
 

 

                                                                                
 

 

 

医療機関名 電話番号 住所 

名鉄病院 健診センター 052(551)6121 名古屋市西区栄生2-26-11 

国際セントラルクリニック 052(821)0090 名古屋市中村区那古野1-47-1 国際センタービル10F 

名駅前診療所 保健医療センター 052(581)8406 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル2Ｆ 

大名古屋ビルセントラルクリニック 052(821)0090 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング9Ｆ 

ひまわりクリニック 052(571)0801 名古屋市西区則武新町3-8-20 

公衆保健協会 健診センター 052(481)2161 名古屋市中村区黄金通2-45-2 

名古屋第一赤十字病院 健康管理センター 052(471)3855 名古屋市中村区道下町3-35 

中京クリニカル 052(671)8001 名古屋市熱田区白鳥3-6-17 

名古屋セントラルクリニック 052(821)0090 名古屋市南区千竈通7-16-1 

だいどうクリニック  052(611)8680 名古屋市南区白水町9 

中京病院 健康管理センター 052(691)7151 名古屋市南区三条1-1-10 

エルズメディケア名古屋 ※女性専用 052(737)6500 名古屋市中区栄2-1-1 日土地名古屋３Ｆ 

名城病院 総合健診センター 052(201)6058 名古屋市中区三の丸1-3-1 

中日病院 健診センター 052(961)2496 名古屋市中区丸の内3-12-3 

マリンクリニック 052(954)8001 名古屋市中区丸の内3-20-17 KDX 桜通ビル４F 

名古屋東栄クリニック  052(201)1111 名古屋市中区栄2-11-25 

総合上飯田第一病院 健診センター 052(991)3111 名古屋市北区上飯田北町2-70 

オリエンタルクリニック 052(741)5181 名古屋市千種区今池1-8-5 

メドック健康クリニック 052(752)1125 名古屋市昭和区安田通4-3 

参方善さくら会 さくら医院 052(892)0200 名古屋市緑区鳴子町3-49-23 ナルコス2階 

愛知健康増進財団 052(951)3919 名古屋市北区清水1-18-4 

 

 
 
医療機関名 電話番号 住所 

光生会病院 総合健診センター 0532(61)3000 豊橋市吾妻町137 

佐野医院 0532(52)3906 豊橋市松葉町3-10 

成田記念病院 健康管理センター 0532(31)3806 豊橋市羽根井本町134 

樋口病院 健診センター 0533(95)2211 豊川市諏訪2丁目145 

岡崎市医師会はるさき健診センター 0564(52)1570 岡崎市針崎町字春咲1-3 

冨田病院 予防医学センター 0564(48)2432 岡崎市本宿町南中町32 

西尾市医師会健康管理センター 0563(57)1451 西尾市熊味町小松島32 西尾保健センター３Ｆ 

三河安城クリニック 0566(75)7515 安城市相生町14-14 

安城更生病院 予防医療センター【WEB 申込コチラ】 0566-75-3020 安城市安城町東広畔28 

小林記念病院 健康管理センター 0566(41)6548 碧南市新川町3-88 

刈谷豊田総合病院 健診センター 0566(25)8182 刈谷市住吉町5-15 

一里山・今井病院  0566(26)6702 刈谷市一里山町中本山88 

刈谷医師会臨床検査センター 健診センター 0566(91)3010 刈谷市一色町3-5-1 

豊田地域医療センター   0565(34)3003 豊田市西山町3-30-1 

 
 
 
 
 

令和５年度 人間ドック指定医療機関 
愛知県名古屋地区 

愛知県三河地区 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 

赤字は近年追加した医療機関 

赤字は近年追加した医療機関 

https://kenshinweb-sv1.taknet.co.jp/kenshinwebmypage/dantaiuserlogin?so=446860201&do=300190&ce=2fc528e99ea4f861c023343f888cdded338bbfbeef2ee7ac6fd1238122d41d3d


 
 
 

 
 
