人間ドック受検時に特定健診受診券が使用できる実施機関
施設名称

郵便番号

2022年10月更新

住所

電話番号
011-220-4811

船員保険 北海道健康管理センター

060-0002

北海道札幌市中央区北２条西１丁目１番地 マルイト札幌ビル４階・５階

独立行政法人地域医療推進機構
札幌北辰病院 健康管理センター

004-8618

北海道札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２番１号

医療法人社団はらだ病院

070-0031

北海道旭川市１条通１６丁目右７号

0166-25-6000

公益財団法人 北海道医療団 帯広第一病院 080-0014

北海道帯広市西４条南１５丁目１７番地３

0155-25-3121

医療法人扶恵会 釧路中央病院

085-0017

北海道釧路市幸町９丁目３番地

0154-31-2112

総合病院 釧路赤十字病院

085-8512

北海道釧路市新栄町２１番１４号

0154-22-7171

猿払村国民健康保険病院

098-6234

北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地

01635-2-3331

ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院

099-0494

北海道紋別郡遠軽町大通北３丁目１番地５

0158-42-4101
（内線：2260）

株式会社札幌フィットネスセンター
札幌フジクリニック

060-0004

北海道札幌市中央区北４条西５丁目 アスティ４５ビル５Ｆ

011-261-6845

長万部町立病院

049-3521

北海道山越郡長万部町字長万部１８番地４０

01377-2-5611

公益財団法人 青森県総合健診センター
附属あおもり健康管理センター

030-0813

青森県青森市松原三丁目９番３９号

017-773-6011

公益財団法人八戸市総合健診センター

031-0011

青森県八戸市田向３丁目６－１５

0178-70-5563

一部事務組合下北医療センター
むつ総合病院

035-8601

青森県むつ市小川町一丁目２番８号

一般社団法人 弘前市医師会 健診センター

036-8045

青森県弘前市野田２－７－１

0120-050-489

つがる西北五広域連合 つがる市民診療所

038-3131

青森県つがる市木造千年４番地

0173-42-3111

一般社団法人 慈恵会 疾病予防施設
慈恵クリニック

038-0021

青森県青森市安田字近野１６０－３

017-782-8711

1／16

011-893-5881
（平日13：00～16：30）

0175-22-1111（代）
健診・保健科

施設名称

郵便番号

住所

電話番号

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
メディカルコート八戸西病院付属
039-1103
八戸西健診プラザ

青森県八戸市長苗代字中坪７４－１

0178-21-1717

特定医療法人 盛岡つなぎ温泉病院

020-0055

岩手県盛岡市繋字尾入野６４番地９

019-689-2101

公益財団法人岩手県予防医学協会

020-8585

岩手県盛岡市北飯岡四丁目８番５０号

0570-00-7185

公益財団法人岩手県対がん協会
いわて健康管理センター

020-0864

岩手県盛岡市西仙北１－１７－１８

019-618-0151

岩手県対がん協会すこや館

028-3609

岩手県紫波郡矢巾町医大通２丁目１番６号

019-618-0151

医療法人社団 愛和会 盛岡南病院

020-0835

岩手県盛岡市津志田１３－１８－４

019-632-2311

医療法人 遠山病院

020-0877

岩手県盛岡市下ノ橋町６－１４

019-651-2118

980-6112

宮城県仙台市青葉区中央１－３－１ ＡＥＲ１２Ｆ

022-375-7113

981-3133

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目６－１２

022-375-7113

985-8506

宮城県塩釜市錦町１６－５

980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉１－６－６ イ－スタンビル５Ｆ・６Ｆ

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１ 仙台トラストタワ－４Ｆ

983-8477

宮城県仙台市宮城野区榴岡１－１－１ ＪＲ仙台イーストゲートビル４Ｆ

022-792-5000

医療法人社団 葵会 葵会仙台病院

984-0030

宮城県仙台市若林区荒井東１－６－８

022-380-1177

公益財団法人 秋田県総合保健事業団

010-0874

秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

018-831-2013

社会医療法人 青嵐会 本荘第一病院

015-8567

秋田県由利本荘市岩渕下１１０

0184-27-1116

独立行政法人 地域医療機能推進機構
秋田病院（JCHO秋田病院）

016-0851

秋田県能代市緑町５－２２

0185-52-3127

一般財団法人 宮城県成人病予防協会
中央診療所
一般財団法人 宮城県成人病予防協会
仙台循環器病センター総合健診センター
公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院
一般財団法人 宮城県予防医学協会附属
勾当台診療所
医療法人社団 進興会
せんだい総合健診クリニック
医療法人財団 明理会 ＩＭＳ Me-Life
（イムス ミライフ）クリニック仙台

