大阪読売健康保険組合契約人間ドック
Aグループ(35施設） 自己負担金 3,000円
地区

2018年1月31日現在

健診機関名
医療法人入野医院
医療法人メディカル春日会革嶋クリニック

住所
大阪市浪速区元町２－３－１９
ＴＣＡビル３階
大阪市北区梅田２丁目４－１３
阪神産経桜橋ビル２階

電話番号
06-6634-0350
06-6455-2000

健康保険組合連合会大阪中央病院健康管理センター

大阪市北区梅田３－３－３０

06-4795-5500

医療法人生登会寺元記念西天満クリニック

大阪市北区西天満３－１３－２０
ＡＳビル３階

06-6131-0070

一般財団法人大阪府結核予防会

大阪市中央区道修町４－６－５

06-6202-6666

大阪市内

医療法人翔永会飯島クリニック
一般財団法人大阪府結核予防会堺高島屋内診療所

大阪府内

大阪市中央区南船場３－５－１１
りそな心斎橋ビル
堺市堺区三国ケ丘御幸通５９
高島屋堺店内５階

06-6243-5401
072-221-5515

一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院

寝屋川市寝屋川公園２２７６－１

072-821-4781

特定医療法人中央会尼崎中央病院

尼崎市潮江１－１２－１

06-6499-3087

西宮市立中央病院

西宮市林田町８－２４

079-864-1515

医療法人社団清和会笹生病院健診センター

西宮市弓場町５－３７

079-834-0807

社会医療法人愛仁会カーム尼崎健診プラザ

尼崎市御園町５４番地
カーム尼崎２階

06-6430-1315

京都府内

医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院

京都市伏見区下鳥羽広長町１０１番地

075-621-3101

奈良県内

社会医療法人平和会吉田病院

奈良市西大寺赤田町１丁目７番１号

074-245-4601

島根県内

公益財団法人島根県環境保健公社
総合健診センター

松江市古志原１－４－６

085-232-5211

鳥取県内

公益財団法人鳥取県保健事業団

鳥取市富安２丁目９４番４

085-723-4841

岡山県内

岡山中央診療所健康管理センター

岡山市北区柳町１－１３－７

086-233-2222

医療法人社団ヤマナ会
広島生活習慣病・がん健診センター

広島市中区幟町１３－４
広島マツダビル４階

082-224-6661

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

尾道市平原一丁目１０－２３

084-822-8111

社会医療法人千秋会井野口病院健康管理センター

東広島市西条土与丸６－１－９１

0120-70-6076

医療法人高川会虹の橋病院

徳島市中島田町３丁目６０－１

088-633-5886

一般財団法人三宅医学研究所セントラルパーククリニック

高松市番町１－１０－１６

087-863-4560

日本赤十字社高松赤十字病院

高松市番町４－１－３

087-831-7101

愛媛県内

医療法人順風会健診センター

松山市高砂町２－３－１

089-915-0002

高知県内

医療法人グリーンハウスクリニックグリーンハウス

高知市上町１丁目７－１

088-871-2529

東海大学医学部付属八王子病院健康管理センター

八王子市石川町１８３８番地

042-639-1177

医療法人社団健診会東京メディカルクリニック

北区滝野川６－１４－９
東京先端医療モールビル

03-5980-0850

医療法人社団医凰会並木病院

所沢市東狭山ヶ丘５－２７５３

042-928-1000

梅原病院

春日部市大字小渕４５５－１

048-752-2152

医療法人クレモナ会ティーエムクリニック健診センター

熊谷市三ケ尻４８番地

048-533-8837

千葉県内

医療法人社団千葉秀心会東船橋病院

船橋市高根台４－２９－１

047-468-0118

神奈川県内

医療法人財団コンフォートコンフォート病院

横浜市西区平沼２－８－２５

045-313-8080

山口県内

山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院

山口市小郡下郷８６２番地３

083-973-3768

福岡県内

公益財団法人福岡県すこやか健康事業団
福岡国際総合健診センター

福岡市中央区天神２－１３－７
福岡平和ビル２階

092-712-7776

大分県内

社会医療法人敬和会健診センター

大分市大字志村字谷ヶ迫７６５

097-503-5918

※乳がん検査実施不可

兵庫県内

広島県内

徳島県内
香川県内

東京都内

