全日本病院協会 日帰り人間ドック実施指定施設一覧
平成26年5月15日現在 477施設
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大阪医科大学健康科学クリニック
医療法人財団康生会 山科武田ラクトクリニック
健診会東京メディカルクリニック
社会医療法人社団即仁会 北広島病院
医療法人社団仁誠会 東邦内科クリニック
医療法人社団北海道恵愛会 札幌南一条病院
医療法人社団明日佳 白石江仁会病院
医療法人五月会 小笠原クリニック札幌病院附属外来プラザ
社会医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院
特定医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院
医療法人社団北海道恵愛会 札幌南三条病院
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
社団医療法人 盛岡繋温泉病院
医療法人楽山会 せいてつ記念病院健診管理センター
医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院
社会医療法人康陽会 中嶋病院
医療法人財団健貢会 東京クリニック
社会医療法人青嵐会 本荘第一病院
一般財団法人 三友堂病院健康管理センター
医療法人 舟山病院
医療法人社団清永会 矢吹病院
医療法人相雲会 小野田病院
公益財団法人 星総合病院
竹田綜合病院
公益財団法人磐城済世会 松村健診センター
財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院
公益財団法人 会田病院
医療法人伸裕会 渡辺クリニック
公益財団法人仁泉会 北福島医療センター
社団医療法人養生会 かしま病院
一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 予防医学センター
会津中央病院
医療法人慈繁会付属 土屋病院
公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂クリニック
一般財団法人脳神経疾患研究所附属 南東北福島病院
公益財団法人ときわ会 常磐病院
医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院総合健診センター
医療法人社団桜水会 筑波病院
茨城県民生活協同組合 友愛記念病院総合健診センター
医療法人社団善仁会 小山記念病院 健康管理センター
医療法人社団双愛会 つくば双愛病院
一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院
医療法人厚友会 城西総合健診センター
医療法人渡辺会 大洗海岸病院
医療法人社団同樹会 結城病院
医療法人 つくばセントラル病院
医療法人社団青洲会 神立病院
医療法人健佑会 いちはら病院
社団医療法人明倫会 今市病院
医療法人社団晴澄会 鷲谷病院健診センター
一般財団法人 とちぎメディカルセンター とちぎメディカルセンターとちの木病院
特定医療法人社団厚生会 西方病院総合健診センター
医療法人中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター
医療法人英静会 森病院
医療法人社団亮仁会 那須中央病院付総合健診センター
学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院
医療法人鶴谷会 鶴谷病院健診センター
社会医療法人輝城会 沼田脳神経外科循環器科病院
医療法人社団全仁会 高木病院
医療法人弥生会 吾妻さくら病院
医療法人社団日高会 日高病院
医療法人 関越中央病院
医療法人 川久保病院・健診センター
医療法人藤和会 藤間病院総合健診システム
医療法人豊仁会 川越三井病院
医療法人福寿会 メディカルトピア草加病院
医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院
医療法人永仁会 入間ハート病院
医療法人 武蔵野総合病院
医療法人社団武蔵野会 朝霞台中央総合病院
医療法人 行定病院
医療法人刀仁会 坂戸中央病院
A-geo-townクリニック健康管理センター
医療法人誠昇会 北本共済病院健診センター
医療法人 梅原病院
医療法人財団聖蹟会 埼玉県央病院
医療法人慈正会 丸山記念総合病院 レインボークリニック
医療法人 埼玉成恵会病院
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
医療法人社団清心会 至聖病院
社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院
医療法人社団協友会 八潮中央総合病院附属 みどり診療所
医療法人社団協友会 東大宮総合病院
医療法人尚寿会 大生病院
医療法人社団秀栄会 所沢第一病院
医療法人一心会 伊奈病院健診センター

施設住所

電話番号

大阪府高槻市芥川町1-1-1 JR高槻駅NKビル
京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92 ラクトC301
東京都北区滝野川6-14-9
北海道北広島市栄町1-5-2
北海道札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ3F
北海道札幌市中央区南一条西13-317-1
北海道札幌市白石区東札幌5条5-2-5
北海道札幌市南区真駒内上町1-1-25
北海道札幌市西区西野4条1-1-30
北海道札幌市厚別区大谷地東1-1-1
北海道札幌市中央区南三条西6-4-2
青森県八戸市長苗代字中坪74-1
岩手県盛岡市繋字尾入野64-9
岩手県釜石市小佐野町4-3-7
宮城県仙台市泉区七北田字駕篭沢15
宮城県仙台市宮城野区大梶15-27
東京都千代田区大手町2-2-1
秋田県由利本荘市岩渕下110
山形県米沢市中央6-1-219
山形県米沢市駅前2-4-8
山形県山形市嶋北4-5-5
福島県南相馬市原町区旭町3-21
福島県郡山市向河原町159-1
福島県会津若松市山鹿町3-27
福島県いわき市平字小太郎町1-8
福島県郡山市安積町長久保1-10-13
福島県西白河郡矢吹町本町216
福島県南相馬市原町区西町1-50
福島県伊達市箱崎字東23-1
福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1
福島県郡山市熱海町熱海5-240
福島県会津若松市鶴賀町1-1
福島県郡山市七ツ池町26-19
福島県郡山市駅前1-5-7
福島県福島市荒井北3-1-13
福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57
茨城県牛久市猪子町896
茨城県つくば市大角豆1761
茨城県古河市東牛谷707
茨城県鹿嶋市厨5-1-2
茨城県つくば市高崎1008
茨城県つくば市上横場2573-1
茨城県結城市大字結城10745-24
茨城県東茨城郡大洗町大貫町915
茨城県結城市結城9629-1
茨城県牛久市柏田町1589-3
茨城県土浦市神立中央5-11-2
茨城県つくば市大曽根3681
栃木県日光市今市381
栃木県宇都宮市下荒針町3618
栃木県栃木市大町39-5
栃木県栃木市西方町金崎273-3
栃木県宇都宮市大通り1-3-16
栃木県日光市今市674
栃木県大田原市下石上1453
栃木県那須塩原市井口537-3
群馬県伊勢崎市境百々421
群馬県沼田市栄町8
群馬県桐生市相生町5-754
群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1
群馬県高崎市中尾町886
群馬県高崎市北原町71
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町29-18
埼玉県熊谷市末広2-137
埼玉県川越市連雀町19-3
埼玉県草加市谷塚1-11-18
埼玉県新座市東北1-7-2
埼玉県入間市小谷田1258-1
埼玉県川越市大字大袋新田977-9
埼玉県朝霞市西弁財1-8-10
埼玉県川越市脇田本町4-13
埼玉県坂戸市南町30-8
埼玉県上尾市宮本町3-2-209
埼玉県北本市下石戸下511-1
埼玉県春日部市小渕455-1
埼玉県桶川市坂田1726
埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館2階
埼玉県東松山市石橋1721
埼玉県上尾市柏座1-10-10
埼玉県狭山市下奥富1221
埼玉県熊谷市石原3-208
埼玉県八潮市緑町1-23-24
埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-18
埼玉県狭山市水野600番地
埼玉県所沢市下安松1559-1
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9419

