
　 下記の注意事項を確認の上、予約をしてください。

１．各医療機関とは「日帰り人間ドックコース」およびオプション検査（前立腺がん、

　　乳がん、子宮がん、脳ドック）を基本として契約しておりますが、実施可能検査、

　　検査内容は各医療機関により異なります。

２．胃部検査はⅩ線検査（バリウム）が基本ですが、医療機関にて胃カメラ検査に

　　変更が可能な先については変更を認めます。ただし、追加料金が発生する

　　場合は自己負担とします。

３．健保が費用を補助する乳がん検査は、「触診＋超音波（エコー）」、または

　　「触診＋マンモグラフィ（Ⅹ線）」のいづれか一つを原則としますが、医療機関

　　により検査内容が異なる場合があります。

４．健保からの費用補助には、必ず事前申請・承認が必要です。医療機関の

　　予約後は、健保へのWEB申請も併せてお願いします。

＜注意事項＞

ＳＭＢＣファイナンスサービス健康保険組合

人間ドック・脳ドック提携医療機関一覧表 
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〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1番地　アスティ45（5F）

公益財団法人　北海道労働保健管理協会　札幌総合健診センター
〒060－0062     札幌市中央区南2条西2-18-1　NBF札幌南二条ビル

医療法人　渓仁会　渓仁会円山クリニック
〒064－0820     札幌市中央区大通り西26-3-16

JA北海道厚生連　旭川厚生病院  
〒078－8211    旭川市一条通24丁目111番地

津軽保健生活協同組合　健生病院   
〒036－8045    弘前市野田2-2-1

一般社団法人　慈恵会　疾病予防施設 慈恵クリニック
〒038－0021    青森市大字安田字近野160-3

公益財団法人　岩手県予防医学協会　ビッグワッフル
〒020－8585 盛岡市北飯岡4-8-50

医療法人財団　明理会　イムス仙台クリニック　
〒980－0811 仙台市青葉区一番町2-4-1　仙台興和ビル4F

医療法人社団　進興会　せんだい総合健診クリニック
〒980－0811 仙台市青葉区一番町1-9-1　仙台トラストタワー4階

一般社団法人　山形市医師会　山形市医師会健診センター
〒990－2462     山形市深町1-7-57

公益財団法人　湯浅報恩会　寿泉堂クリニック　健診センター
〒963－8002     郡山市駅前1-5-7

一般財団法人脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院
〒963－8052 郡山市八山田7-115

