
岐阜連合会が独自に指定している健診機関 

平成２４年４月１日 

番
号 指定年月日 病院名 １泊２日ドック 半日ドック 

S５６．４．１ 
国民健康保険 

坂下病院 

〒509-9293 

中津川市坂下７２２番地１ 

TEL0573-75-3118 担当：地域医療 鈴木 

５７，７５０ なし 

１ 

オ
プ
シ
ョ
ン 

子宮(内診+頚部細胞診)4,725 円・乳房(ﾏﾝﾓ)5,250 円・骨密度検査(超音波・踵)1,050 円・骨密度

(DEXA・全身）3,780 円・前立腺 2,100 円・頚動脈超音波 3,675 円・血圧脈波 2,100 円・喀痰 3,150

円・胸部 CT9,450 円・腫瘍ﾏｰｶｰ 3,150 円・内臓脂肪測定 5,250 円 

S５６．４．１ 

(半日 H12.9.1) 
郡上市民病院 

〒501-4222 

郡上市八幡町島谷１２６１ 

TEL0575-67-1611 担当：健診センター 朽藤 

休止中 ３１，５００ 

２ 

オプション 
子宮(内診+細胞診)3,423 円・乳房(視触診+ﾏﾝﾓ)2,730 円・肺癌 12,600 円・前立腺癌 2,100 円 

B 型肝炎 1,260 円・C型肝炎 1,680 円・脳ﾄﾞｯｸ 21,000 円 

S５６．４．１ 
国民健康保険 

関ヶ原病院 

〒503-1514 

不破郡関ケ原町関ヶ原２４９０－２９ 

TEL0584-43-1122 担当：医事課 間塚 

６４，０５０ なし 

３ 

オプション 
胃透視 7,810 円・注腸透視 12,840 円・肺がん 9,000 円・腹部超音波 3,900 円・前立腺 1,320 円 

乳癌(マンモ)3,760 円・子宮癌 1,100 円・骨密度 570 円 

S６１．４．１ 聖病院 

４ 
〒500-8463 

岐阜市加納新本町３-１０ 

TEL058-271-5533 

Ｈ１８．８月指定停止 Ｈ１８．８月指定停止 

S６１．４．１ 久美愛厚生病院 

〒506-8502 

高山市中切町１-１(Ｈ24.5.1 住所変更) 

TEL0577-32-3378(直)担当：地域保健課 蒲 山越 

(Ｈ２４．４.１料金変更) 

６３，０００ 

(Ｈ24.4.1 付加･一般料金変更） 

付加３１，５００ 

一般１９，９５０ ５ 

オプション 
乳癌(視触診+ﾏﾝﾓ)3,885 円・子宮癌(内診+頸部細胞診)3,675 円・喀痰 1,995 円・骨粗鬆症 3,780 円 

前立腺腫瘍ﾏｰｶｰ 1,470 円・脳ドック 41,470 円 

 



 

 

番
号 指定年月日 病院名 １泊２日ドック 半日ドック 

H２．１．１ 
医療法人 蘇西厚生会 

まつなみ健康増進ｸﾘﾆｯｸ 

〒501-6061 

羽島郡笠松町泉町１０ 

TEL058-388-0111   

６４，０５０ ２９，４００ 

６ 

オ
プ
シ
ョ
ン 

腫瘍ﾏｰｶｰ(膵臓,胆道,胃,肝臓,肺)6,300 円・子宮頚癌 3,150 円・子宮内膜癌 3,150 円 

乳癌(視触診+ﾏﾝﾓ)3,150 円・前立腺(超音波+血液+PSA)5,250 円・前立腺(血液+PSA)2,100 円 

肺癌(胸部 CT+喀痰)18,900 円・肺癌(喀痰)3,150 円・心臓病(超音波+負荷心電図)9,450 円 

HIV2,625 円・膠原病ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2,100 円・動脈硬化 8,400 円・貧血 1,050 円・ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ抗原 2,100