072-684-6277
075-581-6696
03-5980-0850
011-373-5811
011-222-5040
011-271-3711
011-823-5151
011-582-1200 休止
011-665-0020
011-890-1110
011-233-3711
0178-21-1717
019-689-2101
0193-23-2030
022-372-1110
022-291-5191
03-3516-7151
0184-22-0111
0238-24-3710
0238-23-4435
023-641-7330 休止
0244-24-1111
024-983-5516
0242-29-9877
0246-22-9915
024-946-0808
0248-42-2121
0244-22-7000
024-551-0109
0246-58-8010
0249-84-0088
0242-25-2082
024-932-5425
024-939-4616
024-593-5100
0246-43-7309
029-873-4334
029-855-0777
0287-97-3400
0299-85-1139
029-873-2511
029-836-1355
0296-33-0115
029-267-2191
0296-33-4161
029-872-1771
029-831-9711
029-864-0303
0288-22-2200
0286-48-3851
0282-22-7722
0282-92-0970
028-625-7831
0288-22-1024
0287-29-2525
0287-38-2751
0270-74-1800
0278-22-5052
0277-53-7711
0279-75-3055
027-362-6201
027-373-5115
048-882-2916
048-523-9608
049-222-7217
048-928-3111
048-474-7211
04-2935-0320
049-244-6340
048-466-2055
049-242-0382
049-283-0019
048-777-2511
0485-91-7111
048-752-2152
048-776-0022
048-758-3891
0493-23-1221
0487-73-1114
04-2952-1000
048-521-0321
0489-98-8001
048-684-2278
04-2957-1141
042-944-5800
048-723-6071
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医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院
北里大学メディカルセンター
医療法人社団 堀ノ内病院
医療法人高友会 アルシェクリニック
医療法人若葉会 若葉病院
医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院
医療法人思誠会 勝田台病院
医療法人社団有相会 最成病院ヘルスケアセンター
医療法人静和会 浅井病院
医療法人社団晴山会 平山病院
東船橋病院
医療法人社団良知会 共立習志野台病院
医療法人社団圭春会 小張総合病院
東邦鎌谷病院
キッコーマン総合病院
医療法人社団華光会 山野病院
医療法人社団誠高会 小金原健診クリニック
医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター
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
医療法人社団育誠曾 北総栄病院
医療法人弘仁会 板倉病院
医療法人社団協友会 人間ドッククリニック柏
学校法人帝京大学ちば総合医療センター 健診センター
医療法人芙蓉会 五井病院
特定医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院
医療法人社団真療会 野田病院
医療法人社団葵会 千葉・柏たなか病院
公益財団法人化学療法研究会 化学療法研究所附属病院
医療法人社団創造会 平和台病院予防医療センター
社会福祉法人あそか会 あそか病院
医療法人社団哲仁会 井口病院
医療法人社団生全会 池袋病院
医療法人社団時正会 佐々総合病院
医療法人社団厚潤会 花輪病院
医療法人社団啓仁会 吉祥寺南病院
株式会社日立製作所 土浦診療健診センター
社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院
医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院
医療法人社団桃栄会 木村牧角病院
公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院
医療法人社団育生会 山口病院
医療法人財団謙仁会 亀有病院
社会医療法人財団城南福祉医療協会 大田病院附属大森中診療所
医療法人財団 安田病院
東洋病院
医療法人社団明生会 セントラル病院
医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院
特定医療法人社団愛有会 久米川病院
社会福祉法人白十字会 東京白十字病院
医療法人財団厚生会 古川橋病院
医療法人財団 立川中央病院附属健康クリニック
医療法人社団仁成会 新町クリニック健康管理センター
医療法人財団興和会 右田病院
医療法人社団埴原会 赤羽病院
医療法人社団共済会 共済会櫻井病院
社会医療法人社団医善会 いずみ記念病院
武蔵境クリニック
社会医療法人河北医療財団 河北総合病院健診センター
医療法人社団修世会 木場病院
社会医療法人財団大和会 東大和病院
医療法人社団東京誠秀会 東京誠秀会クリニック
医療法人財団寿康会診療所 健診センター・クリニック
医療法人社団 渡辺病院
医療法人社団緑眞会 世田谷下田総合病院
社会福祉法人康和会 久我山病院
医療法人社団さくら会 世田谷中央病院
医療法人社団卓秀会 平塚胃腸クリニック
医療法人社団 浩生会スズキ病院健診センター
医療法人社団成和会 西新井病院
社会福祉法人仁生社 江戸川病院総合健診センター
公益財団法人結核予防会 複十字病院健康管理センター
大同病院
医療法人社団青泉会 下北沢病院
医療法人社団崎陽会 日の出ヶ丘病院
医療法人財団東京勤労者医療会 代々木病院 健診センター
特定医療法人社団昭愛会 水野記念病院
一般財団法人自警会 東京警察病院
学校法人 国際医療福祉大学三田病院
社会医療法人社団正志会 南町田病院
社会福祉法人信愛報恩会 信愛病院
社会医療法人社団正志会 東京リバーサイド病院
社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院
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
医療法人興生会 相模台病院 相模台健診クリニック
特定医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院
医療法人社団聖ルカ会 パシフィックホスピタル
日本医科大学武蔵小杉病院
医療法人社団哺育会 さがみリハビリテーション病院
横浜鶴ヶ峰病院