医療法人　中山会　宇都宮記念病院　総合健診センター
〒320－0811     宇都宮市大通り1-3-16

医療法人社団　日高会 　日高病院　健診センター
〒370－0001     高崎市中尾町886

一般財団法人　健康医学予防協会　新潟健診プラザ
〒950－0914 新潟市中央区紫竹山2丁目6番10号

医療法人　大宮シティクリニック
〒330－8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル30Ｆ

医療法人　へブロン会　大宮中央総合病院　健康医療センター
〒331－0814     さいたま市北区東大成町1-227

医療法人社団　東光会　戸田中央総合健康管理センター
〒335－0022 戸田市上戸田2-32-20

医療法人財団　新生会 大宮共立病院
〒337－0024 さいたま市見沼区片柳1550番地

社会医療法人社団　尚篤会　赤心堂総合健診クリニック
〒350－1123 川越市脇田本町23-1　住友生命川越ビル西館内

医療法人　武蔵野総合病院
〒350－1167 川越市大袋新田977-9

所沢市市民医療センター
〒359－0025 所沢市大字上安松1224番地の1

茨城県厚生連　総合病院　水戸協同病院　健康管理センター
〒310－0015 　  水戸市宮町3-2-7

医療法人社団北水会　北水会記念病院　健診センター
〒310－0035 　  水戸市東原3-2-1

茨城
● 201 029-233-9930

● 225 029-303-3005

● 174 049-244-6340

175 04-2998-2081

● 172 048-686-7155

173 049-243-5550

埼

玉

◎ 170 048-645-1256

47 048-653-5266

● 171 048-442-1118

群馬 ● 45 027-362-1944

新潟 ● 59 025-245-1111

222 024-934-5611

栃木 ● 44 028-616-1612

022-221-0066

山形 25 023-645-7222

福

島

● 30 024-939-4616

●

岩手 ● 215 019-638-4837

宮

城

◎ 21 022-262-9331

● 22

青

森

● 15 0172-32-1171

● 12 017-782-8711

◎ 2 011-611-7766

● 5 0166-33-7171

◎ 149
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

011-261-6845

3 011-222-0710

脳ドック
●自機関

◎外部委託
№ 診療施設名称・所在地 電話番号

北

海

道

2 / 8 



脳ドック
●自機関

◎外部委託
№ 診療施設名称・所在地 電話番号

医療法人財団　健貢会　東京クリニック
〒100－0004     東京都千代田区大手町2-2-1　新大手町ビル

医療法人　城見会　アムス丸の内パレスビルクリニック
〒100－0005     東京都千代田区丸の内1-1-1　パレスビル4F

社会福祉法人　三井記念病院　総合健診センター
〒101-8643 東京都千代田区神田和泉町１番地

医療法人社団　丸の内クリニック　健診センター
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2　新丸の内センタービル4F

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7F

有限会社　新赤坂健康管理協会　日本橋室町クリニック
〒103－0023 東京都中央区日本橋本町1-5-6　第10中央ビル

一般財団法人　日本健康開発財団　東京・八重洲総合健診センター
〒103－0028 東京都中央区八重洲1-5-20　石塚八重洲ビル7階

医療法人財団　明理会　イムス八重洲クリニック 
〒104－0031 東京都中央区京橋2-7-19　京橋イーストビル5Ｆ

医療法人財団　百葉の会　銀座医院　健康管理センター
〒104－0061 東京都中央区銀座4-12-15　歌舞伎座タワー16階

有限会社　新赤坂健康管理協会　新赤坂クリニック（六本木本院）
〒106－0032 東京都港区六本木5-5-1　六本木ロアビル11階

医療法人社団　進興会　セラヴィ新橋クリニック
〒105－0003 東京都港区西新橋2-39-3　SVAX西新橋ビル5F

医療法人社団　潤康会　芝パーククリニック
〒105－0011    東京都港区芝公園二丁目4番1号　芝パークビルA館2階

医療法人社団　天宣会　汐留健診クリニック
〒105－0013 東京都港区浜松町1-17-10

東京慈恵会医科大学附属病院　新橋健診センター
〒105－8471 東京都港区西新橋三丁目19番18号

 ※

●

医療法人財団　順和会　山王メディカルセンター  予防医学センター
〒107－0052 東京都港区赤坂8-5-35

医療法人　東京桜十字　赤坂桜十字クリニック
〒107－0052 東京都港区赤坂3-21-13　ヒューリック赤坂ビル2F

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 
〒108－0014     東京都港区芝5-27-1　

医療法人社団 同友会　品川クリニック
〒108－0075 東京都港区港南2-16-3　品川グランドセントラルタワー1階

〒108－0075 東京都港区港南2-5-3　オリックス品川ビル2階

医療法人　東京桜十字　上野御徒町桜十字クリニック
〒110－0005 東京都台東区上野3-21-5　BINO御徒町4/5階

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

公益財団法人　河野臨床医学研究所　附属北品川クリニック
〒140－0001 東京都品川区北品川1丁目28-15

医療法人社団 進興会　進興クリニック
〒141－6003 東京都品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower3F

医療法人　東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック
〒150－0011  東京都渋谷区東3-9-19　VORT恵比寿maximB1F