埼玉県内

大阪読売健康保険組合契約人間ドック
Bグループ（45施設） 自己負担金 5,000円
地区

健診機関名

0120-48-9401

公益財団法人日本生命済生会総合健診
クリニックニッセイ予防医学センター

大阪市西区立売堀６－５－１５

06-6532-6437

一般財団法人関西労働保健協会アクティ健診センター

大阪市内
関西医科大学天満橋総合クリニック
社会医療法人寿楽会大野クリニック

0120-72-8797
06-6226-1325
06-6345-2210
06-6943-2260
06-6213-7230

大阪市東淀川区柴島１丁目７－５０

06-6324-6530

医療法人城見会アムスニューオータニクリニック

大阪市中央区城見１－４－１
ホテルニューオータニ大阪４階

06-6949-0305

医療法人医誠会医誠会病院人間ドックＳＯＰＨＩＡ

大阪市東淀川区菅原６－２－２５

06-6379-6701

コーナンメディカル鳳総合健診センター

堺市西区鳳東町４－４０１－１

072-260-5555

医療法人財団医親会りんくうタウンクリニック
医療法人生登会寺元記念病院
てらもと総合健診センター
一般財団法人関西労働保健協会千里ＬＣ健診センター
社会医療法人生長会ベルクリニック

高槻市芥川町１－１－１
ＪＲ高槻駅ＮＫビル
泉佐野市りんくう往来北一番
りんくうゲートタワービル８階
河内長野市古野町４番１１号
豊中市新千里東町１－４－２
千里ライフサイエンスセンタービル４階
堺市堺区戎島町４－４５－１
ホテル・アゴーラリージェンシー堺１１階

072-684-6277
072-460-1100
072-153-3330
06-6873-2210
072-224-1717

医療法人康雄会ホテルオークラ神戸クリニック

神戸市中央区波止場町２－１

078-335-2410

医療法人社団慈恵会新須磨クリニック

神戸市須磨区村雨町５－１－４

078-735-0010

社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院附属
新神戸ドック健診クリニック

神戸市中央区熊内町７－６－１
ジークレフ新神戸タワー２階
和歌山市小松原通１－１－１１
大岩ビル３階

和歌山県内

医療法人巨周会喜多クリニック和歌山診療所

岡山県内

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院総合保健管理センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福井県済生会病院

078-261-6736
073-425-2235

倉敷市鶴形１－８－５

086-422-6800

福井市和田中町舟橋７－１

077-628-8513

独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院健診センター 京都市中京区壬生東高田町１－２

075-311-5311

三菱京都病院

京都市西京区桂御所町１

075-381-2111

医療法人知音会四条烏丸クリニック

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５２
烏丸ハイメディックコート７階

075-241-3577

医療法人知音会御池クリニック

京都市中京区西ノ京下合町１１

075-823-3000

医療法人財団康生会武田病院健診センター

京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町
６０８番地 日本生命京都三哲ビル３階

075-746-5100

医療法人財団康生会山科武田ラクトクリニック

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９２ラクトＣ３０１

075-746-5100

医療法人社団松弘会三愛病院健康管理センター

さいたま市桜区田島４－３５－１７
西棟２階

048-865-5300

医療法人社団福生会斎藤労災病院

千葉市中央区道場南１－１２－７

043-227-7453

医療法人社団聖進会市川東病院市川東ヘルスクリニック

市川市二俣２－１４－１

047-327-2111

医療法人社団平静会大村病院健診センター

市川市南八幡４－１４－２

047-377-8008

医療法人社団天宣会柏健診クリニック

柏市柏４－５－２２

047-167-4119

京都府内

埼玉県内

大阪市浪速区湊町１－４－１
ＯＣＡＴビル３・４階
大阪市北区中之島２－３－１８
中之島フェスティバルタワー１５階
大阪市北区梅田３－１－１
サウスゲートビル１７階
大阪市中央区大手前１－７－３１
ＯＭＭビル３階
大阪市中央区難波２丁目２－３
御堂筋グランドビル７階