施設住所

電話番号

埼玉県白岡市小久喜938-12
埼玉県北本市荒井6-100
埼玉県新座市堀ノ内2-9-31
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 アルシェ9F
埼玉県坂戸市戸宮609
埼玉県三郷市幸房745
千葉県八千代市勝田622-2
千葉県千葉市花見川区柏井町800-1
千葉県東金市家徳38-1
千葉県千葉市花見川区花見川1494-3
千葉県船橋市高根台4-29-1
千葉県船橋市習志野台4-13-16
千葉県野田市横内29-1
千葉県鎌ケ谷市粟野594
千葉県野田市宮崎100
千葉県香取市佐原イ3416
千葉県松戸市小金3番高橋ビル6F
千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1
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27F
千葉県印旛郡栄町安食2421
千葉県船橋市本町2-10-1
千葉県柏市あけぼの3-8-20
千葉県市原市姉崎3426-3
千葉県市原市五井5155
千葉県船橋市習志野台1-27-1
千葉県野田市中里1554-1
千葉県柏市若柴110
千葉県市川市国府台6-1-14
千葉県我孫子市布佐834-28
東京都江東区住吉1-18-1
東京都足立区千住2-19
東京都豊島区東池袋3-5-4
東京都西東京市田無町4-24-15
東京都日野市日野本町3-14-15
東京都武蔵野市吉祥寺南町3-14-4
茨城県土浦市神立東2-27-8
東京都小金井市桜町1-2-20
東京都板橋区小豆沢2-12-7
東京都板橋区中丸町21-3
東京都練馬区旭丘1-24-1
東京都豊島区西巣鴨1-19-17
東京都葛飾区亀有3-36-3
東京都大田区大森中1-22-2
東京都大田区大森北1-11-18
東京都渋谷区本町6-4-2
東京都渋谷区松濤2-18-1
東京都北区赤羽南2-5-12
東京都東村山市萩山町3-3-10
東京都東村山市諏訪町2-26-1
東京都港区南麻布2-10-21
東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSEN4F
東京都青梅市新町3-53-3
東京都八王子市暁町1-48-18
東京都北区赤羽2-2-1
東京都府中市是政2-36
東京都足立区本木1-3-7
東京都武蔵野市境南町2-27-7
東京都杉並区高円寺南4-27-12
東京都江東区木場5-8-7
東京都東大和市南街1-13-12
東京都墨田区東向島4-5-10 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ１Ｆ
東京都江東区南砂7-13-5
東京都大田区羽田1-5-16
東京都世田谷区南鳥山4-9-23
東京都世田谷区北鳥山2-14-20
東京都世田谷区世田谷1-32-18
東京都豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西2号館
東京都練馬区栄町7-1
東京都足立区西新井本町5-7-14
東京都江戸川区東小岩2-24-18
東京都清瀬市松山3-1-24
東京都豊島区高田3-22-8
東京都世田谷区北沢2-8-16
東京都西多摩郡日の出町大久野310
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-7
東京都足立区西新井6-32-10
東京都中野区中野4-22-1
東京都港区三田1-4-3
東京都町田市鶴間1008-1
東京都清瀬市梅園2-5-9
東京都荒川区南千住8-4-4
東京都北区西ヶ原2-3-6
神奈川県厚木市船子232
神奈川県座間市相模が丘6-27-43
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
神奈川県横須賀市野比5-7-2
神奈川県川崎市中原区小杉町1-396
神奈川県相模原市中央区下九沢54-2
神奈川県横浜市旭区川島町1764

0480-93-0661
048-593-1212
048-481-5168
048-640-6561
049-283-3633
048-953-1321
047-482-3020
043-257-8111
0475-58-5000
043-259-4525
047-468-0011
047-466-3018
0471-24-7427
047-445-6411
04-7123-5911
0478-55-1225
047-348-7201
043-232-3691
043-245-6051
0476-95-6811
047-431-2662
04-7145-1811
0436-62-1268
0436-21-5521
047-466-7111
04-7127-3200
04-7131-4131
047-375-1119
04-7189-1119
03-3632-0491
03-3881-2221
03-3987-2431
042-461-1535
042-582-0061
042-245-2161
0298-31-5830
042-383-4111
03-3967-1181
03-3959-3121
03-5988-2200
03-3915-5885
03-3601-0186
03-6404-2301
03-3761-1023
03-3377-5311
03-3467-5131
03-3902-0348
042-393-5511
042-393-7486
03-3453-5013
042-526-3222
0428-31-5301
0426-22-5155
03-3902-3261
042-362-5141
03-5888-2111
0422-32-5613
03-5377-2511
03-3642-0032
042-562-1411
03-5631-2200
03-3615-3020
03-3741-0223
03-3308-5221
03-3309-1111
03-3420-7111
03-3984-4316
03-3557-3003
03-3840-8777
03-3673-1045
0424-91-4712
03-3981-3213
03-3460-0300
042-588-8666
03-3478-7038
03-3898-8080
03-5343-5611
03-3451-8121
042-799-6161
042-491-3211
03-5850-0311
03-5567-1332
046-229-1937
0462-56-0015
0467-46-1717
046-849-1570
044-733-5181
042-773-3211
045-371-2511