2／16

022-367-9053
（健康管理室直通）
0570-010-955
（ナビダイヤル）
022-221-0066（代）

施設名称
医療法人篠田好生会 篠田総合病院

郵便番号

住所

電話番号

990-0045

山形県山形市桜町２番６８号

023-623-1711

990-9581

山形県山形市蔵王成沢字向久保田２２２０

023-688-6511
（ガイダンス１）

996-0084

山形県新庄市大手町２－４９

0233-23-3411

998-0875

山形県酒田市東町１－２３－１

0234-26-1882

医療法人 舟山病院

992-0027

山形県米沢市駅前２－４－８

0238-23-4435

鶴岡協立病院

997-0816

山形県鶴岡市文園町９－３４

医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院

990-0045

山形県山形市桜町７－４４

一般財団法人 日本健康管理協会
山形健康管理センター

990-0813

山形県山形市桧町４－８－３０

023-664-0351

医療法人 徳洲会 山形徳洲会病院

990-0834

山形県山形市清住町２－３－５１

023-647-3418

医療法人 徳洲会 庄内余目病院

999-7782

山形県東田川郡庄内町松陽１－１－１

0234-43-2424

一般財団法人 竹田健康財団
竹田綜合病院

965-0862

福島県会津若松市本町１－１

0242-29-9877

会津中央病院

965-8611

福島県会津若松市鶴賀町１番１号

0242-25-2082

社団医療法人 養生会 かしま病院

971-8143

福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２２－１

0246-58-4718

総合病院 土浦協同病院 予防医療センター

300-0028

茨城県土浦市おおつ野４－１－１

029-846-3731

医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院

300-1296

茨城県牛久市猪子町８９６

029-873-4334

医療法人渡辺会 大洗海岸病院

311-1311

茨城県東茨城郡大洗町大貫町９１５

029-267-2191

医療法人社団善仁会 小山記念病院

314-0030

茨城県鹿嶋市厨５－１－２

0299-85-1139

社会医療法人中山会宇都宮記念病院
総合健診センター

320-0811

栃木県宇都宮市大通り１－３－１６

028-625-7831

公益財団法人やまがた健康推進機構
山形検診センター
公益財団法人やまがた健康推進機構
最上検診センター
公益財団法人やまがた健康推進機構
庄内検診センター
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0235-23-6060（代）
健診科
023-622-7181
（内線211
保健予防課）