淀川キリスト教病院

大阪医科大学健康科学クリニック

福井県内

電話番号

大阪市福島区福島２丁目１－２

医療法人聖授会フェスティバルタワークリニック

神戸市内

住所

医療法人知音会中之島クリニック

医療法人聖授会ＯＣＡＴ予防医療センター

大阪府内

2018年1月31日現在

千葉県内

アムス丸の内パレスビルクリニック

東京都内
医療法人社団同友会春日クリニック

千代田区丸の内１－１－１
パレスビル４階
文京区小石川１－１２－１６
小石川ＴＧビル

03-3211-1171
03-3816-5840

大阪読売健康保険組合契約人間ドック
Bグループ（45施設） 自己負担金 5,000円
地区

2018年1月31日現在

健診機関名
一般財団法人日本予防医学協会附属診療所
ウェルビーイング毛利
医療法人社団裕健会築地クリニック

東京都内
医療法人社団雄治会小川町メディカルクリニック
クロス病院健診センター
医療法人城見会アムスランドマーククリニック
社会医療法人財団石心会アルファメディッククリニック

住所

電話番号

江東区毛利１－１９－１０
江間忠錦糸町ビル５階
中央区築地６－２５－１０
築地センタービル３階
千代田区神田小川町２－１２
進興ビルＢ１階

03-3635-5711
03-3549-6662
03-5848-4355

渋谷区幡ヶ谷２－１８－２０

03-3376-6450

横浜市西区みなとみらい２－２－１－１
ランドマークタワー７階
川崎市幸区堀川町５８０－１６
川崎テックセンター８階

045-222-5588
044-511-6116

大船中央病院健康管理センター

鎌倉市大船６－２－２４

046-747-7761

医療法人財団報徳会西湘病院

小田原市扇町１－１６－３５

046-535-5787

社会福祉法人日本医療伝道会
総合病院衣笠病院（健康管理センター）

横須賀市小矢部２－２３－１

046-852-1115

公益財団法人健康予防医学財団ヘルスケアクリニック厚木

厚木市中町３－６－１７
オ－イズミビル

046-223-1150

神奈川県内

Cグループ（39施設） 自己負担金（目安） 5,000円+基準超過分

※受診される検査項目により負担額が変わります。
2018年1月31日現在

自己負担金（目安）
地区

健診機関名

住所

電話番号
男性

女性

医療法人財団医親会ＯＢＰクリニック

大阪市中央区城見２－２－５３
大阪東京海上日動ビルディング４階

06-6941-8687

¥5,000

¥13,560

社会医療法人きつこう会多根クリニック

大阪市港区弁天１－２オーク２００２番街６階

06-6577-1881

¥5,000

¥14,856

一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネス新大阪健診クリニック
一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネスなんば健診クリニック

050-3541-2262

¥5,000

¥19,700

050-3541-2263

¥5,000

¥19,700

06-6775-3131

¥5,000

¥9,600

大阪市立大学医学部附属病院
先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ２１
一般財団法人住友生命福祉文化財団
（住友生命総合健診システム）

大阪市淀川区西中島６－１－１
新大阪プライムタワー７階
大阪市浪速区難波中１－１０－４
南海野村ビル１０階
大阪市天王寺区石ヶ辻町１５－１５
上六メディカルビル
大阪市阿倍野区阿倍野筋
１－１－４３ あべのハルカス２１階
大阪市淀川区西中島５－５－１５
新大阪セントラルタワー