PL東京健康管理センター
〒150－0047    東京都渋谷区神山町16番1号　

医療法人財団　明理会　新宿ロイヤル診療所
〒151－0053     東京都渋谷区代々木2-9　久保ビル2Ｆ

医療法人社団 　アルコ会　アルコクリニック
〒153－0064 東京都目黒区下目黒1-8-1　アルコタワー12F

医療法人社団　菱秀会　金内メディカルクリニック
〒160－0023 東京都新宿区西新宿7-5-25　西新宿木村屋ビル2F

医療法人社団　善仁会　総合健診センター　ヘルチェック　新宿西口センター
〒160－0023 東京都新宿区西新宿3-2-4　新和ビルディング7階

● 231 0120-331-210

東

京

● 162 03-3365-5521

163 03-3345-7766

03-6854-4003

◎ 36 03-3375-3371

161 03-5434-8181

159 03-3474-1351

● 160 03-5408-8181

● 35 03-3469-1163

233◎

157 03-6718-2816

◎ 213
一般財団法人　健康予防医学財団　みなと健診クリニック

03‐5781-5020

34 03-3455-6188

◎ 229 03-6854-1220

● 154 03-3432-8888

● 156 03-3402-2185

　※ 新橋健診センターでは「脳ドック」と「脳検査」の２コースが存在しますが、当健保で
      契約しているのは「脳検査」のコースです。
    　「脳ドック」と予約すると予約担当者が補助の適用外であると認識し、差額分の請求が
      発生しますので、必ず「脳検査」として予約をお取りください。

153 03-5408-8181

32 03-3434-4485

◎ 152 03-3541-3340

155
03-5770-1250

新赤坂クリニックG

◎ 206 03-3274-2861

◎ 31 03-3567-2080

● 216 03-3501-5567

151
03-5770-1250

新赤坂クリニックG

● 208 03-3516-7187

● 205 03-3211-1171

150 03-5223-8822

● 158 03-3816-5841

◎ 230 03-6402-4353

33 03-3433-1111
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脳ドック
●自機関

◎外部委託
№ 診療施設名称・所在地 電話番号

医療法人社団　善仁会　総合健診センター　ヘルチェック　レディース新宿
〒163－0726 東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル26階

一般財団法人　明治安田健康開発財団　新宿健診センター
〒160－0023     東京都新宿区西新宿1-8-3　小田急明治安田生命ビル

公益財団法人　東京都予防医学協会
〒162－8402   東京都新宿区市谷砂土原町1-2　保健会館

医療法人社団　成山会　楠樹記念クリニック
〒163－0206 東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル6F

医療法人社団　卓秀会　　新宿センタービルクリニック
〒163－0605   東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル5Ｆ

東京医科大学病院　健診予防医学センター
〒163－1307 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー7F

社会医療法人　河北医療財団　河北健診クリニック
〒166－0003 東京都杉並区高円寺南4-27-12　三井住友銀行高円寺ビル

医療法人社団　燦壽会　サン虎の門クリニック
〒170－6007     東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60・7階

医療法人社団　卓秀会　平塚胃腸クリニック
〒171－0021    東京都豊島区西池袋3-28-1　藤久ビル西2号館6階

医療法人社団　明芳会　池袋ロイヤルクリニック
〒170－0013    東京都豊島区東池袋1-2１-11　オーク池袋ビル

医療法人社団　卓秀会　池袋藤久ビルクリニック
〒171－0021    東京都豊島区西池袋1-18-2　藤久ビル西1号館9階

公益財団法人　愛世会 愛誠病院　健康管理センター
〒173－8588 東京都板橋区加賀1-3-1

医療法人財団　慈生会 野村病院　予防医学センター
〒181－8503 三鷹市下連雀8-3-6

医療法人財団　立川中央病院附属健康クリニック
〒190－0023 立川市柴崎町3-14-2　BOSEN5Ｆ

医療法人社団　めぐみ会　南大沢メディカルプラザ健診室
〒192－0364 八王子市南大沢2-25　フォレストモール南大沢3Ｆ

医療法人社団　幸隆会 多摩丘陵病院
〒194－0297 町田市下小山田町1491

医療法人社団　めぐみ会　田村クリニック健診室
〒206－0033 多摩市落合1-32-1　多摩センターペペリビル4Ｆ　

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    千葉市中央区問屋町1-35　千葉ポートサイドタワー22Ｆ