備考

休止

休止

休止
休止

連番 施設名
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院
医療法人社団帰陽会 丹羽病院
学校法人 昭和大学横浜市北部病院
一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院
医療法人財団報徳会 西湘病院
社会福祉法人相模更生会 総合相模更生病院
医療法人沖縄徳洲会 湘南厚木病院
医療法人山内龍馬財団 山内病院
医療法人明徳会 総合新川橋病院
独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院
医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院
医療法人誠心会 吉田病院
医療法人社団紫蘭会 サンシャインメドック
医療法人財団博仁会 横田病院
医療法人社団藤聖会 金沢メディカルステーションヴィーク
医療法人社団藤聖会 八尾総合病院
白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院
医療法人康麗会 笛吹中央病院
社会医療法人城西医療財団 城西病院健康センター
社会医療法人恵仁会 くろさわ病院
医療法人共和会 塩田病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター
栗田病院
社会医療法人抱生会 丸の内病院健診センター
医療法人香徳会 関中央病院
社会医療法人厚生会 木沢記念病院健康管理センター
社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル
医療法人社団白鳳会 鷲見病院 郡上健診センター
医療法人社団幸紀会 あい健康クリニックやすえ
特定医療法人博愛会 博愛会病院博愛健康クラブ
医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院
医療法人社団駿甲会 コミュニティーホスピタル 甲賀病院
池田病院
公益社団法人有隣厚生会 東部病院
医療法人社団青虎会 フジ虎ノ門健康増進センター
医療法人社団聖稜会 聖稜リハビリテーション病院
医療法人社団清風会 芹沢病院
医療法人社団駿栄会 御殿場石川病院
社団法人有隣厚生会 富士病院
医療法人社団喜生会 新富士病院
十全記念病院
学校法人 国際医療福祉大学熱海病院
特定医療法人沖縄徳洲会 静岡徳洲会病院
医療法人明徳会 新都市病院
特定医療法人沖縄徳洲会 榛原総合病院
社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院
医療法人十全会 三嶋内科病院
医療法人 勝又病院
社会医療法人明陽会 成田記念病院
医療法人光生会 光生会病院
社会医療法人社団宏潤会 だいどうクリニック健診センター
冨田病院
医療法人 桜木記念病院
医療法人尚徳会 ヨナハ総合病院健診センター
三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院
医療法人尚豊会 四日市健診クリニック
医療法人敬愛会 東近江敬愛病院
医療法人 マキノ病院
近江八幡市立総合医療センター
社会医療法人誠光会 草津総合病院
医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院
医療法人社団昴会 日野記念病院
医療法人愛友会 明石病院
医療法人清仁会 洛西シミズ病院
医療法人清仁会 シミズ病院
医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院健診センター
医療法人社団回生会 京都回生病院
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院
医療法人財団康生会 武田病院健診センター
医療法人医仁会 武田総合病院
市立福知山市民病院
社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院
三菱京都病院
医療法人真生会 向日回生病院
東淀川病院
医療法人寺西報恩会 長吉総合病院
医療法人社団 湯川胃腸病院
医療法人樫本会 樫本病院
医療法人甲聖会 甲聖会紀念病院
大阪健康倶楽部関山診療所
社会医療法人協和会 加納総合病院
医療法人藤仁会 藤立病院
医療法人生登会 寺元記念病院
公益財団法人 浅香山病院
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院
社会医療法人信愛会 畷生会脳神経外科病院
社会医療法人慈薫会 河崎病院
医療法人朋愛会 サンタマリア病院
医療法人徳洲会 松原徳洲会病院

施設住所

電話番号

神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-7
神奈川県小田原市荻窪406
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1
神奈川県藤沢市高倉2345
神奈川県小田原市扇町1-16-35
神奈川県相模原市中央区小山3429
神奈川県厚木市温水118-1
神奈川県藤沢市南藤沢4-6
神奈川県川崎市川崎区新川通1-15
神奈川県横浜市港北区小机町3211
神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
新潟県長岡市長町1-1668
富山県高岡市西藤平蔵313
富山県富山市中野新町1-1-11
石川県金沢市木の新保町1-1
富山県富山市八尾町福島7-42
石川県白山市倉光3-8
山梨県笛吹市石和町四日市場47-1
長野県松本市城西1-5-16
長野県佐久市中込3-15-6
長野県上田市中野29-2
長野県松本市本庄2-5-1
長野県長野市栗田695
長野県松本市渚1-7-45
岐阜県関市平成通2-6-18
岐阜県美濃加茂市古井町下古井590
岐阜県岐阜市市橋3-7-22
岐阜県郡上郡白鳥町白鳥2-1
岐阜県岐阜市南鏡島1-6-5
岐阜県不破郡垂井町垂井町2210-42
岐阜県大垣市林町6-85-1
静岡県焼津市大覚寺2-30-1
静岡県駿東郡長泉町本宿411-5
静岡県御殿場市茱萸沢1180-2
静岡県御殿場市川島田字中原1067ｰ2
静岡県藤枝市宮原676-1
静岡県三島市幸原町2-3-1
静岡県御殿場市深沢1285-2
静岡県御殿場市新橋1784
静岡県富士市大渕字大峯3898-1
静岡県浜松市浜北区小松1700
静岡県熱海市東海岸町13-1
静岡県静岡市駿河区下川原南11-1
静岡県磐田市中泉御殿703
静岡県牧之原市細工2887-1
愛知県名古屋市天白区平針4-305
愛知県岡崎市六供町字3-8-2
愛知県名古屋市中区新栄1-32-22
愛知県豊橋市羽根井本町134
愛知県豊橋市吾妻町137
愛知県名古屋市南区白水町8
愛知県岡崎市本宿町字南中町32
三重県松阪市南町443-4
三重県桑名市和泉8-264-3
三重県いなべ市北勢町阿下喜771
三重県四日市市生桑町菰池450-3
滋賀県東近江市八日市東本町8-16
滋賀県高島市マキノ町新保1097
滋賀県近江八幡市土田町1379
滋賀県草津市矢橋町1660
滋賀県草津市東矢倉3-34-52
滋賀県蒲生郡日野町上野田200-1
京都府京都市下京区西七条南衣田町93
京都府京都市西京区大枝杳掛町13-107
京都府京都市西京区山田中吉見町11-2
京都府京都市山科区音羽珍事町2
京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町8-1
京都府宇治市小倉町春日森86-1
京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入ル東塩小路町608
京都府京都市伏見区石田森南町28-1
京都府福知山市厚中町231
京都府京都市西京区山田平尾町17
京都府京都市西京区桂御所町1
京都府向日市物集女町中海道92-12
大阪府大阪市淀川区三国本町3-18-3
大阪府大阪市平野区長吉長原1-2-34
大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2-10-2
大阪府大阪狭山市東くみの木4-1151
大阪府吹田市江の木町7-1
大阪府吹田市江坂町4-10-1
大阪府大阪市北区天神橋7-5-15
大阪府大阪市旭区大宮5-4-24
大阪府河内長野市古野町4-11
大阪府堺市堺区今池町3-3-16
大阪府岸和田市加守町4-27-1
大阪府四條畷市中野本町28-1
大阪府貝塚市水間244
大阪府茨木市新庄町13-15
大阪府松原市天美東7-13-26