06-6624-4010

¥7,080

¥7,080

06-6304-8141

¥5,000

¥11,580

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪市北区扇町２－４－２０

06-6312-8841

¥18,960

¥22,200

社会医療法人大道会帝国ホテルクリニック

大阪市北区天満橋１－８－５０
帝国ホテル大阪３階

06-6881-4000

¥5,000

¥12,480

一般財団法人住友病院健康管理センター

大阪市北区中之島５－３－２０

06-6443-1261

¥12,480

¥22,200

大阪府済生会中津病院総合健診センター

大阪市北区芝田２－１０－３９

06-6372-0750

¥10,925

¥14,532

医療法人愛成会愛成クリニック

枚方市山之上西町３２番１５号

072-845-0888

¥5,000

¥7,500

一般財団法人みどり健康管理センター

吹田市垂水町３－２２－５

06-6385-0265

¥5,000

¥7,620

一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネス神戸健診クリニック
医療法人健康会総合病院京都南病院
健康管理センター
一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネスひこね健診クリニック
一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネス栗東健診クリニック

神戸市中央区磯上通８－３－５
明治安田生命神戸ビル１２階

050-3541-2264

¥5,000

¥19,700

京都市下京区七条南中野町８

075-312-7393

¥5,000

¥10,104

彦根市古沢町１８１
近江鉄道ビル２階

050-3541-2265

¥5,000

¥19,700

栗東市小野５０１－１

050-3541-2261

¥5,000

¥19,700

広島県内

社会医療法人里仁会興生総合病院

三原市円一町２－５－１

084-863-5512

¥5,000

¥12,480

愛知県内

一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネス名古屋健診クリニック
一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣ健康スクエアウエルネス三重健診クリニック

名古屋市中区栄２－１０－１９
名古屋商工会議所ビル１１階

050-3541-2267

¥5,000

¥19,700

津市あのつ台４丁目１－３

050-3541-2266

¥5,000

¥19,700

大阪警察病院付属人間ドッククリニック

大阪市内

大阪府内
神戸市内
京都市内
滋賀県内

三重県内

大阪読売健康保険組合契約人間ドック
Cグループ（39施設） 自己負担金（目安） 5,000円+基準超過分

※受診される検査項目により負担額が変わります。
2018年1月31日現在

自己負担金（目安）
地区

健診機関名
一般財団法人近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネス東京日本橋健診クリニック
医療法人社団丸の内クリニック
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ
医療法人社団六医会内幸町診療所
医療法人社団榊原厚生会榊原サピアタワークリニック
聖路加国際病院附属クリニック予防医療センター
医療法人財団順和会山王メディカルセンター

東京都内

住所
中央区日本橋箱崎町５－１４
アルゴ日本橋ビル１階
千代田区丸の内１－６－２
新丸の内センタービルディング４階
千代田区飯田橋３－６－５
千代田区内幸町１－１－１
帝国ホテルタワー７階
千代田区丸の内１－７－１２
サピアタワー７階
中央区明石町８－１
聖路加タワー３・４・５階
港区赤坂８－５－３５

港区赤坂１－１２－３２
アーク森ビル３階
港区東新橋１－５－２
医療法人社団土合会汐留シティセンターセントラルクリニック
汐留シティセンター３階
新宿区西新宿２－１－１
医療法人社団榊原厚生会新宿三井ビルクリニック
新宿三井ビル４階・５階
一般財団法人産業医学研究財団アークヒルズクリニック