医療機関名 電話番号 住所 

日進おりど病院 予防医学推進・研究センター 0561(73)3030 日進市折戸町西田面110 

公立陶生病院 健康管理部 0561(82)1937 瀬戸市西追分町160 

和合セントラルクリニック 052(821)0090 愛知郡東郷町大字春木字白土1-1884 

中京サテライトクリニック 0562(93)8225 豊明市沓掛町石畑180-1 

知多クリニック 0569(22)3231 半田市本町7-20 

半田市医師会 健康管理センター 0569(27)7887 半田市神田町1-1 

公立西知多総合病院 健診センター 0562(33)9800 東海市中ノ池 3 丁目 1-1 

常滑市民病院 健康管理センター 0569(35)6111 常滑市飛香台 3 丁目 3-3 

渡辺病院 健診センター 0569(87)5000 知多郡美浜町野間上川田 45-2 

岩倉病院 0587(37)8155 岩倉市川井町北海戸 1 

江南厚生病院 健康管理センター 0587(51)3311 江南市高屋町大松原 137 

小牧市民病院 健診センター 0568(76)6100 小牧市常普請 1-20 

総合犬山中央病院 健康管理センター 0568(62)8246 犬山市五郎丸二夕子塚 6 

東海記念病院 健康管理センター 0568(93)0100 春日井市廻間町字大洞681-47 

名古屋徳洲会総合病院 健診センター 0568(51)8711 春日井市高蔵寺町北2-52 

山下病院 健診センター 0586(46)1520 一宮市中町1-3-5 

大雄会第一病院 0586(26)2008 一宮市羽衣1-6-12 

一宮西病院 健診センター 0586(48)0088 一宮市開明平1 

稲沢厚生病院 健康管理センター 0587(97)5533 稲沢市祖父江町本甲拾町野7 

稲沢市民病院 健診センター 0587(32)2409 稲沢市長束町沼100 

あいち健康クリニック 健診センター 0567(26)7328 津島市藤里町2-5 

海南病院 健康管理センター 0567(55)7629 弥富市前ケ須町南本田396 

 

 
 
医療機関名 電話番号 住所 

岐阜市民病院 健康管理センター 058(251)1101 岐阜市鹿島町7-1 

山内ホスピタル 健診センター 058(276)2135 岐阜市市橋3-7-22 

操健康クリニック 058(276)3131 岐阜市薮田南1-4-20 

朝日大学病院 総合健診センター 058(251)8001 岐阜市橋本町3-23 

ぎふ綜合健診センター 058(279)3399 岐阜市日置江4-47 

関中央病院 健診部 0575(21)1080 関市平成通 2-6-18 

鷲見病院 郡上健診センター 0575(82)0272 郡上市白鳥町白鳥 2-1 

まつなみ健康増進クリニック 058(387)2128 羽島郡笠松町泉町10 

羽島市民病院 健康管理センター 058(391)0261 羽島市新生町3-246 

大垣徳洲会病院 健診センター 0584(84)2015 大垣市林町6-85-1 

東海中央病院 健康管理センター 058(382)3101 各務原市蘇原東島町4-6-2 

中部国際医療センター （旧 木沢記念病院） 0574(66)1570 美濃加茂市健康のまち1-1 

高山赤十字病院 健診センター 0577(32)1111 高山市天満町3-11 

JCHO 可児とうのう病院 0574(25)3115 可児市土田1221-5 

東濃厚生病院 健康管理センター 0572(68)4426 瑞浪市土岐町76-1 

土岐市立総合病院 0572(55)2111 土岐市土岐津町土岐口703-24 

多治見市民病院 健康管理センター 0572(22)5211 多治見市前畑町3-43 

市立恵那病院 健康管理センター 0573(20)1658 恵那市大井町2725 

中津川市民病院 健康管理センター 0573(66)1456 中津川市駒場1522-1 

 
 
 

愛知県尾張地区 

岐阜県 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 

赤字は近年追加した医療機関 

赤字は近年追加した医療機関 



 
 
 
 
 
 
 
医療機関名 電話番号 住所 

富田浜病院 健康増進センター 059(365)0411 四日市市富田浜町26-14 

三重北医療センターいなべ総合病院健康管理センター 0594(72)8711 いなべ市北勢町阿下喜771 

ヨナハ総合病院 健診センター 0594(23)7242 桑名市和泉8-264-3 

三重県作業衛生協会 くわな健康クリニック 0594(22)1010 桑名市中央町3-23桑名シティホテル2F 

鈴鹿中央総合病院 健診センター オリーブ 059(384)1017 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 

KKC ウエルネス三重 059(269)5678 津市あのつ台 4-1-3 

桜木記念病院 健康増進センター   0598(31)2600 松阪市南町 443-4 

済生会松阪総合病院 健診センター あさひ 0598(52)6052 松阪市朝日町一区 15-6 

 
 
 
 
 
 
