475-35-2222 日帰り（胃カメラ）：41,800円

東金市 浅井病院 東金市家徳38-1 0475-58-1407 日帰りA：44,000円

日帰り（脳）B：65,450円

複合C：66,000円

複合D：66,000円

複合E：77,000円

複合F：103,400円

佐倉市 志津南クリニック 佐倉市上志津原36-5 043-462-6616
日帰り：44,000円

１泊：66,000円

津田沼中央総合病院 習志野市谷津1-9-17 047-476-5111
日帰り：41,800円

１泊：63,800円

日帰り（脳）：49,500円

日帰り（複合）：74,800円

１泊（複合）：96,800円

メディカルスクエア奏の杜クリニック 習志野市奏の杜2-1-1　奏の杜フォルテ2階 047-406-5000
日帰り：41,800円

日帰り（婦）：46,200円

八千代市 勝田台病院 八千代市勝田622-2 047-482-3020
日帰り：36,300円

１泊：62,700円

日帰り（脳）：37,400円

日帰り（複合）：58,300円

千葉市

習志野市



人間ドック・脳ドック等契約医療機関一覧 2022.4～

エリア 医療機関名 所在地 電話番号
利用コース・料金（人間ドック）

※消費税込み

利用コース・料金（脳ドック等）

※消費税込み

セントマーガレット病院 八千代市上高野450 047-485-5111

日帰り：40,700円

日帰り（婦A）：51,700円

日帰り（婦B）：50,050円

日帰り（婦C）：44,550円

日帰り（婦D）：47,850円

日帰り（婦E）：46,200円

日帰り（脳）：39,600円

日帰り（複合）：80,300円

シンワ総合健診センター 八千代市米本2167-8 047-489-2111 日帰り：40,600円

四街道市 四街道徳洲会病院 四街道市吉岡1830-1 043-214-0111 日帰り：44,000円
日帰り（脳）：38,500円

日帰り（複合）：77,500円

地域医療機能推進機構　船橋中央病院 船橋市海神6-13-10 047-433-5885
日帰り：41,800円

１泊：67,100円

船橋総合病院 船橋市北本町1-13-1 047-425-1153 日帰り：41,800円

花輪クリニック 船橋市本町1-3-1　フェイスビル8F 047-422-2202
日帰り：44,000円

日帰り（婦）：48,400円

東船橋病院 船橋市高根台4-29-1 047-468-0011 日帰り：41,800円
日帰り（脳）：41,800円

日帰り（複合）：71,500円

千葉徳洲会病院 船橋市高根台2-11-1 047-774-0385

日帰り：49,500円

通い2日：68,200円

日帰り（婦）：55,000円

日帰り（脳）：33,000円

日帰り（複合）：73,700円

板倉病院 船橋市本町2-10-1 047-431-2662
日帰り（胃レントゲン）：42,800円

日帰り（胃カメラ）：46,400円
日帰り（脳）：44,000円

セコメディック病院 船橋市豊富町696-1 047-457-9900

日帰り：44,509円

日帰り（婦A）：48,909円

日帰り（婦B）：48,909円

日帰り（婦C）：53,309円

日帰り（脳）：47,157円

日帰り（複合）：72,009円

大野中央病院 市川市下貝塚3-31-2 047-374-0011
日帰り：40,700円

１泊：63,800円

市川東ヘルスクリニック 市川市二俣2-14-1 047-327-2111 日帰り：44,000円 日帰り（脳）：33,000円

鎌ヶ谷市 東邦鎌谷病院 鎌ケ谷市粟野594 047-445-6411
日帰り：44,000円

日帰り（胃カメラ）：48,400円

日帰り（脳）：20,900円

複合ドック：64,900円

複合（胃カメラ）：69,300円

新浦安虎の門クリニック 浦安市日の出2-1-5 047-381-2088
日帰り：49,500円

１泊：74,800円

東京ベイ・浦安市川医療センター 浦安市当代島3-4-32 047-351-3101 日帰り：41,000円 日帰り（脳）：37,280円

メディカルガーデン新浦安 浦安市日の出1-1-25 047-709-3800

日帰り（A・標準）：41,800円

日帰り（B・胃内視鏡）：50,600円

日帰り（婦）：55,000円

日帰り（脳）：44,000円

日帰り（複合）：73,333円

印旛郡 北総栄病院 印旛郡栄町安食2421 0476-95-6811
日帰り：33,000円

日帰り（婦）：40,700円

白井市 白井聖仁会病院 白井市笹塚3-25-2 047-491-7596
日帰り：45,100円

１泊：65,340円

新東京クリニック 松戸市根本473-1 047-367-6670 日帰り：44,000円

新東京病院 松戸市和名ヶ谷1271 047-711-8700 １泊：67,100円 日帰り（脳）：55,000円

東葛クリニック病院 松戸市樋野口822 047-331-2025 日帰り：47,580円

小金原健診クリニック 松戸市小金3　高橋ビル6階 047-348-7201 日帰り：41,860円

千葉西総合病院 松戸市金ヶ作107-1 047-384-8111
日帰り：45,100円

１泊：68,200円
日帰り（複合）：70,290円

野田市 小張総合病院 野田市横内29-1 04-7124-7427
日帰り：41,800円

１泊：70,400円

日帰り（脳）：66,000円

日帰り（心臓）：44,000円

松戸市

浦安市

船橋市

市川市

八千代市



人間ドック・脳ドック等契約医療機関一覧 2022.4～