ＰＬ東京健康管理センター
医療法人社団明芳会池袋ロイヤルクリニック
医療法人社団進興会立川北口健診館

埼玉県内

渋谷区神山町１７－８
豊島区東池袋１－２１－１１
オーク池袋ビル８階・９階・１０階
立川市曙町２－３７－７
コアシティ立川ビル６階・９階

電話番号
男性

女性

050-3541-2529

¥5,000

¥19,700

03-5223-8822

¥9,780

¥19,878

03-5210-6622

¥10,480

¥21,120

03-3501-5567

¥7,080

¥13,560

03-5288-0011

¥5,000

¥10,320

03-5550-2400

¥26,520

¥30,840

03-3402-2185

¥12,480

¥21,120

03-3505-5373

¥5,000

¥11,400

03-5568-8702

¥5,000

¥9,609

03-3344-3311

¥5,000

¥10,860

03-3469-1163

¥10,320

¥21,120

03-3989-1112

¥5,000

¥11,400

042-521-1212

¥5,000

¥9,780

医療法人財団慈生会野村病院予防医学センター

三鷹市下連雀８－３－６

042-247-8811

¥5,460

¥12,480

医療法人大宮シティクリニック

さいたま市大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティビル３０階

048-645-1256

¥5,000

¥10,320

医療法人財団新生会大宮共立病院総合健診プログラム

さいたま市見沼区片柳１５５０

048-686-7155

¥5,000

¥11,400

医療法人財団健隆会戸田中央総合健康管理センター

戸田市上戸田２－３２－２０

048-442-1118

¥5,000

¥10,320

043-204-5511

¥5,000

¥11,400

043-296-2321

¥9,780

¥18,960

医療法人財団明理会千葉ロイヤルクリニック

千葉県内
医療法人鉄蕉会亀田総合病院附属幕張クリニック

千葉市中央区新町１０００番
センシティタワー８階
千葉市美浜区中瀬１－３
幕張テクノガーデンＣＤ棟２階

大阪読売健康保険組合契約専門ドック
《脳ドック》：Aグループ（8施設） 自己負担金 3,000円
健診機関名

医療法人メディカル春日会革嶋クリニック
医療法人入野医院

電話番号

06-6455-2000

¥0

06-6634-0350

¥0

06-6643-2660

併診受診不可

06-6624-4010

¥0

075-746-5100

¥0

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町１０１番地

075-621-3101

¥0

千葉県市川市二俣２－１４－１

047-327-2111

併診受診不可

神奈川県横須賀市小矢部２－２３－１

046-852-1115

併診受診不可

電話番号

50歳以上の被保険者と
被扶養者である配偶者
が3年に１回１日ドックと
同じ施設で併診受診す
る場合の自己負担金

住所
大阪府大阪市北区梅田２丁目４－１３
阪神産経桜橋ビル２階
大阪府大阪市浪速区元町２－３－１９
ＴＣＡビル３階

医療法人寿会富永クリニック

大阪府大阪市浪速区敷津西２－２－１４

大阪市立大学医学部附属病院
先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ２１

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
あべのハルカス２１階
京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入
東塩小路町６０８番地日本生命京都三哲ビル３階

医療法人財団康生会武田病院健診センター
医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院
医療法人社団聖進会市川東病院
市川東ヘルスクリニック
社会福祉法人日本医療伝道会
総合病院衣笠病院（健康管理センター）

2018年1月31日現在

50歳以上の被保険者と
被扶養者である配偶者
が3年に１回１日ドックと
同じ施設で併診受診す
る場合の自己負担金

《脳ドック》：Bグループ（5施設） 自己負担金 5,000円
健診機関名

住所

2018年1月31日現在

コーナンメディカル鳳総合健診センター

大阪府堺市西区鳳東町４－４０１－１

072-260-5555

¥0

医療法人康雄会ホテルオークラ神戸クリニック

兵庫県神戸市中央区波止場町２－１

078-335-2410

¥0

医療法人知音会御池クリニック

京都府京都市中京区西ノ京下合町１１

075-823-3000

¥0

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福井県済生会病院

福井県福井市和田中町舟橋７－１

077-628-8513

¥0

医療法人社団同友会春日クリニック

東京都文京区小石川１－１２－１６
小石川ＴＧビル

03-3816-5840

¥0

《脳ドック》：Cグループ（8施設） 自己負担金 5,000円+基準超過分
健診機関名

住所

2018年1月31日現在

電話番号

自己負担金
（目安）

50歳以上の被保険者と
被扶養者である配偶者
が3年に１回１日ドックと
同じ施設で併診受診す
る場合の自己負担金

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪府大阪市北区扇町２－４－２０

06-6312-8841

¥27,600

併診受診不可

医療法人知音会中之島クリニック

大阪府大阪市福島区福島２丁目１－２

0120-48-9401

¥6,000

¥0

0120-72-8797

¥6,000

¥0

06-6213-7230

¥8,160

¥0

医療法人聖授会ＯＣＡＴ予防医療センター
社会医療法人寿楽会大野クリニック

大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１
ＯＣＡＴビル３・４階
大阪府大阪市中央区難波２丁目２－３
御堂筋グランドビル７階

