
施設名 会員名 施設住所

医療法人湘洋会　ナンブクリニック 陰山　俊之 青森県三戸郡南部町沖田面字千刈47-1

社会医療法人禎心会　さっぽろ北口クリニック 徳田　禎久 北海道札幌市北区北7条西2-8-1　札幌北ビル2F

医療法人社団保健会　メディカルスクエア奏の杜クリニック 黒田　素子 千葉県習志野市奏の杜2-1-1　奏の杜フォルテ2F

社会医療法人明生会　桂ヶ丘クリニック 齋藤　浩記 北海道網走市桂町4-7-11

医療法人慈秀会　上尾アーバンクリニック 牛尼　秀樹 埼玉県上尾市緑丘3-5-28　シンワ緑丘ビル1Ｆ

医療法人社団心和会　シンワ総合健診センター 荒井　宗房 千葉県八千代市米本2167-8

医療法人社団ミッドタウンクリニック　東京ミッドタウンクリニック 田口　淳一 東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウンタワー6F

医療法人社団優人会　東西線メディカルクリニック 冨田　兵衛 東京都江東区門前仲町1-4-8　プラザ門前仲町9Ｆ

医療法人社団健診会　東京メディカルクリニック 近藤　友樹 東京都北区滝野川6-14-9　東京先端医療モールビル

医療法人社団星風会　井上クリニック 早川　貴美子 東京都足立区竹の塚5-11-8

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 西村　崇 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-5　バリューHR代々木ビル

医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック 小出　純 東京都板橋区常盤台4-35-10

医療法人社団卓秀会　新宿センタービルクリニック 平塚　伸 東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル5F

医療法人社団豊信会　草花クリニック 下村　智 東京都あきる野市草花2724

医療法人社団陽和会　にしくぼ診療所 山本　昭彦 東京都武蔵野市緑町2-1-40

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 横川　秀男 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3970-5

医療法人一翠会　一翠会千里中央健診センター 奥田　良和 大阪府豊中市新千里東町1-5-3　千里朝日阪急ビル3F

社会医療法人輝城会　沼田クリニック 西松　輝高 群馬県沼田市栄町61-3

大阪医科薬科大学健康科学クリニック 藤原　祥子 大阪府高槻市芥川町1-1-1　JR高槻駅NKビル

医療法人社団苫仁会　桜木ファミリークリニック 神谷　喜一郎 北海道苫小牧市桜木町2-25-1

医療法人社団三意会　ホームケアクリニックあづま 池田　千鶴 北海道足寄郡足寄町南5条3-1

医療法人博順会　高萩クリニック 森田　眞敏 茨城県高萩市大字秋山625

一般財団法人全日本労働福祉協会　九段クリニック 西原　浩憲 東京都千代田区九段北1-9-5

社会医療法人社団健生会　立川相互ふれあいクリニック 草島　健二 東京都立川市錦町1-23-4

医療法人社団重宣会　鈴木胃腸消化器クリニック 鈴木　重朋 東京都港区芝5-27-1

医療法人財団順和会　山王メディカルセンター 高木　邦格 東京都港区赤坂8-5-35

医療法人香柏会　渡辺内科クリニック 渡辺　郁雄 岐阜県大垣市御殿町2-21

医療法人青雲会　佐野医院 佐野　秀行 愛知県豊橋市松葉町3-10

医療法人慈照会　天野記念クリニック 宮内　英征 愛知県名古屋市西区上名古屋4-3-6

医療法人秀壮会　秀壮会クリニック 熊野　久美子 大阪府大阪市淀川区塚本2-19-12

医療法人財団愛人会　河村内科消化器クリニック 河村　讓 広島県広島市中区大手町1-4-11

医療法人社団石見会　いわさきクリニック 岩崎　昭治 広島県広島市東区東山町1-9

医療法人孝徳会　楠元内科医院 楠元　孝明 鹿児島県出水市平和町224

医療法人社団東光会　戸田中央総合健康管理センター 中村　毅 埼玉県戸田市上戸田2-32-20

医療法人社団進興会　東京ダイヤビルクリニック 川村　洋 東京都中央区新川1-28-25　東京ダイヤビルディング3号館1F

医療法人社団進興会　浜松町ハマサイトクリニック 森山　紀之 東京都港区海岸1-2-20　汐留ビルディング2F

医療法人財団康生会　山科武田ラクトクリニック 武田　隆司 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92　ラクトC301