045-984-3003
0465-34-3444
045-949-7000
0466-44-1451
0465-35-5773
042-752-1808
046-223-7815
0466-25-2216
044-222-2111
045-474-8111
044-322-0633
0258-32-0490
0766-63-3040
076-425-2800
076-235-4114
076-454-5000
076-275-2222
055-262-2185
0263-33-6400
0267-64-1741
0268-38-2221
0263-34-6360
026-226-1311
0263-28-0055
0575-22-0012
0574-27-1777
058-276-2131
0575-83-0272
058-255-2677
0584-23-1120
0584-84-2015
054-628-5500
055-986-1212
0550-89-8000
0550-89-5633
054-639-0112
0559-88-2750
0550-83-1987
0550-83-3333
0545-36-2211
053-586-1115
0557-81-9176
054-256-8008
0538-34-0150
0548-22-1131
052-804-1111
0564-22-3232
052-241-0408
0532-31-3806
0532-61-3166
052-611-8680
0564-48-2431
0598-21-5522
0594-23-7242
0594-72-8711
059-330-7722
0748-22-2222
0740-27-0099
0748-33-3151
077-516-2500
077-567-3610
0748-53-1201
075-313-1413
075-331-8778
075-381-5161
075-593-7774
075-311-5121
0774-20-1111
075-365-0825
075-572-6976
0773-22-2101
075-391-5811
075-381-2111
075-934-6881
06-6394-0551
06-6709-0301 休止
06-6771-4861
072-366-1818
06-6380-0666 休止
06-6386-1651
06-6351-5381
06-6955-1221
0721-50-1111
072-229-4882
072-445-9908
072-877-6639
072-446-1105
072-627-3459
072-334-3400

備考

連番 施設名
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

医療法人育和会 育和会記念病院
医療法人仙養会 北摂総合病院
医療法人マックシール 巽病院
医療法人讃和会 友愛会病院
医療法人敬仁会 今里胃腸病院
医療法人朋愛会 朋愛病院
医療法人明倫会 宮地病院
特定医療法人中央会 尼崎中央病院
医療法人朗源会 大隈病院
医療法人社団佳生会 野木病院
医療法人 明和病院
吉田アーデント病院
医療法人吉徳会 あさぎり病院
特定医療法人社団仙齢会 はりま病院検診センター
医療法人薫風会 佐野病院
医療法人伯鳳会 赤穂中央病院
医療法人芙翔会 姫路愛和病院健診センター
特定医療法人社団兼誠会 杉安クリニック
医療法人康雄会 ホテルオークラ神戸クリニック
医療法人康雄会 西病院
医療法人五葉会 城南多胡病院
真星病院
医療法人社団仁恵会 石井病院
医療法人社団清和会 笹生病院健診センター
医療法人社団十善会 野瀬病院
医療法人晋真会 ベリタス病院
医療法人中馬医療財団 中馬病院
医療法人社団汐咲会 井野病院
医療法人社団健裕会 中谷病院
医療法人社団みどりの会 酒井病院
特定医療法人誠仁会 大久保病院 健康管理センター
医療法人社団菫会 伊川谷病院
医療法人鴻池会 秋津鴻池病院
医療法人康仁会 西の京病院
医療法人果恵会 ヤマト健診クリニック
一般財団法人江原積善会 ESクリニック
医療法人明芳会 佐藤病院
一般財団法人淳風会 大供クリニック
医療法人井口会 総合病院落合病院
社会医療法人 岡村一心堂病院
特定医療法人財団竹政会 セントラル病院
社会医療法人定和会 神原病院
社会医療法人里仁会 興生総合病院
医療法人社団玄同会 小畠病院
医療法人社団うすい会 高陽ニュータウン病院
医療法人あかね会 中島土谷クリニック
医療法人社団 おおうち総合健診所
医療法人広島健康会 アルパーク検診クリニック
医療法人社団慶寿会 千代田中央病院
医療法人社団朋和会 西広島リハビリテーション病院
医療法人社団 井野口病院
医療法人社団ヤマナ会 東広島記念病院 広島生活習慣病検診センター
芸南健康クリニック
医療法人明和会 北広島病院健康管理室
医療法人協愛会 阿知須共立病院健診センター
医療法人樹一会 山口病院総合健診センター
医療法人其桃会 西尾病院
一般財団法人 防府消化器病センター
医療法人社団水生会 柴田病院
医療法人財団神徳会 三田尻病院
医療法人清仁会 林病院
山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院
一般社団法人下関市医師会 下関市医師会病院
医療法人陽光会 光中央病院（人間ドック・健診センターVIVO）
医療法人青鳳会 美摩病院
医療法人有誠会 手束病院
医療法人明和会 たまき青空病院
医療法人なぎさ会 沖の洲病院健診センター
医療法人弘誠会 浦田病院
医療法人慈成会 寺沢病院
医療法人敬老会 森岡病院
医療法人三成会 水の都記念病院
医療法人喜久寿会 木下病院
医療法人若葉会 近藤内科病院
医療法人いちえ会 伊月健診クリニック
医療法人社団雙和会 クワヤ病院
特定医療法人ブルースカイ 松井病院
特定医療法人社団豊南会 香川井下病院
医療法人社団青冥会 ミタニ藤田病院
財団法人三宅医学研究所附属セントラルパーク クリニック
医療法人社団純心会 善通寺前田病院
加戸病院
医療法人グランセル 佐藤実病院
医療法人松原会 松山第一病院
一般財団法人積善会 十全総合病院
社会医療法人石川記念会 HITO病院
医療法人慈風会 白石病院
医療法人社団慈生会 松山城東病院
医療法人平成会 山内病院