施設名称

郵便番号

住所

電話番号

公益財団法人栃木県保健衛生事業団

320-8503

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

028-623-8282

国際医療福祉大学病院 予防医学センター

329-2763

栃木県那須塩原市井口５３７－３

0287-38-2751

医療法人 真木会 真木病院

370-0075

群馬県高崎市筑縄町７１－１

027-363-8558

医療法人社団美心会黒沢病院
附属ヘルスパーククリニック

370-1203

群馬県高崎市矢中町１８８

027-353-2277

一般社団法人 浦和医師会健診センター

330-0061

埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－１８

048-824-1772

医療法人財団 新生会 大宮共立病院

337-0024

埼玉県さいたま市見沼区片柳１５５０

048-686-7155

医療法人藤和会藤間病院

360-0031

埼玉県熊谷市末広２－１３８

048-523-9608

医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院

362-0075

埼玉県上尾市柏座１－１０－１０

048-773-1114

医療法人 豊仁会 三井病院

350-0066

埼玉県川越市連雀町１９－３

049-222-7217
（直通）

一般財団法人柏戸記念財団
ポートスクエア柏戸クリニック

260-0025

千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 千葉ポートサイドタワー２７階

043-245-6051

社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院

277-0084

千葉県柏市新柏２－１－１

04-7167-8336（代）

医療法人静和会 浅井病院

283-8650

千葉県東金市家徳３８－１

0475-58-1407

医療法人積仁会 島田総合病院

288-0053

千葉県銚子市東町５－３

0479-22-0063

社会医療法人社団さつき会
かずさアカデミアクリニック

292-0818

千葉県木更津市かずさ鎌足２－３－９

0438-52-0211

医療法人社団 普照会 井上記念病院

260-0027

千葉県千葉市中央区新田町１－１６

043-245-8811

東京逓信病院 人間ドックセンター

102-8798

東京都千代田区富士見２丁目１４－２３

03-5214-7055
7167

医療法人社団六医会 内幸町診療所

100-0011

東京都千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー７階

03-3501-5567

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ

101-0051

東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 神保町三井ビルディング

03-5210-6622
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施設名称

郵便番号

住所

電話番号

牧田総合病院 人間ドック健診センター

144-8501

東京都大田区西蒲田８－２０－１

03-6428-7489

医療法人社団バリューメディカル
バリューＨＲビルクリニック

151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２５番５号バリューＨＲ代々木ビル

0570-075-710

芙蓉診療所 成人病医学センター

160-0022

東京都新宿区新宿５－１４－５

03-3350-6731

野村病院予防医学センター

181-8503

東京都三鷹市下連雀８－３－６

0422-47-8811

医療法人社団 永生会 南多摩病院

193-0832

東京都八王子市散田町３－１０－１

042-663-0519

医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院

194-0297

東京都町田市下小山田町１４９１

042-797-1512

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院

196-0003

東京都昭島市松原町３－１－１

042-500-6622

フィオーレ健診クリニック

160-0022

東京都新宿区新宿７－２６－９ フィオーレ東京

03-5287-6211

楠樹記念クリニック

163-0203

東京都新宿区西新宿２－６－１ 新宿住友ビル３Ｆ

03-3344-6666

一般財団法人日本健康増進財団
恵比寿ハートビル診療所

150-0013

東京都渋谷区恵比寿１－２４－４

03-5420-8015

医療法人社団 同友会 春日クリニック

112-0002

東京都文京区小石川１－１２－１６ ＴＧビル

03-3816-5840

東小金井さくらクリニック

184-0011

東京都小金井市東町４－３７－２６

042-382-3031

社会医療法人大成会 長汐病院

170-0014

東京都豊島区池袋１－５－８

03-5924-6150

横浜東口クリニック

220-0011

神奈川県横浜市西区高島２－１９－１２ スカイビル１７階

045-453-3366

一般財団法人ヘルス・サイエンス・センター

252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野３－３－２－４０１

042-740-6200

252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本６－１－１４ ザ・ハシモトタワー４階

046-229-3731

243-0022

神奈川県厚木市酒井３１３２

046-229-3731

神奈川県厚生農業協同組合連合会
保健福祉センター
JA健康管理センターさがみはら
神奈川県厚生農業協同組合連合会
保健福祉センター
JA健康管理センターあつぎ
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施設名称

郵便番号

住所

電話番号

京浜健診クリニック

236-0026

神奈川県横浜市金沢区柳町３－９

045-782-3222

社会医療法人社団 三思会
東名厚木メディカルサテライトクリニック

243-0034

神奈川県厚木市船子２２４

046-229-1937

医療法人社団康心会 湘南健康管理センター

253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２－２－３

0467-86-6570

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立メディカルサテライト健診センター

244-0033

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３９７０－５

0120-733-153

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

212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０－１６ 川﨑テックセンター８階

044-511-6116

医療法人社団 三喜会 横浜新緑総合病院

226-0025

神奈川県横浜市緑区十日市場町１７２６－７

045-984-3003

公益財団法人 神奈川県予防医学協会

231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通５８ 日大通りビル

045-641-8502

医療法人回生会

231-0031

神奈川県横浜市中区万代町２－３－３

045-662-2489

241-0002

神奈川県横浜市旭区上白根２－６５－１

045-951-3348

252-0206

神奈川県相模原市中央区淵野辺３－２－８

042-753-3301

221-0821

神奈川県横浜市神奈川区富家町６－６

045-432-1117

医療法人 横浜平成会 平成横浜病院

244-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町５５０

045-860-1888

医療法人社団 新東京石心会
さいわい鶴見病院

230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２１番地１号

045-581-6791

たちかわ総合健診センター

940-8621

新潟県長岡市旭岡１丁目２４番地

0258-36-6221

新潟県厚生農業協同組合連合会
上越総合病院

943-8507

新潟県上越市大道福田６１６番地

025-524-3000（代）

一般財団法人 下越総合健康開発センター

957-8577

新潟県新発田市本町４丁目１６番８３号

0254-23-8370

社会医療法人新潟臨港保健会
新潟万代病院

950-8584

新潟県新潟市中央区八千代２－２－８

025-244-4700

ふれあい横浜ホスピタル

医療法人社団恵生会
上白根病院 けんしんセンター
医療法人社団 相和会
相模原総合健診センター
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
神奈川県済生会神奈川県病院
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施設名称