 
医療機関名 電話番号 住所 

聖隷沼津健康診断センター 055(962)9882 沼津市本字下一丁田895-1 

芹沢病院 055(988)2750 三島市幸原町2-3-1 

富士病院 0550(83)6843 御殿場市新橋1784 

富士健診センター 0545(64)4421 富士市柚木392-5 

聖隷健康サポートセンターShizuoka 0120(283)170 静岡市駿河区曲金6-8-5-2 マークス・ザ・タワー東静岡 

SBS 静岡健康増進センター 054(282)1109 静岡市駿河区登呂3-1-1 

静岡県予防医学協会総合健診センター ヘルスポート 054(636)6460 藤枝市善左衛門2-19-8 

遠州病院 健康管理センター 053(401)0088 浜松市中区中央1-1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三重県 

静岡県 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 



 
 
 
 
 
 
医療機関名 電話番号 住所 

北海道 ハスカッププラザ苫小牧市保健センター 0144(35)0081 苫小牧市旭町2-9-7 

 札幌厚生病院 011(251)5713 札幌市中央区北三条東8-5 

 北海道循環器病院 予防医学センター 011(552)3375 札幌市中央区南27条西13-1-30 

 函館中央病院 健康管理センター 0138(52)1231 函館市本町33-2 

 帯広厚生病院 0155(65)0101 帯広市西14条南10-1 

 吉田病院 0166(23)0685 旭川市四条西4-1-2 

青森県 八戸市総合健診センター 0178(45)9131 八戸市青葉2-17-4 

慈恵クリニック 017(782)8711 青森市大字安田字近野160-3 

岩手県 いわて健康管理センター 019(635)8850 盛岡市西仙北1-17-18 

盛岡つなぎ温泉病院 019(689)2101 盛岡市繋字尾入野64-9 

宮城県 

宮城県成人病予防協会中央診療所 022(375)7113 仙台市青葉区中央1-3-1 アエル12F 

仙台徳洲会病院 予防医学センター 022(771)5117 仙台市泉区高玉町9-8 

仙台オープン病院 健診センター  022(252)1111 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 

IMS Me－Life クリニック 仙台 022(792)5000 仙台市宮城野区榴岡1-1-1JR仙台イーストゲートビル4F 

秋田県 秋田赤十字病院 健康増進センター 018(829)5220 秋田市上北手猿田苗代沢222-1 

山形県 三友堂病院 0238(24)3710 米沢市中央6-1-219 

福島県 

  

  

北福島医療センター予防健診センター 024(551)0109 伊達市箱崎字東23-1 

脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 024(593)6257 福島市荒井北3-1-13 

太田熱海病院 予防医学センター 024(984)3307 郡山市熱海町熱海5-240 

竹田綜合病院 健診センター 0242(29)9877 会津若松市山鹿町3-27 

会田病院 健診センター 0248(42)3592 西白河郡矢吹町本町216 

渡辺病院 0244(63)2205 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 

 

 
 
医療機関名 電話番号 住所 

茨城県 神立病院 健診センター 029(831)9711 土浦市神立中央5-11-2 

霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター 029(887)4563 稲敷郡阿見町中央3-20-1 

牛久愛和総合病院 総合健診センター 029(873)4334 牛久市猪子町896 

筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ 029(864)3588 つくば市要1187-299 

取手北相馬保健医療センター医師会病院 0297(71)9500 取手市野々井1926 

友愛記念病院 総合健診センター 0280(97)3400 古河市東牛谷707 

城西総合健診センター 0296(33)0115 結城市大字結城10745-24 

茨城県メディカルセンター 029(243)1111 水戸市笠原町489 

大洗海岸病院 029(267)2191 東茨城郡大洗町大貫町915 

日立総合病院 日立総合健診センター 0120(87)2580 日立市城南町2-1-1 

栃木県 とちぎメディカルセンターとちのき 0282(20)1900 栃木市大町39-5 

群馬県 鶴谷病院 0270(74)1800 伊勢崎市境百々421 

三愛クリニック 027(373)3111 高崎市金古1758 

慶友健診センター 0276(75)7000 館林市松原1-10-30 

沼田脳神経外科循環器科病院 0120(40)2288 沼田市栄町8 

 

北海道・東北地方 

北関東(茨城県・栃木県・群馬県) 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 

赤字は近年追加した医療機関 



 

 

 

 
 
医療機関名 電話番号 住所 

埼玉県 

 

戸田中央総合健康管理センター 0120(388)811 戸田市上戸田2-32-20 

レインボークリニック  048(758)3891 さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館２Ｆ 

大宮シティークリニック 0570(039)439 さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティービル30Ｆ 