公益財団法人日本生命済生会
総合健診クリニックニッセイ予防医学センター

大阪府大阪市西区立売堀６－５－１５

06-6532-6437

¥6,000

¥6,000

大阪警察病院付属人間ドッククリニック

大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町１５－１５
上六メディカルビル

06-6775-3131

¥7,543

併診受診不可

淀川キリスト教病院

大阪府大阪市東淀川区柴島１丁目７－５０

06-6324-6530

¥10,000

¥5,000

一般財団法人関西労働保健協会
千里ＬＣ健診センター

大阪府豊中市新千里東町１－４－２
千里ライフサイエンスセンタービル４階

06-6873-2210

¥12,480

併診受診不可

大阪読売健康保険組合契約専門ドック
《肺ドック》 : Aグループ 自己負担金 3,000円
健診機関名
大阪市立大学医学部附属病院
先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ２１
社会医療法人大道会帝国ホテルクリニック
大阪警察病院付属人間ドッククリニック
医療法人知音会四条烏丸クリニック
医療法人知音会御池クリニック

2018年1月31日現在

住所
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
あべのハルカス２１階
大阪府大阪市北区天満橋１－８－５０
帝国ホテル大阪３階
大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町１５－１５
上六メディカルビル
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル
手洗水町６５２ 烏丸ハイメディックコート７階
京都府京都市中京区西ノ京下合町１１

電話番号

自己負担金

50歳以上の被保険者と
被扶養者である配偶者
が3年に１回１日ドックと
同じ施設で併診受診す
る場合の自己負担金

06-6624-4010

¥3,000

¥0

06-6881-4000

¥3,000

¥0

06-6775-3131

¥3,000

併診受診不可

075-241-3577

¥3,000

¥0

075-823-3000

¥3,000

¥0

電話番号

自己負担金
（目安）

50歳以上の被保険者と
被扶養者である配偶者
が3年に１回１日ドックと
同じ施設で併診受診す
る場合の自己負担金

《心臓ドック》 自己負担金（目安） 3,000円～
健診機関名

2018年1月31日現在

住所

医療法人知音会中之島クリニック（※Ｃグループ）

大阪府大阪市福島区福島２丁目１－２

0120-48-9401

¥27,600

¥10,644

大阪市立大学医学部附属病院
先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ２１
（※Ａグループ）

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
あべのハルカス２１階

06-6624-4010

¥3,000

¥0

電話番号

自己負担金
（目安）

50歳以上の被保険者と
被扶養者である配偶者
が3年に１回１日ドックと
同じ施設で併診受診す
る場合の自己負担金

《ＰＥＴ》：Ｃグループ 自己負担金（目安） 38,400円～
健診機関名

住所

2018年1月31日現在

医療法人知音会中之島クリニック

大阪府大阪市福島区福島２丁目１－２

0120-48-9401

¥49,200

¥38,400

医療法人聖授会ＯＣＡＴ予防医療センター

大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１
ＯＣＡＴビル３・４階

0120-72-8797

¥49,740〜

併診受診不可

社会医療法人大道会森之宮クリニック

大阪府大阪市東成区中道１－３－１５

06-6981-9600

¥44,000

併診受診不可

医療法人知音会御池クリニック

京都府京都市中京区西ノ京下合町１１

075-823-3000

¥38,400

併診受診不可

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福井県済生会病院

福井県福井市和田中町舟橋７－１

077-628-8513

¥40,560

併診受診不可