郵便番号

住所

電話番号

新潟臨港病院

950-0051

新潟県新潟市東区桃山町１丁目１１４番地３

025-368-7040

一般財団法人 石川県予防医学協会

920-0365

石川県金沢市神野町東１１５番地

076-249-7222

国家公務員共済組合連合会北陸病院

921-8035

石川県金沢市泉が丘２－１３－４３

076-243-6888

特定医療法人社団勝木会
やわたメディカルセンター

923-8551

石川県小松市八幡イ１２番地７

0761-47-1216

公益財団法人福井県労働衛生センター

910-0029

福井県福井市日光１丁目３番１０号

0776-25-2206

医療法人十全会 あすわクリニック

918-8112

福井県福井市下馬３丁目５１１番地

0776-34-3600

公益財団法人 福井県予防医学協会

918-8238

福井県福井市和田２丁目１００６番地

0776-23-2777

医療法人 博俊会 春江病院

919-0476

福井県坂井市春江町針原６５－７

0776-51-1503

独立行政法人地域医療機能推進機構
山梨病院

400-0025

山梨県甲府市朝日３丁目１１の１６

055-251-5855

医療法人石和温泉病院 クアハウス石和

406-0023

山梨県笛吹市石和町八田３３０－５

055-263-7071

峡南医療センター富士川病院

400-0601

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢３４０－１

0556-22-7122

医療法人 恵信会 恵信会クリニック

380-0845

長野県長野市大字南長野西後町６１０番地

026-234-2880

長野県厚生農業協同組合連合会
北信総合病院

383-8505

長野県中野市西一丁目５番６３号

0269-22-4838

JA長野厚生連 佐久総合病院

384-0301

長野県佐久市臼田１９７番地

0267-82-2688

JA長野厚生連 南長野医療センター
篠ノ井総合病院

388-8004

長野県長野市篠ノ井会６６６番地１

026-292-2261

社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター

390-8510

長野県松本市本庄２－５－１

0263-34-6360

長野県立木曽病院

397-8555

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４

0264-22-2703

長野県立阿南病院

399-1501

長野県下伊那郡阿南町北条２００９－１

0260-22-2121
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施設名称

郵便番号

住所

電話番号

下伊那赤十字病院

399-3303

長野県下伊那郡松川町元大島３１５９－１

0265-36-7071

医療法人 仁雄会 穂高病院

399-8303

長野県安曇野市穂高４６３４番地

0263-81-1011

朝日大学病院総合健診センター

500-8523

岐阜県岐阜市橋本町３－２３

058-251-8001

501-3802

岐阜県関市若草通５丁目１番地

0575-22-2135

503-1394

岐阜県養老郡養老町押越９８６

0584-33-2175

509-6101

岐阜県瑞浪市土岐町７６番地１

0572-68-4426

509-2292

岐阜県下呂市森２２１１番地

0576-23-2233

501-2105

岐阜県山県市高富１１８７－３

0581-22-1215

501-0696

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪２５４７番地４

0585-21-1181

一般財団法人 岐阜健康管理センター

505-0046

岐阜県美濃加茂市西町１－２９２

0574-25-2555

一般財団法人 芙蓉協会
聖隷沼津第一クリニック
聖隷沼津健康診断センター

410-8580

静岡県沼津市本字下一丁田８９５－１

055-962-9882
（ガイダンス１）

医療法人社団 富士健診センター

416-0908

静岡県富士市柚木３９２－５

独立行政法人地域医療機能推進機構
桜ヶ丘病院

424-8601

静岡県静岡市清水区桜が丘町１３番２３号

054-353-5313

浜松赤十字病院

434-8533

静岡県浜松市浜北区小林１０８８－１

053-401-1140

430-0906

静岡県浜松市中区住吉２－３５－８

0120-938-375

422-8006

静岡県静岡市駿河区曲金６－８－５－２ マークス・ザ・タワー東静岡

0120-283-170

岐阜県厚生農業協同組合連合会
中濃厚生病院
岐阜県厚生農業協同組合連合会
岐阜・西濃医療センター 西美濃厚生病院
岐阜県厚生農業協同組合連合会
東濃中部医療センター 東濃厚生病院
健康管理センター
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院
岐阜県厚生農業協同組合連合会
岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院
岐阜県厚生農業協同組合連合会
岐阜・西濃医療センター 揖斐厚生病院

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
聖隷健康診断センター
社会福祉法人 聖隷福祉事業団
聖隷健康サポートセンターShizuoka
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0545-64-4421（代）