八潮中央総合病院健診センター 048(998)8001 八潮市南川崎845 

坂戸中央病院 049(283)0019 坂戸市南町30-8 

白岡中央総合病院 健診センター 0480(93)0661 白岡市小久喜938-12 

埼玉医科大学病院 健康管理センター 049(276)1550 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 

赤心堂総合健診クリニック 049(243)5550 川越市脇田本町21-1 

至聖病院 04(2952)1002 狭山市下奥富1221 

TMG サテライトクリニック朝霞台 048(466)8066 朝霞市西弁財1-8-21 

新座志木中央総合病院 048(474)7211 新座市東北1-7-2 

入間ハート病院 健康管理センター 04(2935)0320 入間市大字小谷田1258-1 

藤間病院総合健診システム 048(523)9608 熊谷市末広2-137 

上尾中央総合病院 健康管理課 048(773)1114 上尾市柏座1-10-10 

千葉県 ポートスクエア柏戸クリニック 043(245)6051 千葉市中央区問屋町1-35千葉ポートサイドタワー２７Ｆ 

IMS Me－Life クリニック 千葉 043(204)5511 千葉市中央区新町1000 センシティタワー8F 

最成病院ヘルスケアセンター 043(257)8111 千葉市花見川区柏井町800-1 

小金原健診クリニック 047(348)7201 松戸市小金3 高橋ビル６階 

東邦鎌谷病院 047(445)6411 鎌ヶ谷市粟野594 

東船橋病院  健康管理センター 047(468)0118 船橋市高根台4-29-1 

勝田台病院  047(482)3498 八千代市勝田622-2 

キッコーマン総合病院 04(7123)5910 野田市宮崎100 

浅井病院 0475(58)1407 東金市家徳38-1 

神奈川

県

  

アルファメディック・クリニック 044(511)6116 川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンター８階 

かながわクリニック 045(201)8521 横浜市中区元浜町4-32 県民共済馬車道ビル3F・4F 

相模台病院相模台健診クリニック 0462(56)9235 座間市相模が丘6-27-43 

東名厚木メディカルサテライトクリニック 046(229)1937 厚木市船子224 

大船中央病院 健康管理センター 0467(47)7761 鎌倉市大船6-2-24 

西湘病院 健康管理センター 0465(35)5787 小田原市扇町1-16-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南関東(埼玉県・千葉県・神奈川県) 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 

赤字は近年追加 



 

 

 

 

医療機関名 電話番号 住所 

日本大学病院 健診センター 03(3293)1701 千代田区神田駿河台1-6 

IMS Me－Life クリニック 池袋 03(3989)1112 豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル8F・9F・10F 

KKC ウエルネス東京日本橋 050(3541)2529 中央区日本橋箱崎町5-14 アルゴ日本橋ビル１階 

IMS Me－Life クリニック 東京 03(3548)2451 中央区京橋1-1-5 セントラルビル7F 

IMS Me－Life クリニック 八重洲 03(3567)2080 中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル5F 

日比谷公園 健診クリニック 03(3595)0781 港区新橋1-18-1 航空会館４Ｆ 

鈴木胃腸消化器クリニック 健診センター 03(3455)6188 港区芝5-27-1 

東京医科大学病院 健診予防医学センター 03(5323)0320 新宿区西新宿6－5－1 新宿アイランドタワー7F 

※【被保険者】35～49歳ドック14,600円、40歳50歳ドック6,600円、51歳以上ドック13,600円   【被扶養者】14,600円 

IMS Me－Life クリニック 渋谷 03(3770)3100 渋谷区桜丘町23-21渋谷区文化総合センター大和田10F 

IMS Me－Life クリニック 新宿 03(3375)3371 渋谷区代々木2-9-2 久保ビル2F 

井口病院 健診センター 03(3881)2470 足立区千住2-19 

西新井病院  健診センター   03(5647)1700 足立区西新井本町 1-12-12 

あそか病院  健診センター 03(3632)0491 江東区住吉 1-18-1 

東西線メディカルクリニック 03(3643)0077 江東区門前仲町 1-4-8 プラザ門前仲町ビル 9Ｆ 

池上総合病院 健診センター 0120(70)6081 大田区池上 6－1－19 

板橋中央総合病院 03(3967)1327 板橋区小豆沢 2-12-7 

IMS Me－Life クリニック 板橋 03(3967)1515 板橋区小豆沢 2-23-15 

浩生会スズキ病院 健診センター 03(3557)3003 練馬区栄町 7-1 

飯野病院 0424(83)8811 調布市布田 4-3-2 

共済会 櫻井病院 042(362)5141 府中市是政 2-36 

東京白十字病院 健康管理センター  042(393)7486 東村山市諏訪町2-26-1 

ＰＬ東京 健康管理センター  03(3469)1163 渋谷区神山町17-8 

※【被保険者】35～49歳ドック14,600円、40歳50歳ドック6,600円、51歳以上ドック13,600円   【被扶養者】14,600円 

佐々総合病院 042(461)8383 西東京市田無町4-24-15 

 