円・大腸 21,000 円・腹部 CT15,750 円・血管年齢 3,150 円 

脳検査 A52,500 円・脳検査 B23,100 円・脳検査 C23,100 円・脳検査 D29,400 円 

H５．２．１ ぎふ綜合健診センター 

〒501-6133     （Ｈ23.4.1 名称変更） 

岐阜市日置江４-４７ 

TEL058-279-3399 担当：石川  

なし ２９，４００ 

７ 

オ
プ
シ
ョ
ン 

子宮癌(細胞診+内診)3,150 円・乳癌(超音波+視触診)3,150 円・乳癌(ﾏﾝﾓ+視触診)4,725 円 

骨密度 2,625 円・肺癌(喀痰)2,100 円・腫瘍ﾏｰｶｰ(胃・大腸・膵臓)3,150 円・腫瘍ﾏｰｶｰ(肺)3,150 円 

腫瘍ﾏｰｶｰ(肝)2,100 円・腫瘍ﾏｰｶｰ(前立腺)1,575 円・呼吸器(胸部ﾍﾘｶﾙ CT)8,400 円 

動脈硬化 2,625 円・血液ｻﾗｻﾗ 2,625 円（H23.4.1 前立腺料金変更） 

H９．４．１ 
国民健康保険 

飛騨市民病院 

〒506-1111 

飛騨市神岡町東町７２５ 

TEL0578-82-1150 担当：久保 

なし 

３１，５００ 

脳ＭＲＩ １２，６００ 

（Ｈ23.4.1 新規コース） ８ 

オプション 
乳癌(ﾏﾝﾓ+視触診)4,300 円・子宮癌(医師採取)2,850 円・喀痰 2,850 円・前立腺 2,380 円 

骨密度 1,170 円・大腸癌 610 円 （H24.4.1 子宮癌・喀痰料金変更） 

H９．４．１ 
医療法人 白水会 

白川病院 

〒509-1106 

加茂郡白川町坂ノ東５７７０ 

TEL0574-72-2222 担当：細江 

なし Ａコース２７，０００ 

９ 

オプション 
脳ﾄﾞｯｸ 23,000 円・内臓脂肪測定 2,500 円・骨密度 1,500 円・子宮(自己採取)3,000 円 

血液ｻﾗｻﾗ 3,700 円 



 

番
号 指定年月日 病院名 １泊２日ドック 半日ドック 

H１０．１．５ 東濃厚生病院 

〒509-6101 

瑞浪市土岐町７６-１ 

TEL0572-68-4426 担当：山藤 

なし ３１，５００ 

10 

オプション 

乳癌(ﾏﾝﾓ+視触診)4850 円・乳癌(視触診+ｴｺｰ)3,150 円・乳癌(視触診+ﾏﾝﾓ+ｴｺｰ)6,300 円 

子宮(内診+頸部細胞診)3,150 円・肺(喀痰)3,150 円・骨粗鬆症 2,100 円・前立腺 1,890 円 

脳(MRI+MRA)21,000 円 

H１０．１．５ 
河村病院 

ｶﾜﾑﾗ健康管理支援ｾﾝﾀｰ 

〒501-3144 

岐阜市芥見大般若１-８４ 

TEL058-241-3311 担当：目加田 

なし 
胃透視 １５，０００ 

３ＤＣＴ２０，０００ 
11 

オプション 
婦人科「乳癌(視触診+超音波)+子宮癌(内診+頸部細胞診)」セット 5,000 円 

抗体・梅毒 4,000 円・腫瘍ﾏｰｶｰ(男性・女性)6,000 円 

H１０．１．５ 高山赤十字病院 

〒506-8550  （H22.4.1 名称変更） 

高山市天満町３-１１ 

TEL0577-32-1111(内 3216)担当：堀畑 

なし 
胃Ｘ線 ３３，０７５ 

胃内視鏡３４，５４５ 
12 

オプション 
乳癌(触診+ﾏﾝﾓ)3150 円・子宮癌 3150 円・肺癌(ﾍﾘｶﾙ CT+喀痰)15,750 円 

前立腺 1,470 円・骨塩定量 5,145 円 

H１０．１．５ 土岐市立総合病院 

〒509-5193 

土岐市土岐津町土岐口７０３－２４ 

TEL0572-55-2111 担当：医事課 小木曽 

なし ３１，５００ 

13 

オプション 

脳(頭部 MRI,頭部頚部 MRA)21,840 円・肺癌(喀痰,胸部 CT)11,000 円 

乳癌(触診+ﾏﾝﾓ+超音波)4,730 円・子宮,卵巣癌(子宮細胞診+経膣超音波)4,410 円 

前立腺(PSA+超音波)4,310 円・骨密度 4,420 円・体脂肪 2,630 円 

H１１．１２．１ 
医療法人 新生会 

八幡病院 

〒501-4228 

郡上郡八幡町桜町２７８ 

TEL0575-65-2151 担当：医事課 馬場(ｳﾏﾊﾞ) 

なし ３０，０００ 
14 

オプション 前立腺 2,100 円・骨塩定量 1,500 円 



 