医療法人社団　普照会 井上記念病院
〒260-0027 千葉市中央区新田町1-16

医療法人財団　明理会　千葉ロイヤルクリニック
〒260-0028 千葉市中央区新町1000番地　センシテｲータワー8F

医療法人社団　有相会　最成病院ヘルスケアセンター
〒262－8506　　 千葉市花見川区柏井町800-1

医療法人　成春会　花輪クリニック
〒273-0005 船橋市本町1-3-1　船橋フェイスビル8階

医療法人社団　協友会　船橋総合病院
〒273-0864 船橋市北本町1-13-1

〒273－8556     船橋市海神6-13-10

医療法人社団　天宣会　柏健診クリニック
〒27７-0005 柏市柏4-5-22

〒279-0013 浦安市日の出2-1-5

志津南クリニック
〒285-0844 佐倉市上志津原36-5

〒279-0013 浦安市日の出1-1-25

東

京

東

京

181 043-462-6616

● 214
医療法人社団　ちくま会　メディカルガーデン新浦安

047-709-3800

● 202
04-7167-4119
0120-15-4119

● 180
医療法人社団　新虎の門会 新浦安虎の門クリニック

047-381-2088

179 047-425-1153

● 50
独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院

047-433-5885

● 49 043-257-8111

178 047-422-2202

千

葉

● 48 043-245-6051

● 176 043-245-8811

177 043-204-5511

● 169 042-797-1512

211 042-311-5310

● 42 0120-137-322

● 210 042-670-3055

● 168 0422-47-8811

● 167 03-3961-5125

● 164 03-3344-6666

38 03-3269-1141

203 03-3345-7766

◎ 37 03-3349-2731

226 03-5951-1201

● 207 03-3989-1112

41 03-3984-4316

03-3346-1152

40 03-3988-1862

● 165 03-5377-2511

● 217 03-5323-0320

39
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脳ドック
●自機関

◎外部委託
№ 診療施設名称・所在地 電話番号

〒212－0013    川崎市幸区堀川町580-16　川崎テックセンター8F

一般財団法人　京浜保健衛生協会
〒213－0034 川崎市高津区上作延811-1

医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院　予防医学センター
〒215－0026 川崎市麻生区古沢都古255

医療法人社団　善仁会　総合健診センター　ヘルチェック 　横浜西口センター
〒220－0004 横浜市西区北幸1-11-15　横浜STビル3階

医療法人社団　善仁会　総合健診センター　ヘルチェック 　レディース横浜
〒220－0004 横浜市西区北幸1-4-1　天理ビル23F

医療法人社団　善仁会　総合健診センターヘルチェック 　ファーストプレイス横浜
〒220－0011 横浜市西区高島2-7-1　ファーストプレイス横浜6F

医療法人社団　相和会　みなとみらいメディカルスクエア
〒220－0012     横浜市西区みなとみらい3-6-3　MMパークビル2Ｆ

医療法人　城見会　アムスランドマーククリニック
〒220－8107    横浜市西区みなとみらい2-2-1-1　ランドマークタワー7F

コンフォート横浜健診センター
〒220－0023 横浜市西区平沼2-8-25

医療法人社団　善仁会　総合健診センター　ヘルチェック　横浜東口センター
〒221－0056 横浜市神奈川区金港町6-20

〒221－0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13　第2安田ビル9階

医療法人社団　相和会　横浜総合健診センター
〒221－0056     横浜市神奈川区金港町3-１　コンカード横浜20Ｆ　

京浜健診クリニック
〒236－0026 横浜市金沢区柳町3-9

医療法人社団　相和会　相模原総合健診センター
〒252－0206     相模原市中央区淵野辺3-2-8　

ＪＡ健康管理センターさがみはら
〒252－0143     相模原市緑区橋本6-1-14　ザ・ハシモトタワー4階

ＪＡ健康管理センターあつぎ 
〒243－0022     厚木市酒井3132

〒243－0432　    海老名市中央3-2-5　ショッパーズプラザ海老名内

医療法人　徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院
〒251－0041 藤沢市辻堂神台1-5-1

医療法人　徳洲会　茅ヶ崎徳洲会病院
〒253－0052 茅ヶ崎市幸町14-1

公益財団法人　佐々木研究所附属　湘南健診センター 
〒254－0034     平塚市宝町10-4

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    沼津市本字下一丁田895-1

公益財団法人　ＳＢＳ静岡健康増進センター
〒422－8033    静岡市駿河区登呂3-1-１

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     浜松市中区住吉2-35-8

医療法人愛和会　愛和病院
〒380-0904 長野市大字鶴賀1044-2

社会医療法人財団　慈泉会 相澤健康センター
〒390－8510     松本市本庄2-5-1

公益財団法人 友愛健康医学センター
〒939－2741     富山市婦中町中名1554-17

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
〒920－0858     金沢市木ノ新保町1-1　金沢駅西口ビル4F