施設住所

電話番号

大阪府大阪市生野区巽北3-20-29
大阪府高槻市北柳川町6-24
大阪府池田市天神1-5-22
大阪府大阪市住之江区浜口西3-5-10
大阪府大阪市生野区巽南3-19-3
大阪府大阪市東成区大今里1-25-11
兵庫県神戸市東灘区本山中町4-1-8
兵庫県尼崎市潮江1-12-1
兵庫県尼崎市杭瀬本町2-17-13
兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1
兵庫県西宮市上鳴尾町4-31
兵庫県神戸市灘区原田通1-3-17
兵庫県明石市朝霧台1120-2
兵庫県加古郡播磨町北野添2-1-15
兵庫県神戸市垂水区清水が丘2-5-1
兵庫県赤穂市惣門町52-6
兵庫県姫路市飯田3-219-1
兵庫県尼崎市長洲西通り1-4-15
兵庫県神戸市中央区波止場町2-1 ホテルオークラ神戸7F
兵庫県神戸市灘区備後町3-2-18
兵庫県姫路市本町165
兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3
兵庫県明石市天文町1-5-11
兵庫県西宮市弓場町5-37
兵庫県神戸市長田区久保町3-9-7
兵庫県川西市新田1-2-23
兵庫県尼崎市開明町3-29
兵庫県姫路市大塩汐咲1-27
兵庫県姫路市飾磨区細江2501
兵庫県姫路市飾西412-1
兵庫県明石市大久保町大窪2095-1
兵庫県神戸市西区池上2-4-2
奈良県御所市池之内1064
奈良県奈良市六条町102-1
奈良県北葛城郡王寺町久度4-5-27
岡山県津山市津山口308
岡山県岡山市南区築港栄町2-13
岡山県岡山市北区大供2-3-1
岡山県真庭市落合垂水251
岡山県岡山市東区西大寺南2-1-7
広島県福山市住吉町7-3
広島県福山市赤坂町大字赤坂1313
広島県三原市円一町2-5-1
広島県福山市駅家町上山守203
広島県広島市安佐北区亀崎4-7-1
広島県広島市中区中島町6-1
広島県広島市中区大手町3-6-12
広島県広島市西区草津新町2-26-1 ｱﾙﾊﾟｰｸ東棟
広島県山県郡北広島町有田1192
広島県広島市佐伯区三宅6-265
広島県東広島市西条土与丸6-1-91
広島県東広島市西条町吉行2214
広島県呉市阿賀中央6-7-10
広島県山県郡北広島町壬生433-4
山口県山口市阿知須4171-1
山口県山口市駅通り2-10-7
山口県下関市竹崎町1-16-3
山口県防府市駅南町14-33
山口県山口市大内矢田385
山口県防府市お茶屋町3-27
山口県山口市小郡下郷751-4
山口県山口市小郡下郷862-3
山口県下関市大学町2-1-2
山口県光市島田2-22-16
徳島県吉野川市鴨島町上下島497
徳島県名西郡石井町石井字石井434-1
徳島県徳島市国府町早渕字北カシヤ56-1
徳島県徳島市城東町1-8-8
徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ13
徳島県徳島市津田西町1-2-30
徳島県徳島市八万町大野5-1
徳島県徳島市北島田町1-45-2
徳島県徳島市南末広町4-70
徳島県徳島市西新浜町1-6-25
徳島県徳島市東船場町1-8
香川県高松市塩屋町1-4
香川県観音寺市村黒町739
香川県観音寺市大野原町花稲818-1
香川県高松市三谷町1680-1
香川県高松市番町1-10-16
香川県善通寺市中村町894-1
愛媛県喜多郡内子町内子771
愛媛県松山市本町6-3-1
愛媛県松山市久万ノ台282-2
愛媛県新居浜市北新町1-5
愛媛県四国中央市上分町788-1
愛媛県今治市松本町1-5-9
愛媛県松山市松末2-19-36
愛媛県今治市片山3-1-40

06-6758-8000
072-696-2121
072-763-5100
06-6675-6035
06-6752-7531
06-6973-1122
078-451-1221
06-6499-3045
06-6481-1667
078-947-7272
0798-47-1767
078-861-0001
078-912-7575
078-943-0050
078-785-1000
0791-45-1111
079-234-2117
06-6489-0073
078-335-2410
078-821-4151
079-225-2215
078-582-0111
078-918-1655
0798-34-0807
078-641-2424
072-793-7890
06-6411-6081
0792-54-5553
0792-35-5566
079-267-3602
078-935-2636
078-974-1117
0745-63-0601
0742-35-1121
0745-32-8620
0868-23-3000
086-263-6622
086-226-2666
0867-52-1133
086-942-9900
084-924-8041
084-951-1007
0848-63-5500
084-976-1351
082-843-1211
082-542-7272
082-542-5810
082-501-1115
0826-72-6111
082-924-1116
082-422-3711
0824-23-6661
0823-73-7200
0826-72-6611
0836-65-2711
083-922-1191
0832-23-8138
0835-25-8708
083-927-2800
0835-22-1110
0839-72-0411
083-972-0333
083-252-2188
0833-72-3939
0883-24-2957
088-674-0024
088-642-5050
0886-22-7112
088-699-2921
0886-62-5311
088-636-3737
088-632-9299
088-622-7700
088-663-0020
088-653-2315
087-851-5208
0875-23-2111
0875-52-2215
087-864-8778
087-863-4560
0877-63-3131
0893-44-5500
089-925-5544
089-924-6878
0897-33-1818
0896-58-2222
0898-32-4135
089-943-7717
0898-32-3000