施設名称

郵便番号

住所

電話番号

公益財団法人 静岡県予防医学協会
総合健診センター

426-8638

静岡県藤枝市善左衛門２－１９－８

0120-39-6460

医療法人社団 哲新会 西焼津健診センター

425-0071

静岡県焼津市三ヶ名３３０－４

054-620-6085

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
聖隷健康診断センター

430-0906

静岡県浜松市中区住吉２－３５－８

0120-938-375

志太医師会検診センター

426-0078

静岡県藤枝市南駿河台１－１４－２

054-645-1678

社会医療法人明陽会

441-8029

愛知県豊橋市羽根井本町１３４番地

0532-31-3806

岡崎市医師会はるさき健診センター

444-0827

愛知県岡崎市針崎町字春咲１番地３

0120-489-545

半田市医師会健康管理センター

475-8511

愛知県半田市神田町１－１

0569-27-7887

医療法人 社団以心会 中野胃腸病院

473-0926

愛知県豊田市駒新町金山１－１２

0565-57-3366

大雄会第一病院

491-8551

愛知県一宮市羽衣１－６－１２

0586-26-2008

医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック

470-1101

愛知県豊明市沓掛町石畑１８０番地１

0562-93-8222

伊藤整形・内科 健診センター

480-0102

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東４１

0587-92-3382

医療法人社団 葵会 ＡＯＩ名古屋病院

461-0001

愛知県名古屋市東区泉二丁目２番５号

052-932-7174

医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院

448-8505

愛知県刈谷市住吉町５－１５

0566-25-8182

三河安城クリニック

446-0037

愛知県安城市相生町１４－１４

0566-75-7515

医療法人 富田浜病院

510-8008

三重県四日市市富田浜町２６－１４

059-365-0411

三重県津市あのつ台４丁目１－３

059-269-5678

三重県松阪市川井町字小望１０２

0598-21-8248

三重県伊勢市楠部町３０３８番地

0596-23-5416

成田記念病院

一般財団法人近畿健康管理センター
514-0131
三重事業部
三重県厚生農業協同組合
515-8566
松阪中央総合病院 健康管理センターエポック
市立伊勢総合病院

516-0014

9／16

施設名称

郵便番号

住所

電話番号

医療法人 九愛会
中京サテライトクリニック三重

513-0831

三重県鈴鹿市庄野町字久保８６６

059-373-4875

医療法人 尚徳会 ヨナハ健診クリニック

511-0838

三重県桑名市和泉８－２６４－３

0594-23-7242

公益財団法人 近江兄弟社
ヴォーリズ記念病院

523-8523

滋賀県近江八幡市北之庄町４９２番地

東近江市立 能登川病院

521-1223

滋賀県東近江市猪子町１９１

0748-42-6190

一般財団法人 滋賀保健研究センター

520-2304

滋賀県野洲市永原字上町６６４

0120-35-9997

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

520-3016

滋賀県栗東市小野５０１－１

050-3535-5992

社会福祉法人恩賜財団済生会 滋賀県病院

520-3046

滋賀県栗東市大橋２－４－１

077-552-9806

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

522-0010

滋賀県彦根市駅東町１５－１ 近江鉄道ビル２Ｆ

050-3535-5993

東近江敬愛病院

527-0025

滋賀県東近江市八日市東本町８－１６

0748-22-2222

日本郵政株式会社 京都逓信病院

604-8798

京都府京都市中京区六角通新町西入西六角町１０９

075-241-7168

舞鶴赤十字病院 健診センター

624-0906

京都府舞鶴市字倉谷４２７番地

0773-75-1920
（直通）

関西医科大学天満橋総合クリニック

540-0008

大阪府大阪市中央区大手前１丁目７－３１ ＯＭＭビル３階

06-6943-2260

一般財団法人 大阪府結核予防会

541-0045

大阪府大阪市中央区道修町４丁目６－５

06-6202-6667

大阪警察病院付属人間ドッククリニック

543-0031

大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町１５番１５号

06-6775-3131

社会医療法人 きつこう会 多根クリニック

552-0007

大阪府大阪市港区弁天１丁目２番 大阪ベイタワー
ベイタワーイースト６階

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

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中１－１０－４

医療法人 愛成会 愛成クリニック

573-0048

大阪府枚方市山之上西町３２番１５号

072-845-0888

コーナンメディカル鳳総合健診センター

593-8324

大阪府堺市西区鳳東町４－４０１－１

072-260-5555
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0748-36-5467
（13：00～17：00）
月～土