医療法人社団　飛祥会　北國クリニック
〒920－0919 金沢市南町2-1　北國新聞会館3F

福井県済生会病院　健診センター
〒918－8235 　   福井市和田中町舟橋7-1

朝日大学病院 　総合健診センター
〒500－8523     岐阜市橋本町3-23

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

076-232-6722

福井 ● 73 0776-28-8513

岐阜 ● 75 058-251-8001

富山 69 076-466-5544

石

川

70 076-235-4114

72

● 67 053-473-550６

長

野

◎ 223 026-226-3863

● 64 0263-34-6360

56 0463-21-3811

静

岡

● 68 055-962-9882

● 66 054-282-1109

● 189 0466-35-1360

● 227 0467-89-2555

53 046-229-3731

● 57
カラダテラス海老名

046-292-1311

● 196 042-753-3301

● 54 046-229-3731

◎ 52 045-461-1230

● 188 045-782-3222

● 186
045-453-1150
ヘルチェックG

187
03-5770-1250

新赤坂クリニックG
有限会社　新赤坂健康管理協会　横浜北幸クリニック

51 045-222-5588

◎ 185 045-313-8080

193
045-453-1150
ヘルチェックG

● 195 045-228-2000

183
045-453-1150
ヘルチェックG

184
045-453-1150
ヘルチェックG神

奈

川

◎ 55 044-511-6116

182 044-330-4565

● 209 044-322-0633
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◎外部委託
№ 診療施設名称・所在地 電話番号

医療法人　松柏会　国際セントラルクリニック
〒450－0001 名古屋市中村区那古野1-47-1　国際センタービル10Ｆ

医療法人　尚仁会　名古屋ステーションクリニック
〒450－0002 名古屋市中村区名駅4-6-17　名古屋ビルディング8階

医療法人　誠厚会 　名駅前診療所　保健医療センター
〒450－0003 名古屋市中村区名駅南2-14-9　住友生命名古屋ビル2Ｆ

医療法人社団　進興会　ミッドタウンクリニック名駅
〒450－6305 名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪPタワー名古屋5Ｆ

医療法人　松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック
〒450－6409 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング9Ｆ