備考

休止

休止

休止

休止

連番 施設名
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

高知県厚生農業協同組合連合会 ＪＡ高知健診センター
特定医療法人竹下会 竹下病院
医療法人恭愛会 田村内科整形外科病院
医療法人森下会 森下病院
医療法人悠久会 大牟田共立病院
医療法人 楠病院
糸島医師会病院
医療法人井上会 篠栗病院
社会医療法人大成会 福岡中央総合健診センター
社会医療法人大成会 福岡記念病院
医療法人 西福岡病院
医療法人 原三信病院
社会医療法人財団池友会 新小文字病院
特定医療法人 原土井病院
社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院
社会医療法人喜悦会 那珂川病院
特定医療法人八木厚生会 八木病院
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア福岡健診センター
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院国際保健センター
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
医療法人弘恵会 ヨコクラ病院
社会医療法人共愛会 とばたクリニック
医療法人佐田厚生会 佐田病院
特定医療法人起生会 大原病院
医療法人社団俊聖会 甘木中央病院
医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院
社会医療法人栄光会 栄光病院
医療法人聖峰会 田主丸中央病院
医療法人社団高邦会 高木病院予防医学センター
医療法人社団江頭会 さくら病院
医療法人愛風会 さく病院
医療法人社団誠和会 牟田病院
医療法人光洋会 赤間病院
社会医療法人財団池友会 福岡和白総合健診クリニック
社会医療法人財団池友会 新行橋病院
医療法人森和会 行橋中央病院
社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院
医療法人社団高邦会 福岡山王病院
財団法人平成紫川会 小倉記念病院
宗像医師会病院健診センター
社会医療法人天神会 新古賀クリニック
医療法人静光園 白川病院
医療法人同愛会 副島病院
医療法人社団敬愛会 佐賀記念病院
特定医療法人祐愛会 織田病院
医療法人 ひらまつ病院
特定医療法人静便堂 白石共立病院
医療法人陽明会 樋口病院
医療法人松籟会 河畔病院
うれしのふくだクリニック
医療法人社団博文会 小栁記念病院
医療法人仁徳会 今村病院
医療法人ロコメディカル 江口病院
医療法人社団如水会 今村病院
医療法人光善会 長崎百合野病院健診センター
医療法人保善会 田上病院
医療法人済家会 柴田長庚堂病院
医療法人社団佐世保同仁会 佐世保同仁会病院
社会医療法人春回会 井上病院
医療法人宏善会 諫早記念病院
社会医療法人青洲会 青洲会病院
医療法人社団寿量会 熊本機能病院
医療法人社団岡山会 九州記念病院
社会医療法人稲穂会 天草慈恵病院
医療法人春水会 山鹿中央病院
医療法人祐基会 帯山中央病院
医療法人社団高野会 高野病院総合健診センター
医療法人社団三森会 三森循環器科・呼吸器科病院
医療法人社団順幸会 阿蘇立野病院
医療法人 桜十字病院
医療法人愛寿会 大分循環器病院
社会医療法人財団天心堂 へつぎ病院
医療法人畏敬会 府内健診センター
医療法人善仁会 市民の森病院総合健診センター
一般財団法人弘潤会 野崎病院
医療法人社団尚成会 近間病院
社会医療法人緑泉会 リハビリテーション病院吉村
医療法人碧仁会 井ノ上病院
公益財団法人慈愛会 今村病院
公益財団法人慈愛会 今村病院分院
社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院
社会医療法人博愛会 さがらパース通りクリニック人間ドックウェルライフ
医療法人杏林会 丸田病院
医療法人聖心会 かごしま高岡病院
医療法人玉昌会 加治木温泉病院
財団法人児玉報謝会 成人病院
医療法人一誠会 三宅病院
医療法人秀和会 清風病院
医療法人尚愛会 小田原病院

施設住所

電話番号

高知県南国市明見字中野526-1
高知県高知市本町2-4-3
高知県高知市二葉町10-10
高知県四万十市中村一条通2-44
福岡県大牟田市明治町3-7-5
福岡県久留米市日吉町115
福岡県糸島市浦志532-1
福岡県粕屋郡篠栗町大字尾仲94
福岡県福岡市中央区今川2-16-16
福岡県福岡市早良区西新1-1-35
福岡県福岡市西区生の松原3-18-8
福岡県福岡市博多区大博町1-8
福岡県北九州市門司区大里新町2-5
福岡県福岡市東区青葉6-40-8
福岡県粕屋郡粕屋町長者原西4-11-8
福岡県福岡市南区向新町2-17-17
福岡県福岡市東区馬出2-21-25
福岡県福岡市中央区天神4-1-32
福岡県久留米市津福本町422
福岡県福岡市中央区天神2-13-7 福岡平和ﾋﾞﾙ2Ｆ
福岡県三池郡高田町濃施394
福岡県北九州市戸畑区小芝2-5-1
福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-28
福岡県行橋市宮市町2-5
福岡県朝倉市甘木667
福岡県福津市上西郷341-1
福岡県糟屋郡志免町別府西3-8-15
福岡県久留米市田主丸町益生田892
福岡県大川市大字酒見141-11
福岡県福岡市城南区片江4-16-15
福岡県博多区竹下4-6-25
福岡県福岡市早良区干隈3-9-1
福岡県宗像市石丸1-6-7
福岡県福岡市東区和白丘2-11-17
福岡県行橋市道場寺1411
福岡県行橋市西宮市5-5-42
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1
福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45
福岡県北九州市小倉北区浅野3-2-1
福岡県宗像市田熊5-5-3
福岡県久留米市天神町106-1
福岡県大牟田市上白川町1-146
佐賀県佐賀市大財1-6-60
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬1240-1
佐賀県鹿島市大字高津原4306
佐賀県小城市小城町815-1
佐賀県杵島郡白石町大字福田1296
佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1
佐賀県唐津市松南町2-55
佐賀県藤津郡嬉野町大字下宿甲4129-1
佐賀県佐賀郡諸富町大字諸富津230
佐賀県鳥栖市本通町1-855-10
佐賀県小城市三日月町金田1054-2
佐賀県鳥栖市轟木町1523-6
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷1761-3 時津中央クリニックビル２F
長崎県長崎市田上2-14-15
長崎県島原市中堀町68
長崎県佐世保市浜田町1-6
長崎県長崎市宝町6-12
長崎県諫早市天満町2-21
長崎県平戸市田平町山内免612-4
熊本県熊本市北区山室6-8-1
熊本県熊本市中央区水前寺公園3-38
熊本県天草郡苓北町上津深江278-10
熊本県山鹿市山鹿1000番地
熊本県熊本市中央区帯山4-5-18
熊本県熊本市帯山4-2-88
熊本県山鹿市大橋通1204
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野185-1
熊本県熊本市南区御幸木部1-1-1
大分県大分市寿町27-1
大分県大分市中戸次字二本木5956
大分県大分市府内町1-3-23
宮崎県宮崎市大字塩路2783-37
宮崎県宮崎市大字恒久5567
宮崎県宮崎市山崎町965-6
鹿児島県鹿児島市大竜町5-31
鹿児島県鹿屋市王子町3980-1
鹿児島県鹿児島市堀江町17-1
鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23
鹿児島県枕崎市緑町220
鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-13
鹿児島県いちき串木野市旭町83
鹿児島県鹿児島市西千石町14-12
鹿児島県姶良市加治木町木田4714
鹿児島県鹿児島市上荒田町16-30
鹿児島県鹿児島市谷山中央7-3-1
鹿児島県鹿児島市真砂町73-20
鹿児島県鹿児島市山之口町8-1