南海ＳＫ難波ビル１０Ｆ

06-6577-1881（代）
050-3541-2263

施設名称

郵便番号

住所

電話番号

社会医療法人 生長会 府中クリニック

594-0076

大阪府和泉市肥子町二丁目２番１号

0725-40-2154

公立八鹿病院

667-8555

兵庫県養父市八鹿町八鹿１８７８の１

079-662-5555（代）

一般社団法人 姫路市医師会

670-0061

兵庫県姫路市西今宿三丁目７番２１号

079-295-3322

651-0056

兵庫県神戸市中央区熊内町７丁目６－１

078-261-6736

651-0086

兵庫県神戸市中央区磯上通８－３－５ 明治安田生命神戸ビル１２Ｆ

050-3541-2264

神戸平成病院

651-0061

兵庫県神戸市中央区上筒井通６丁目２－４３

078-232-7519

新神戸ウェルネスクリニック

650-0002

兵庫県神戸市中央区北野町１丁目１ コトノハコ神戸１階

078-272-0707

医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院

652-0855

兵庫県神戸市兵庫区御崎町１－９－１

078-652-4163
078-681-6111

グランソール奈良

633-2221

奈良県宇陀市菟田野松井８－１

0745-84-9333

社会福祉法人恩賜財団済生会 奈良病院

630-8145

奈良県奈良市八条４－６４３

一般財団法人 奈良県健康づくり財団

636-0302

奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－７

0744-32-0223

社会医療法人 黎明会 健診センター・キタデ

644-0011

和歌山県御坊市湯川町財部７３３－１

0738-24-3000

医療法人 愛晋会 中江病院

640-8461

和歌山県和歌山市船所３０－１

医療法人 曙会 和歌浦中央病院

641-0054

和歌山県和歌山市塩屋６－２－７０

073-488-1670

医療法人南労会 紀和病院 健康管理センター 648-0085

和歌山県橋本市岸上１８－１

0736-33-5160

社会医療法人同愛会 博愛病院

鳥取県米子市両三柳１８８０

0859-48-0880

公益財団法人中国労働衛生協会 鳥取検診所 680-0942

鳥取県鳥取市湖山町東４－９５－１

0857-31-6666

公益財団法人中国労働衛生協会 米子検診所 689-3541

鳥取県米子市二本木５０１－６

0859-37-1819

社会医療法人 神鋼記念会
新神戸ドック健診クリニック
一般財団法人 近畿健康管理センター
ＫＫＣウエルネス 神戸健診クリニック

683-0853
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0742-36-1881(代）
健診センター
予約担当 内線580

073-451-0222（直通
TELはありません）

施設名称
隠岐広域連合立隠岐病院

郵便番号

住所

電話番号

685-0016

島根県隠岐郡隠岐の島町城北町３５５

690-0012

島根県松江市古志原一丁目４番６号

0570-085-111
（ナビダイヤル）

700-0913

岡山県岡山市北区大供２－３－１

050-3163-0002

700-0013

岡山県岡山市北区伊福町１丁目１７番１８号

086-252-2231

岡山赤十字病院

700-8607

岡山県岡山市北区青江二丁目１番１号

086-222-8811

大ヶ池診療所

705-0003

岡山県備前市大内５７１－１

0869-64-4648

一般財団法人 江原積善会 ＥＳクリニック

708-0884

岡山県津山市津山口３０８番地

0868-23-3000

710-0056

岡山県倉敷市鶴形１丁目１１番１１号

086-422-6800

710-0824

岡山県倉敷市白楽町２８２

086-427-3333

712-8014

岡山県倉敷市連島中央３－１－１９ 淳風スクエア

086-454-8400

笠岡第一病院健康管理センター

714-0043

岡山県笠岡市横島１８９６

0865-67-5111

社会医療法人 緑壮会 金田病院

719-3193

岡山県真庭市西原６３番地

0867-52-1469

公益財団法人中国労働衛生協会
津山検診所

708-0016

岡山県津山市戸島６３４－２５

0868-28-7311

日本郵政株式会社 広島逓信病院

730-8798

広島県広島市中区東白島町１９番１６号

082-224-5379

須波宗斉会病院

723-0035

広島県三原市須波ハイツ２－３－１０

三原市医師会病院

723-0051

広島県三原市宮浦一丁目１５－１

0848-67-7030

医療法人社団 朋仁会 広島中央健診所

730-0013

広島県広島市中区八丁堀１０－１０

082-228-1177

広島県厚生農業協同組合連合会
吉田総合病院

731-0595

広島県安芸高田市吉田町吉田３６６６

0826-42-5372

公益財団法人 島根県環境保健公社
総合健診センター
一般財団法人 淳風会
淳風会健康管理センター
岡山済生会外来センター病院
予防医学健診センター

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院付属予防医療プラザ
一般財団法人 倉敷成人病センター
倉敷成人病健診センター
一般財団法人 淳風会
淳風会健康管理センター倉敷
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08512-2-1356（代）