番
号 指定年月日 病院名 １泊２日ドック 半日ドック 

H１２．９．１ 
医療法人 香徳会 

関中央病院 

〒501-3919 

関市平成通２-６-１８ 

TEL0575-21-1080 担当：健診人間ﾄﾞｯｸ 藤村 

なし 
胃Ｘ線 ２９，４００ 

胃内視鏡３４，６５０ 
15 

オプション 
HCV 抗体 1,575 円・前立腺(PSA)3,150 円・乳癌(ﾏﾝﾓ+視触診)5,250 円・乳癌(ﾏﾝﾓ+ｴｺｰ+視触診)7,350

円・子宮癌(頚部細胞診+内診)7,350 円・骨密度 1,050 円・脳 MRI21,000 円 

H１９．１１．１ 
医療法人社団 白鳳会 

鷲見病院 

〒501-5121 

郡上市白鳥町白鳥２-１ 

TEL0575-83-0272 担当：郡上健診ｾﾝﾀｰ 荒川 

なし ３３，６００ 

16 

オ
プ
シ
ョ
ン 

歯科診察 1,050 円・大腸癌(腫瘍ﾏｰｶｰ,直腸診,S状結腸,直腸内視鏡 14,700 円 

肺癌(腫瘍ﾏｰｶｰ,胸部 CT,喀痰 16,800 円・前立腺(腫瘍ﾏｰｶｰ)2,100 円・乳癌(視触診+ﾏﾝﾓ)4,200 円 

乳癌(視触診+超音波)3,150 円・子宮癌(内診+頸部細胞診)3,150 円 

甲状腺(視触診,ｴｺｰ)一般ﾄﾞｯｸ 1,450 円・甲状腺(視触診,ｴｺｰ)ﾚﾃﾞｨｰｽﾄﾞｯｸ,乳癌検診の場合 500 円 

H２０．１２．１０ 
医療法人 徳洲会 

大垣徳洲会病院 

〒503-0015 

大垣市林町６丁目８５-１ 

TEL0584-77-6110 担当：日野 

なし 
胃Ｘ線 ２９，４００ 

胃内視鏡３４，６５０ 
17 

オプション 
子宮癌 3,150 円・乳癌(超音波+視触診)3,150 円・乳癌(ﾏﾝﾓ+視触診)3,150 円・骨密度 1,580 円 

脳検診 21,000 円・心ｴｺｰ 10,500 円・肺検診 12,600 円・動脈硬化 3,150 円・前立腺ﾏｰｶｰ 1,470 円 

H２２．４．１ 揖斐厚生病院 

〒501-0619 

揖斐郡揖斐川町三輪２５４７-４ 

TEL0585-21-1181(直)担当：健診ｾﾝﾀｰ 

なし 
Ａコース２９，４００ 

Ｂコース２４，４００ 

18 

オ
プ
シ
ョ
ン 

腹部超音波 5,250 円・HBｓ抗原,HCV 抗体 2,940 円・眼底 1,260 円・眼圧 630 円・喀痰 3,150 円 

骨塩定量 2,100 円・乳癌(視触診+超音波)3,150 円・乳癌(ﾏﾝﾓ)1,575 円 

子宮癌(内診+頚部細胞診)3,150 円・ﾍﾟﾌﾟｼﾉｰｹﾞﾝⅠ･Ⅱ2,625 円・便中ﾋﾟﾛﾘ 3,150 円 

腫瘍ﾏｰｶｰ男性 7,350 円・腫瘍ﾏｰｶｰ女性 7,350 円・前立腺 1,890 円・歯科検診 2,000 円 

内臓脂肪検査 3,150 円 



番
号 指定年月日 病院名 １泊２日ドック 半日ドック 

H２３．８．１ 
社会医療法人厚生会 

多治見市民病院 

〒507-8511 

多治見市前畑町３丁目４３番地 

TEL0572-21-3744（直）担当：健康管理ｾﾝﾀｰ 

なし ３１，５００ 

19 

オ
プ
シ
ョ
ン 

前立腺がん 2,625 円・肝臓がん 2,310 円・CEA(胃がん、大腸がん、甲状腺がん、乳癌など)2,310 円 

CA19-9(膵臓がん、胆嚢がん、大腸がんなど)2,835 円・HIV 抗体 2,625 円・婦人科(子宮頚部がん+

頚管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ+子宮筋腫など)3,150 円・乳癌検診(触診+乳房ｴｺｰ)4,200 円、(触診+ﾏﾝﾓ)4,200 円・ 

喀痰検査 2,625 円・骨塩定量 1,470 円・ABI(動脈硬化)4,200 円 

 