088-863-8510
088-822-2371
088-883-1777
0880-34-2030
0944-53-5461
0942-35-2725
092-322-3631
092-947-0711
092-739-0110
092-821-4731
092-881-1385
092-291-3132
093-391-8005
092-691-3881 休止
092-939-0010
092-565-3531
092-651-0022
092-726-2111
0942-36-0721
092-712-7776
0944-22-5811
093-871-6025
092-781-6381
0930-23-2748
0946-22-5550
0940-34-3100
092-935-0147
09437-2-2727
0944-87-9490
092-864-1212
092-471-1139
092-865-2211
0940-32-2206
092-608-0138
0930-24-8899
0930-26-7111
093-203-2220
092-832-1159
093-951-0998
0940-37-0007
0942-35-3170
0944-53-4173
0952-24-5251
0952-31-7771
0954-63-3275
0952-72-2111
0952-84-6060
0954-66-2022
0955-77-2611
0954-42-1211
0952-47-3255
0942-83-3771
0952-73-3083
0942-82-5550
095-882-2500
095-826-8186
0957-64-1111
0956-23-4181
095-843-3777
0957-22-0370
0950-57-2155
096-345-8111
096-383-2121
0969-37-1111
0968-43-6611
096-382-6111
096-384-1011
0968-42-1234
0967-68-0891
096-378-1182
097-532-1111
097-597-4535
097-513-5339
0985-37-1111
0985-51-3111
0985-24-2418
099-248-0700 休止
0994-42-5275
099-226-5066
099-285-3916
0993-72-1351
099-239-5366
099-632-2263
099-226-1370
0995-62-0001
099-254-3332
099-268-3512
099-257-1010
099-223-7531

備考

連番 施設名
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

医療法人おもと会 大浜第一病院
医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院
医療法人祥杏会 おもろまちメディカルセンター
医療法人新西会 西武門病院
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院健診センター
医療法人八重瀬会 同仁病院
医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院
特定医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院
社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
地方独立行政法人 那覇市立病院
医療法人慈秀会 上尾アーバンクリニック
医療法人社団心和会 シンワ総合健診センター
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
医療法人社団優人会 東西線メディカルクリニック
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
医療法人社団慈誠会 人間ドック会館クリニック
医療法人社団卓秀会 新宿センタービルクリニック
医療法人社団陽和会 にしくぼ診療所
医療法人柏堤会 戸塚共立メディカルサテライト健診センター
医療法人一翠会 一翠会千里中央健診センター
医療法人社団苫仁会 桜木ファミリークリニック
医療法人社団博心厚生会 九段クリニック
立川相互ふれあいクリニック
聖愛クリニック
医療法人社団重宣会 鈴木胃腸消化器クリニック健診センター
医療法人財団順和会 山王メディカルセンター
医療法人香柏会 渡辺内科クリニック
医療法人青雲会 佐野医院
医療法人財団愛人会 河村内科消化器クリニック
医療法人孝徳会 楠元内科医院
医療法人社団ミッドタウンクリニック 浜松町ハマサイトクリニック
医療法人厚生会 米子中海クリニックヘルスケアセンター
中島クリニック
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
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

施設住所

電話番号

沖縄県那覇市字天久1000
沖縄県那覇市与儀1-26-6
沖縄県那覇市上之屋1-3-1
沖縄県那覇市東町5-22
沖縄県浦添市伊祖4-16-1
沖縄県浦添市城間1-37-12
沖縄県沖縄市照屋3-20-1
沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171-1
沖縄県中頭郡中城村伊集208
沖縄県那覇市古島2-31-1
埼玉県上尾市緑丘3-5-28 シンワ緑丘ビル1Ｆ
千葉県八千代市米本2167-8
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー6F
東京都江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町9Ｆ
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14 バリューHRビル
東京都板橋区常盤台4-35-10
東京都新宿区西新宿1-25-1
東京都武蔵野市緑町2-1-40
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3970-5
大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3F
北海道苫小牧市桜木町2-25-1
東京都千代田区九段北1-9-5
東京都立川市錦町1-23-4
東京都台東区浅草5-64-6
東京都港区芝5-27-1
東京都港区赤坂8-5-35
岐阜県大垣市御殿町2-21
愛知県豊橋市松葉町3-10
広島県広島市中区大手町1-4-11
鹿児島県出水市平和町224
東京都港区海岸1－2－20 汐留ビルディング2F
鳥取県米子市彦名町1250
東京都中央区日本橋兜町8-8
香川県坂出市横津町3-2-31
広島県広島市中区幟町13-4 広島マツダビル4Ｆ

098-866-5171
098-854-5511
098-867-2116
098-868-2468 休止
098-878-0231
098-876-2212
098-939-7555
098-998-3221
098-895-3255
098-884-5111
048-778-1929
047-489-2111
03-5413-0081
03-3643-0077
03-6380-1400
03-3937-6256
03-3346-1151
0422-50-2825
045-869-4601
06-6872-5516
0144-71-2351
03-3222-0071
042-524-7365
03-3874-5341
03-3455-6121
03-3402-2185
0584-78-2266
0532-52-3906
082-248-0666
0996-62-8600
03-5472-1100
0859-48-1509
03-3666-0880
0877-45-2311
082-224-6661

備考