0848-69-1888（代）

施設名称

郵便番号

住所

電話番号

医療法人社団 朋和会
西広島リハビリテーション病院
健康開発センターウイル

731-5143

広島県広島市佐伯区三宅６丁目２６５番地

082-924-1116

医療法人社団 ヤマナ会 東広島記念病院

739-0002

広島県東広島市西条町吉行２２１４

082-423-6662

社会医療法人 千秋会 井野口病院

739-0007

広島県東広島市西条土与丸６丁目１－９１

0120-706-076

医療法人社団 千手会 瀬尾医院

729-5121

広島県庄原市東城町川東１６３番地７

08477-2-0023

721-0942

広島県福山市引野町５－１４－２

084-941-8210

722-0018

広島県尾道市平原３－１－１

0848-22-3803

730-0016

広島県広島市中区幟町１３－４広島マツダビル４Ｆ・５Ｆ

082-224-6661

739-0422

広島県廿日市市大野早時３４０６－５

0829-56-5505

745-8522

山口県周南市孝田町１番１号

0834-28-4411

747-0801

山口県防府市駅南町１４－３３

0835-25-8708

医療法人 医仁会 徳島検診クリニック

770-0004

徳島県徳島市南田宮４丁目８番５６号

088-632-9111

医療法人 高川会 虹の橋病院

770-0052

徳島県徳島市中島田町３丁目６０番地１

088-633-5886

医療法人 平成博愛会 徳島平成病院

770-0926

徳島県徳島市伊賀町３丁目１９－２

088-623-8624

医療法人社団 重仁 まるがめ医療センター

763-8507

香川県丸亀市津森町２１９番地

0877-24-8300

医療法人社団 如水会
オリーブ高松メディカルクリニック

760-0076

香川県高松市観光町６４９－８

087-839-9630

公益財団法人 愛媛県総合保健協会

790-0814

愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５

089-987-8201

医療法人 順風会 順風会健診センター

790-0822

愛媛県松山市高砂町２－３－１

089-915-0002

医療法人社団 慈生会 松山城東病院

790-0915

愛媛県松山市松末二丁目１９番３６号

089-934-2502

公益財団法人中国労働衛生協会
福山本部診療所
公益財団法人中国労働衛生協会
尾道検診所
医療法人社団 ヤマナ会
広島生活習慣病・がん健診センター幟町
医療法人社団 ヤマナ会
広島生活習慣病・がん健診センター大野
独立行政法人 地域医療機能推進機構
徳山中央病院
一般財団法人 防府消化器病センター
健診センター
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施設名称

郵便番号

住所

電話番号

医療法人 松原会 松山第一病院

791-8016

愛媛県松山市久万ノ台２８２－２

済生会西条病院 検診センター

793-0027

愛媛県西条市朔日市２６９－１

ＪＣＨＯ 宇和島病院

798-0053

愛媛県宇和島市賀古町２丁目１番３７号

0895-23-6501

市立宇和島病院

798-8510

愛媛県宇和島市御殿町１番１号

0895-25-1111
（ドック室）

社会医療法人 石川記念会
ＨＩＴＯ病院 健診センター

799-0121

愛媛県四国中央市上分町７８８－１

0896-58-8300

医療法人 専心会 西条市立周桑病院

799-1341

愛媛県西条市壬生川１３１番地

0898-64-2630（代）
（内線2201）

愛媛県厚生連健診センター

790-0925

愛媛県松山市鷹子町５３３－１

089-970-2070

医療法人 健会 高知検診クリニック

781-0806

高知県高知市知寄町２－４－３６

088-883-9711

780-8040

高知県高知市神田３１７－１２

088-843-8220

781-9513

高知県高知市桟橋通６丁目７－４３

088-832-9691

788-0785

高知県宿毛市山奈町芳奈３－９

0880-66-2800

803-0812

福岡県北九州市小倉北区室町３丁目１－２

093-561-0030

805-0071

福岡県北九州市八幡東区東田１－４－８

093-671-8100

831-0016

福岡県大川市酒見１４１－１１

0944-87-9490

社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院 807-0051

福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１丁目２－１

0120-70-2252

福岡中央病院

810-0022

福岡県福岡市中央区薬院２－６－１１

092-741-8452

医療法人 福岡桜十字 桜十字福岡病院

810-0004

福岡県福岡市中央区渡辺通３丁目５－１１

092-791-1120

独立行政法人 地域医療機能推進機構
高知西病院
公益財団法人 高知県総合保健協会
中央健診センター
公益財団法人 高知県総合保健協会
幡多健診センター
一般財団法人 西日本産業衛生会
北九州健診診療所
一般財団法人 西日本産業衛生会
北九州産業衛生診療所
医療法人社団 高邦会 高木病院
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089-924-6877
検診センター直通
0897-55-5121