 
 
 医療機関名 電話番号 住所 

山梨県 石和温泉病院 クアハウス石和 055(263)7071 笛吹市石和町八田330-5 

長野県 栗田病院 健診センター 026(226)0007 長野市栗田695 

丸子中央病院 0268(42)1113 上田市中丸子1771-1 

丸の内病院 健診センター 0263(28)0055 松本市渚1-7-45 

相澤健康センター  0263(34)6360 松本市本庄2-5-1 

長野県立木曽病院 0264(22)2703 木曽郡木曽町福島6613-4 

新潟県 たちかわ 総合健診センター 0258(36)6221 長岡市旭岡1-24 

木戸病院 健診センター 025(270)1831 新潟市東区竹尾4-13-3 

 

 

 

 

 

東京都 

甲信越(山梨県・長野県・新潟県) 
 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日 

赤字は近年追加した医療機関 



 

 

 
 

 医療機関名 電話番号 住所 

富山県 サンシャインメドック 0766(63)3040 高岡市西藤平蔵313 

友愛健康医学センター 076(466)5544 富山市婦中町中名1554-17 

富山赤十字病院 健診センター 076(433)2668 富山市牛島本町2-1-58 

石川県 金沢西病院 健診センター 076(233)1892 金沢市駅西本町6-15-41  

石川県予防医学協会 076(249)7222 金沢市神野町東115  

金沢メディカルステーションヴィーク 076(235)4114 金沢市木ノ新保町１-1 金沢百番街あんと西4F 

公立松任石川中央病院 総合健診センター 076(274)5782 白山市倉光3-8 

恵寿総合病院 健康管理センター 0767(52)3211 七尾市富岡町94 

福井県 福井県労働衛生センター 

ふくい総合健康プラザ 

0776(25)2206 

 

福井市日光1－3－10 

 

 
 
 

 医療機関名 電話番号 住所 

滋賀県 南草津健診センター（旧草津総合病院） 0120(154)712 草津市南草津2-3-7 

KKC ウエルネス栗東 050(3535)5992 栗東市小野501-1 

KKC ウエルネスひこね 050(3535)5993 彦根市古沢町181 近江鉄道ビル２Ｆ 

京都府 武田総合病院 健康管理センター 075(746)5100 京都市伏見区石田森南町28-1 

京都桂病院 健康管理センター 075(392)3501 京都市西京区山田平尾町17 

宇治徳洲会病院 健診センター 0774(20)1111 宇治市槇島町石橋145 

市立福知山市民病院  0773(22)2101 福知山市厚中町231 

大阪府 住友生命総合健診システム 06(6379)3334 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー３Ｆ 

淀川キリスト教病院 0120(364)489 大阪市東淀川区柴島1-7-50 

KKC ウエルネスなんば  050(3541)2263 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海野村ビル10F 

井上病院付属診療所 健診センター 06(6386)9370 吹田市江の木町14-11 

樫本病院 072(366)1818 大阪狭山市東くみの木4-1151 

岸和田徳洲会病院 健康管理センター 072(445)9908 岸和田市加守町4-27-1 

りんくうタウンクリニック 072(460)1100 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８Ｆ 

兵庫県 KKC ウエルネス神戸 050(3541)2264 神戸市中央区磯上通8-3-5明治安田生命神戸ビル12F 

神戸百年記念病院 健康管理センター 078(652)4163 神戸市兵庫区御崎町1-9-1 

ベリタス病院 0727(93)7890 川西市新田1-2-23 

姫路愛和病院 愛和健診センター 079(234)1391 姫路市飯田3丁目219-1 

奈良県 西奈良中央病院 健康管理センター 0742(43)8868 奈良市鶴舞西町1-15 

秋津鴻池病院 0745(63)0601 御所市大字池之内1064 

和歌山 日本赤十字社 和歌山医療センター 073(422)4171 和歌山市小松原通4-20 

 

 

 

 

 