エリア 医療機関名 所在地 電話番号
利用コース・料金（人間ドック）

※消費税込み

利用コース・料金（脳ドック等）

※消費税込み

野田市 キッコーマン総合病院 野田市宮崎100 04-7123-5910

日帰り：42,900円

１泊：66,770円

日帰り（婦A）：53,900円

日帰り（婦B）：53,350円

日帰り（脳）：64,900円

日帰り（肺がん）：59,400円

日帰り（男・腫瘍）：48,730円

日帰り（女・腫瘍）：48,950円

日帰り（婦A＋腫瘍）：59,950円

日帰り（婦B＋腫瘍）：59,400円

日帰り（婦A＋脳）：75,900円

日帰り（婦B＋脳）：75,350円

日帰り（婦A＋肺）：70,400円

日帰り（婦B＋肺）：69,850円

柏健診クリニック 柏市柏4-5-22 04-7167-4119

日帰り：45,100円

１泊：66,000円

日帰り（婦A）：52,800円

日帰り（婦B）：49,500円

日帰り（婦C）：49,500円

日帰り（脳）：26,400円

日帰り（複合）：69,300円

名戸ヶ谷病院 柏市名戸ヶ谷687-4 04-7167-8336

日帰り：44,000円

１泊：66,000円

日帰り（婦）：50,600円

日帰り（脳）：44,000円

日帰り（複合）：66,000円

岡田病院 柏市末広町2-10 04-7145-0121
日帰り：39,820円

日帰り＋子宮がん：43,120円

柏厚生総合病院 柏市篠籠田617
04-7148-0342

04-7144-8868

日帰り：42,900円

日帰り（婦）：47,300円

日帰り（脳A）：38,500円

日帰り（脳B）：49,500円

日帰り（複合）：72,600円

おおたかの森病院 柏市豊四季113 04-7141-1117

日帰り：45,840円

日帰り（胃内視鏡）：47,960円

１泊：115,200円

日帰り（脳・簡易）：45,000円

日帰り（脳・基本）：49,000円

日帰り（複合）：85,000円

日帰り（複合会員）：60,000円

我孫子市 我孫子東邦病院 我孫子市我孫子1851-1 04-7182-8166

日帰り：40,700円

通い２日：49,500円

日帰り（婦）：36,300円

流山市 千葉愛友会記念病院 流山市鰭ケ崎1-1 04-7159-1611
日帰り：41,800円

日帰り（婦）：54,450円

木更津市 かずさアカデミアクリニック 木更津市かずさ鎌足2-3-9 0438-52-0211
日帰り：44,000円

１泊：68,200円

館山病院 館山市長須賀196 0470-23-5030 日帰り：44,000円 脳ドック：45,100円

安房地域医療センター 館山市山本1155 0470-25-5120

日帰り：44,000円

日帰り（婦）：50,600円

１泊：70,950円

１泊（婦）：77,550円

脳ドック：40,150円

日帰り（複合）：77,550円

市原市 五井病院 市原市五井5155 0436-25-5151
日帰り：41,80円

日帰り（婦）：22,000円

日帰り（脳）：44,000円

日帰り（複合）：74,800円

鴨川市 亀田健康管理センター 鴨川市東町1344 04-7099-1115
日帰り：49,500円

１泊：82,500円
脳ドックはオプション扱い

君津市 （一財）君津健康センター 君津市君津1 0439-55-6811

日帰り（A）：41,800円

日帰り（男B）：44,330円

日帰り（婦A）：48,400円

日帰り（婦B）：51,150円

袖ヶ浦市 袖ヶ浦さつき台病院 袖ヶ浦市長浦駅前5-21 0438-60-7391 日帰り：44,000円
日帰り（脳）：47,300円

日帰り（複合）：86,900円

成田赤十字病院 成田市飯田町90-1 0476-22-2311

日帰り：44,880円

日帰り（婦A）：55,880円

日帰り（婦B）：50,380円

日帰り（婦C）：50,380円

日帰り（婦D）：55,880円

日帰り（婦E）：60,280円

日帰り（婦F）：50,380円

日帰り（婦G）：54,780円

１泊：65,780円

通い2日：58,080円

複合（1泊）：93,280円

複合（通い2日）：85,580円

国際医療福祉大学成田病院 成田市畑ヶ田852 0476-35-5602 日帰り：44,000円

旭市 国保旭中央病院 旭市イの1326 0479-62-3822

日帰り（男）：42,834円

日帰り（女）：45,034円

１泊：67,100円

柏市

館山市

成田市



：

：

：

※ 事業所で巡回健康診断の実施（ 未受診・受診予定・受診済 ）

〒　　 －

TEL：　　　（　　　）

〒260-0016　千葉市中央区栄町36-10

TEL：043（201）1251（代）

FAX：043（201）1252

※ 利用年月日の2週間前までにお申し込みください
※ 利用申込書は、ＦＡＸまたは郵送いずれか一方で送付してください
※ 利用コースは、『人間ドック・脳ドック等契約医療機関一覧』を

参考に記入してください

所在地

生年月日  　昭　和　　　　年　　　月　　　日

住　　所

事業所名

組合名 千 葉 県 機 械 金 属 健 康 保 険 組 合

（ ﾌﾘｶﾞﾅ ）

男 ・ 女
利用者氏名

被保険者証
家
族

・本
人

連 絡 先

医療機関名

利用年月日 令和  　　年　 　 月　　  日 （　　 曜日）

利用コース

記
号

番
号

令和　　年　　月　　日

 人間・脳ドック利用申込書（ＦＡＸ用）

利用券送付希望先 （ 自宅 ・ 事業所 ）

事 業 所 名

担 当 者 名