施設名称
医療法人 福岡桜十字
桜十字博多駅健診クリニック
社会医療法人 青洲会 福岡青洲会病院
総合健康センター

郵便番号

住所

電話番号

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１ ＪＲＪＰ博多ビル８Ｆ

092-791-1120

811-2316

福岡県糟屋郡粕屋町長者原西４－１１－８

0120-121-285

841-0061

佐賀県鳥栖市轟木町１５２３－６

0942-84-1238

849-8522

佐賀県佐賀市兵庫南三丁目８－１

0952-28-5311

851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷３８－２

095-882-2550

医療法人 祥仁会 西諌早病院

854-0063

長崎県諫早市貝津町３０１５

0957-25-8860

菊池養生園保健組合

861-1201

熊本県菊池市泗水町吉富２１９３番地１

0968-38-2820

独立行政法人 地域医療機能推進機構
天草中央総合病院

863-0033

熊本県天草市東町１０１番地

0969-22-0077

おおいた健診センター

870-1133

大分県大分市大字宮崎１４１５番地

097-569-2211

中津市医師会総合健診センター

871-0162

大分県中津市大字永添２１１０－８

0979-23-6540

一般財団法人 大分健康管理協会
大分総合健診センター

874-0023

大分県別府市北石垣深町８５１番地

0120-947-734

大分県厚生連 健康管理センター

874-8585

大分県別府市大字鶴見４３３３番地

0977-23-7112

870-0155

大分県大分市高城南町１１番７号

097-552-7880

880-0834

宮崎県宮崎市新別府町江口９５０－１

0985-64-8088

880-0916

宮崎県宮崎市大字恒久５５６７番地

0985-54-8053

880-0941

宮崎県宮崎市北川内町乱橋３５８４番地１

0985-53-1101

医療法人財団 浩誠会 霧島杉安病院

899-4201

鹿児島県霧島市霧島田口２１４３番地

0995-57-1221

公益財団法人 鹿児島県民総合保健センター

890-8511

鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目１番７号

099-220-2622

医療法人社団 如水会 今村病院
独立行政法人地域医療機能推進機構
佐賀中部病院
医療法人 光善会 長崎百合野病院
健診センター

一般財団法人 西日本産業衛生会
大分労働衛生管理センター
社会医療法人 善仁会 宮崎善仁会病院
総合健診センター
一般財団法人 弘潤会 野崎病院
画像健診センター
一般社団法人 藤元メディカルシステム
藤元総合病院付属予防医療クリニック
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施設名称

郵便番号

住所

電話番号

公益財団法人 慈愛会 いづろ今村病院

892-0824

鹿児島県鹿児島市堀江町１７番１号

099-226-5066
（直通）

公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院

892-8512

鹿児島県鹿児島市長田町１４－３

0120-332-411

医療法人 祥杏会 おもろまちメディカルセン
ター

900-8556

沖縄県那覇市上之屋１－３－１

医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院

901-0493

沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１７１番地１

098-998-0309
（直通）

一般財団法人 沖縄県健康づくり財団

901-1192

沖縄県島尻郡南風原町字宮平２１２番地

098-889-6792

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院健診セン
901-2132
ター

沖縄県浦添市伊祖３丁目４２番１５号

0570-010-986

社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院

901-2492

沖縄県中頭郡中城村字伊集２０８番地

0120-123-026

医療法人 おもと会 大浜第一病院

900-0005

沖縄県那覇市字天久１０００番地

098-866-5182

医療法人 沖縄徳洲会 中部徳洲会病院

901-2305

沖縄県中頭郡北中城村比嘉８０１

0570-00-1789

一般社団法人 中部地区医師会検診センター

904-0113

沖縄県中頭郡北谷町字宮城１－５８４

098-936-8290

社会医療法人 敬愛会 ちばなクリニック
健康管理センター

904-2143

沖縄県沖縄市知花６丁目２５番１５号

098-939-5477

医療法人 康陽会 仲宗根クリニック

904-2171

沖縄県沖縄市高原７丁目２３番１４号

098-933-8000

公益社団法人 北部地区医師会
北部地区医師会病院 健康管理センター

905-8611

沖縄県名護市字宇茂佐１７１２－３

0980-52-0777

医療法人 沖縄徳洲会 宮古島徳洲会病院

906-0014

沖縄県宮古島市平良字松原５５２－１

0980-72-0002

地方独立行政法人 那覇市立病院

902-8511

沖縄県那覇市古島２丁目３１番地１

0120-784-155

16／16

098-867-2116（代）