北陸(富山県・石川県・福井県) 
 

近畿地方 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 

赤字は近年追加した医療機関 



 

 

 
 

 医療機関名 電話番号 住所 

鳥取県 米子中海クリニック 0859(48)1509 米子市彦名町1250 

博愛病院 ドック健診センター 0859(48)0880 米子市両三柳1880番地 

島根県 松江記念病院 0852(27)8382 松江市上乃木3-4-1 

岡山県 淳風会 健康管理センター 050(3163)0002 岡山市北区大供2-3-1 

淳風会 健康管理センター倉敷 086(454)8400 倉敷市連島中央3-1-19 

大ヶ池診療所 0869(66)0101 備前市大内571-1 

江原積善会ＥＳクリニック 0868(23)3000 津山市津山口308 

総合病院 落合病院 健康管理部 0867(52)1512 真庭市落合町垂水251 

広島県 興生総合病院 0848(63)5512 三原市円一町2-5-1 

広島赤十字・原爆病院  082(241)3191 広島市中区千田町1-9-6 

西広島リハビリテーション病院 082(924)1116 広島市佐伯区三宅6-265 

アルパーク検診クリニック 082(501)1115 広島市西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟 

井野口病院 健康管理センター 0120(706)076 東広島市西条土与丸6-1-91 

山口県 三田尻病院健診センター 0835(22)1173 防府市お茶屋町3-27 

山口総合健診センター 083(972)4325 山口市小郡下郷1773-1 

 

 

 

 医療機関名 電話番号 住所 

徳島県 沖の洲病院  健診センター 088(622)7112 徳島市城東町1-8-8 

香川県 三宅医学研究所セントラルパーククリニック 087(863)4560 高松市番町1-10-16 

香川成人医学研究所ウェルチェックセンター 0877(45)2311 坂出市横津町3-2-31 

愛媛県 松山城東病院 089(934)2502 松山市松末2-19-36 

十全総合病院 0897(33)1818 新居浜市北新町1-5 

石川記念会 HITO 病院 健診センター 0896(58)8300 四国中央市上分町788-1 

高知県 高知検診クリニック 088(883)9711 高知市知寄町2-4-36 

 高知県総合保健協会 中央健診センター 088(832)9691 高知市桟橋通6-7-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地方 

四国地方 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 

赤字は近年追加した医療機関 



 

 

 
 

 医療機関名 電話番号 住所 

福岡県 新小文字病院 093(391)8005 北九州市門司区大里新町2-5 

福岡和白 総合健診クリニック 092(608)0138 福岡市東区和白丘2-11-17 

福岡青洲会病院 092(939)5539 粕屋郡粕屋町長者原西4-11-8 

宗像水光会総合病院 総合健診センター 0940(34)3100 福津市日蒔野5-7-1 

新古賀クリニック 健康管理センター 0942(35)3170 久留米市天神町106-1 

高木病院 予防医学センター 0944(87)9490 大川市大字酒見141-11 

佐賀県 小柳記念病院 健康管理センター 0952(47)3255 佐賀市諸富町諸富津230-2 

長崎県 春回会クリニック 健診センター 095(843)3777 長崎市目覚町7-2HCS 長崎ビル6階 

宮崎 総合健診センター  0957(25)6000 諫早市久山台9-10 

熊本県 岡山会 九州記念病院 096(383)2121 熊本市中央区水前寺講演3-38 

高野病院 総合健診センター 096(320)6510 熊本市中央区大江3-2-55 

大分県 大分 労働衛生管理センター 097(552)7788 大分市高城南町11-7 

大分 総合健診センター 0977(66)4113 別府市北石垣深町851 

宮崎県 宮崎善仁会病院総合健診センター 0985(64)8088 宮崎市新別府町江口950-1 

鹿児島 聖心会 かごしま高岡病院 099(226)4091 鹿児島市西千石町14-12 

さがらパース通りクリニック 099(224)1816 鹿児島市新屋敷町26-13 

沖縄県 大浜第一病院 総合健康管理センター 098(866)5182 那覇市天久1000 

沖縄セントラル病院 健康管理センター 098(854)5511 那覇市与儀1-26-6 

南部徳洲会病院 総合健診センター 098(998)0309 島尻郡八重瀬町字外間171-1 

ハートライフ病院 予防医学センター 098(870)3730 中頭郡中城村字伊集208 

 

九州・沖縄地方 

受診申込み前に必ず確認してください。予告なく変更する場合があります。 

【更新日 2023 年 2 月 15 日】 