医療法人厚生会　米子中海クリニック 渡邉　淨司 鳥取県米子市彦名町1250

志免王子クリニック 遠藤　豊成 福岡県糟屋郡志免町南里1-7-8

社会医療法人北斗　上士幌クリニック 小泉　洋一 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線240番73

医療法人慈友会　ライフクリニック 岩浅　祐二郎 徳島県小松島市赤石町14-27

公益財団法人　香川成人医学研究所附属診療所ウェルクリニック 松浦　和義 香川県坂出市横津町3-2-31

医療法人尚仁会　名古屋ステーションクリニック 木下　水信 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17　名古屋ビルデイング8F

公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属　茨木診療所 安達　克郎 大阪府茨木市中津町2-4　カシックスビル3F

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 山名　征三 広島県広島市中区幟町13-4　広島マツダビル4F

医療法人仁医会　井口医院 井口　雅之 広島県広島市安佐北区可部7-5-7

社会医療法人財団大和会　東大和病院附属セントラルクリニック 神楽岡　治彦 東京都東大和市南街2-3-1

医療法人社団石川記念会　新宿石川クリニック 石川　悦久 東京都新宿区西新宿1-7-1　松岡セントラルビル6・7F

医療法人社団愛育会　協和メディカルクリニック 竹川　勝治 東京都江東区北砂2-15-40

医療法人社団東京桜十字　赤坂桜十字クリニック 平原　美孝 東京都港区赤坂3-21-13　キーストーン赤坂ビル2F

医療法人社団神州　日比谷公園健診クリニック 宮澤　利明 東京都港区新橋1-18-1　航空会館4F

医療法人緑地会　赤尾クリニック 松浦　敏文 大阪府大阪市鶴見区緑3-2-15

医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 黒田　浩司 千葉県鴨川市東町1344

医療法人京星会　JOHメディカルクリニック 城　孝尚 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20　桜橋IMビル2F

医療法人社団東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイスクリニック 安村　隆二 東京都渋谷区恵比寿4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー3F

大阪公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 福本　真也 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス21F
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横浜東口クリニック 関根　千秋 神奈川県横浜市西区高島2-19-12　スカイビル17F

シンワメディカルリゾート柏の葉健診クリニック 荒井　壽明 千葉県柏市若柴178-4-2　KOIL4F401

医療法人社団桐心会　林クリニック 林　滋 東京都板橋区小茂根4-28-14

医療法人社団栄悠会　あやせ循環器クリニック 丁　栄市 東京都足立区谷中3-6-9

医療法人社団直和会　平成立石ペンギンクリニック 猪口　正孝 東京都葛飾区立石5-7-3

医療法人礼風会　五輪橋マタニティクリニック 齋藤　孝次 北海道札幌市南区南39条西11-1-30

木村内科クリニック 木村　進 京都府与謝郡与謝野町後野643-7

医療法人瑞和会　ラッフルズクリニック 大西　洋一 大阪府大阪市北区梅田2-5-25　ハービスPLAZA4F

医療法人朋愛会　淀屋橋健診プラザ 依田　久実 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1　明治安田生命大阪御堂筋ビル4F

八王子脊椎外科クリニック 森　俊一 東京都八王子市万町173-1

社会医療法人社団三思会　新横浜メディカルサテライト 佐藤　加奈子 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-11　金子第一ビル4F

社会医療法人若竹会　セントラル総合クリニック 金子　剛 茨城県牛久市上柏田4-58-1

医療法人社団医の森　医の森クリニック浅草橋 三田村　圭二 東京都台東区浅草橋1-30-9　ヒューリック浅草橋江戸通4F

医療法人松風海　内藤クリニック 内藤　壽則 福岡県久留米市西町1164-1

医療法人社団敬愛会　健診センター佐賀 内田　康文 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1167-2

一般財団法人全日本労働福祉協会　旗の台健診センター 栁澤　信夫 東京都品川区旗の台6-16-11

医療法人福岡桜十字　桜十字博多駅健診クリニック 矢野　豊 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1　JRJP博多ビル8F

升永医院 升永　典代 福岡県大牟田市大字田隈25

医療法人赤枝会　三保の森クリニック 宍戸　崇 神奈川県横浜市緑区三保町195-1

公益財団法人福岡労働衛生研究所　天神健診センター 柏木　裕美子 福岡県福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2F

社会医療法人春回会　春回会クリニック 高橋　淳 長崎県長崎市目覚町7-2　HCS長崎ビル6F

医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅 白木　茂博 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋5F

医療法人社団武蔵野会　TMGサテライトクリニック朝霞台 笠井　恵 埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