日本赤十字社　愛知医療センター　名古屋第一病院　健康管理センター
〒453-8511 名古屋市中村区道下町3丁目35番地

医療法人　慶和会　ひまわりクリニック
〒451－0051 名古屋市西区則武新町3-8-20

社会医療法人　大雄会　大雄会ルーセントクリニック　健診センター
〒451－6003 名古屋市西区牛島町6番1号

医療法人　中京クリニカル
〒456－0035 名古屋市熱田区白鳥3-6-17

中日病院　健診センター
〒460－0002 名古屋市中区丸の内3-12-3

医療法人財団　医親会　マリンクリニック
〒460－0002     名古屋市中区丸の内3-20-17　中外東京海上ビル4F

医療法人　名古屋東栄クリニック
〒460－0008     名古屋市中区栄2-11-25

〒460－0008 名古屋市中区栄2-1-1　日土地名古屋ビル3階

名古屋市医師会健診センター
〒461－0004 名古屋市東区葵1-18-14

医療法人　愛生会　総合上飯田第一病院　健診センター
〒462－0802 名古屋市北区上飯田北町2丁目70番地

一般財団法人 愛知健康増進財団
〒462－0844 名古屋市北区清水1-18-4

医療法人　オリエンタルクリニック
〒464－8691 名古屋市千種区今池1-8-5

医療法人　メドック健康クリニック
〒466－0857     名古屋市昭和区安田通4-3

社会医療法人　名古屋記念財団　名古屋記念病院
〒468－8520     名古屋市天白区平針4-305

一般社団法人　岡崎市医師会　はるさき検診センター
〒444－0875 岡崎市針崎町字春咲1-3

三河安城クリニック
〒446－0037 安城市相生町14番14号

医療法人　九愛会　中京サテライトクリニック
〒470－1101     豊明市沓掛町石畑180-1

ＪＡ愛知厚生連　江南厚生病院　健康管理センター
〒483－8704    江南市高屋町大松原137

医療法人社団　順心会　井上病院　健康管理センター
〒489－0927 瀬戸市川北町2丁目11番地

医療法人　山下病院   健診センター
〒491－8531     一宮市中町1-3-5

医療法人　尚徳会　ヨナハ総合病院　健診センター
〒511－0838     桑名市和泉8-264-3

津生協病院附属診療所 健診センター
〒514－0801     津市船頭町3453番地

奈良市総合医療検査センター
〒630－8031　 　 奈良市柏木町519-5

大和郡山病院　健康管理センター
〒639－1013     大和郡山市朝日町1-62

大津赤十字病院
〒520－0046     大津市長等1-1-35

京都第一赤十字病院　健診センター
〒605－0981     京都市東山区本町15-749

052-471-3855

● 224 052-551-1169

● 218

● 232

滋賀 ● 97 077-522-5165

京都 ● 98 075-561-1121

88 0586-46-1520

三

重

● 95 0594-23-7242

96 059-225-7536

● 89 0587-51-3311

87 0561-83-3131

● 92 0566-7７-5555

● 93 0562-93-8222

● 86 052-804-1111

● 94 0564-52-1570

◎ 84 052-741-5181

● 85 052-752-1125

● 192 052-991-3111

83 052-951-3919

82
医療法人　鹿志会　エルズメディケア名古屋　（＊対象：女性のみ）

052-737-6500

● 197 052-937-8425

80 052-954-8001

81 052-201-1111

◎ 79 052-671-8001

● 219 052-961-2496

● 200 052-571-0801

● 78 052-569-6030

052-587-0311

愛

知

76 052-561-0633

● 194 052-551-6663

◎ 77 052-581-8406

奈

良

● 114 0742-33-7876

● 113 0743-54-6587
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一般財団法人　住友病院  　健康管理センター
〒530－0005  　  大阪市北区中之島5-3-20

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
〒532－0011  　  大阪市淀川区西中島5-5-15

淀川キリスト教病院　健康管理増進センター
〒533－0024  　  大阪市東淀川区柴島１-7-50

医療法人　城見会　アムスニューオータニクリニック
〒540－8578     大阪市中央区城見1-4　ホテルニューオオタニ大阪4F

一般財団法人　大阪府結核予防会　大阪総合健診センター
〒541－0045     大阪市中央区道修町4-6-5

〒541－0056  　 大阪市中央区久太郎町1-9-26 　ＬＵＣＩＤ　ＳＱＵＡＲＥ　ＳＥＭＢＡ 

社会医療法人　寿楽会　大野クリニック
〒542－0076     大阪市中央区難波2丁目2-3　御堂筋グランドビル7F

医療法人　聖授会　総合健診センター  
〒543－0021  　  大阪市天王寺区東高津町7-11　大阪府教育会館5Ｆ

医療法人　聖授会　OCAT予防医療センター
〒556－0017    大阪市浪速区湊町1丁目4-1　OCATビル地下3・4F

医療法人　厚生会 大阪西クリニック　
〒550－0015　　 大阪市西区南堀江３-15-26　ジェイエムエル大阪ビル7F

一般財団法人　みどり健康管理センター
〒564－0062 吹田市垂水町3-22-5

社会医療法人　生長会 　ベルクリニック
〒590－0985     堺市堺区戎島町4丁目45番地の１

丸山病院　健診部
〒653－0875     神戸市長田区丸山町3-4-22

医療法人社団　朝日ビル　中院クリニック　
〒650－0035     神戸市中央区浪花町59　朝日ビル8Ｆ

一般財団法人　神戸マリナーズ厚生会病院
〒650－0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7-3-18