医療法人社団せりがや会　町田せりがやクリニック 中村　和広 東京都町田市原町田4-27-33

正島脳神経外科 正島　隆夫 佐賀県佐賀市鍋島1-3-10

医療法人社団慶朋会　三田国際ビルクリニック 菱川　慶一 東京都港区三田1-4-28　三田国際ビル3F

江東健診クリニック 荒井　宗房 東京都江東区亀戸6-41-10

中津川市国民健康保険　坂下診療所 藤田　恭明 岐阜県中津川市坂下722-1

芦屋セントマリアクリニック 勝本　善弘 兵庫県芦屋市大原町5-20

医療法人仁徳会　渡辺産婦人科 渡辺　裕之 宮崎県日向市大字平岩718

医療法人社団　りつのクリニック 立之　英正 神奈川県相模原市緑区鳥屋1162-1

医療法人社団自靖会　自靖会親水クリニック 井口　靖浩 東京都江戸川区東小松川2-7-1

医療法人社団新生会　大阪なんばクリニック 森本　昌宏 大阪府大阪市中央区難波5-1-60　なんばスカイオ9F

医療法人清和会　三橋長田医院 長田　浩司 福岡県柳川市三橋町今古賀210-2

医療法人社団心和会　シンワメディカルリゾート宮古島 榎本　小弓 沖縄県宮古島市上野字新里1405-201　ホテルシギラミラージュ2F

医療法人社団ミッドタウンクリニック　日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック 草野　敏臣 東京都中央区日本橋室町3-2-1　日本橋室町三井タワー7F

医療法人社団東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック 小島　洋一 東京都渋谷区東3-9-19　VORT恵比寿maximB1F

医療法人社団東京桜十字　城山ガーデン桜十字クリニック 栗原　竜一 東京都港区虎ノ門4-3-1　城山トラストタワー3F

医療法人社団東京桜十字　新宿桜十字クリニック 山田　育弘 東京都新宿区西新宿7-10-1  O-GUARD SHINJYUKU5F

医療法人社団東京桜十字　泉ガーデンクリニック 大島　一紀 東京都港区六本木1-6-3　泉ガーデンウィングB1

医療法人財団興和会　みぎたクリニック 鴨　宣之 東京都八王子市本町13-8

医療法人社団靭生会　メディカルプラザ市川駅 加藤　正二郎 千葉県市川市市川1-4-10　市川ビル9F

医療法人社団桜悠会　いそはらクリニック 大曽根　健 茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

医療法人財団順和会　赤坂山王メディカルセンター 銭谷　幹男 東京都港区赤坂4-1-26　W棟

兵庫医科大学　梅田健康医学クリニック 大柳　光正 大阪府大阪市北区梅田1-13-1　大阪梅田ツインタワーズ・サウス13F

医療法人社団　新町クリニック健康管理センター 高木　敏 東京都青梅市新町3-53-5

医療法人社団大衛会　宇都宮駅前比企クリニック 比企　達男 栃木県宇都宮市一番町2-11

医療法人成悠会　南徳島クリニック 天満　仁 徳島県小松島市中田町字狭間47

医療法人尚徳会　ヨナハ健診クリニック 木村　弘子 三重県桑名市和泉8-264-3

医療法人財団荘敬会　富ヶ谷みらいクリニック 井上　荘太郎 東京都渋谷区富ケ谷1-49-3　1F

医療法人島津会　幡多クリニック 酉家　賢一 高知県四万十市右山天神町10-12

医療法人社団兜中央会　中島クリニック 中島　興治 東京都中央区日本橋兜町8-8

医療法人ディープインテンション　日吉心療所 熊田　貴之 神奈川県横浜市港北区日吉本町2-8-2

医療法人社団オリーブ　清澄ケアクリニック 刀禰　智之 東京都江東区清澄3-10-16

医療法人社団功寿会　アイシークリニック 岡部　功 香川県善通寺市原田町1494-1

一般社団法人秀令会　MEP南青山 大島　秀男 東京都港区南青山1-3-3　パークアクシス青山一丁目タワーN棟5F

医療法人鴻仁会　深瀬医院 深瀬　晃一 北海道函館市松川町30-12

医療法人社団ひさわ会　久野マインズタワークリニック 近藤　泰理 東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー2F
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松河戸クリニック 岡島　巖 愛知県春日井市松河戸町3-8-7

医療法人桜十字　メディメッセ桜十字クリニック 倉津　純一 熊本県熊本市中央区平成3-23-30　サンリブシティくまなん3F