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

一般社団法人　姫路市医師会　検診部診療所
〒670－0061     姫路市西今宿3-7-21

一般財団法人　淳風会　健康管理センター　
〒700－0913    岡山市北区大供2-3-1

医療法人社団　朋仁会　広島中央健診所
〒730－0013    広島市中区八丁堀10-10

〒730－0012 広島市中区上八丁堀4-1　アーバンビューグランドタワー4Ｆ

一般社団法人　山口総合健診センター
〒754－0002     山口市小郡下郷1733-1

医療法人　明和会　たまき青空病院
〒779－3125     徳島市国府町早渕字北カシヤ56番地1

医療法人　いちえ会　伊月健診クリニック
〒770－0911     徳島市東船場町1－8

屋島総合病院　健診センター
〒761－0186     高松市屋島西町2015－17

松山赤十字病院 　健康管理センター  
〒790－8524     松山市文京町１

医療法人　健会　高知検診クリニック
〒780－0806     高知市知寄町2-4-36

医療法人　グリーンハウス
〒780－0901    高知市上町1丁目7-1

高

知

● 130 088-883-9711

131 088-871-1711

088-653-2315

香川 ● 127 087-844-4666

愛媛 129 089-926-9513

山口 ● 123 083-972-4325

徳

島

125 088-643-2588

126

広

島

● 120 082-228-1177

● 121 082-227-3366
医療法人 グランドタワーメディカルコート　グランドタワーメディカルコート　ライフケアクリニック

112 079-295-3322

岡山 ● 119 086-226-2666

● 220 078-351-6110

● 221 078-652-4163

● 109 072-224-1717

兵

庫

110 078-642-1131

● 111 078-321-5586

107 06-6539-0800

108 06-6385-0265

106 06-6761-2200

● 199 0120-728‐797

104 06-6266-6440

◎ 105 06-6213-7230

一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会　大阪支部　オリエンタル大阪健診センター

102 06-6949-0305

103 06-6202-6666

大

阪

● 99 06-6447-3013

100 06-6379-3334

● 101 06-6324-6530
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公益財団法人　健和会　健和会大手町病院
〒803－8543     北九州市小倉北区大手町15-1

福岡県済生会　福岡総合病院　
〒810－0001     福岡市中央区天神1-3-46

公益財団法人 福岡公衆衛生推進機構　福岡国際総合健診センター   
〒810－0001     福岡市中央区天神2-13-7　福岡平和ビル2階

一般財団法人　 西日本産業衛生会　福岡健診診療所　
〒812－0011     福岡市博多区博多駅前2-20-1　大博多ビル6F

〒814－0001     福岡市早良区百道浜3-6-45

社会医療法人　雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター
〒830－8543     久留米市津福本町422

独立行政法人地域医療機能推進機構　佐賀中部病院 健康管理センター
〒849－8522 佐賀市兵庫南3-8-1

一般社団法人　長崎市医師会　長崎市医師会医療センター診療所
〒850－8511     長崎市栄町2-22

社会医療法人　春回会　春回会クリニック　健診センター
〒852－8105      長崎市目覚町7-2　HCS長崎ビル6F

日本赤十字社　熊本健康管理センター
〒861－8528     熊本市東区長嶺南2-1-1

社会福祉法人　恩賜財団　済生会熊本病院　
〒861－4193     熊本市近見5-3-1

大分県地域成人病検診センター
〒870－1133     大分市大字宮崎1415

公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院
〒880－2102  宮崎市大字有田1173番地

社会医療法人　同心会　古賀駅前クリニック　健診センター
〒880－0812 宮崎市高千穂通2-7-14

公益財団法人　鹿児島県民総合保健センター
〒890－8511   鹿児島市下伊敷3-1-7

一般財団法人　琉球生命済生会  琉生病院
〒902－0066     那覇市字大道56

0985-22-2112

熊

本

● 141 096-387-6651

●

鹿児島 146 099-220-2332

144 0985-77-9108

● 145

沖縄 147 098-885-5131

大分 ● 143 097-569-2211

宮

崎

142 096-351-1011

長
崎

140 095-818-5600

● 212 095-843-3777

● 137 0942-36-0721

佐賀 ● 139 0952-28-5311

福

岡

● 132

◎ 135 092-471-1165

● 136
医療法人社団　高邦会　福岡山王病院　

092-832-1159

093-592-5511

● 133 092-771-8151

◎ 190 092-712-7776
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