
都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　集団検診センター 951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町1-39-5 025-370-1961

新潟 一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会附属中央診療所（新潟健康増進センター） 951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町1-47-7 025-370-1960

新潟 一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会　附属　プラーカ検診センター 950-0917 新潟県新潟市中央区天神１－１プラーカ３５階 025-370-1960

新潟 公益財団法人　新潟県保健衛生センター　成人病検診センター 951-8680 新潟県新潟市中央区川岸町２丁目１１番１１ 025-267-6328

新潟 済生会新潟病院 950-1104 新潟県新潟市西区寺地280-7 025-233-6669

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　新潟ウェルネス 950-1187 新潟県新潟市西区北場1185-3 025-370-1961

新潟 社会医療法人　新潟臨港保健会　新潟臨港病院 950-0051 新潟県新潟市東区桃山町１丁目１１４－３ 025-274-5331

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　新津成人病検診センター 956-0035 新潟県新潟市秋葉区程島2009 025-370-1961

新潟 医療法人社団　健進会　新津医療センター病院 956-0025 新潟県新潟市秋葉区古田６１０番地 0250-24-5311

新潟 医療法人愛広会　新潟リハビリテーション病院 950-3304 新潟県新潟市北区木崎７６１ 025-388-3301

新潟 新潟県厚生連豊栄病院 950-3327 新潟県新潟市北区石動１丁目１１番地１ 025-386-2306

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会附属岩室ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院岩室健康増進ｾﾝﾀｰ 953-0104 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉772-1 0256-92-1200

新潟 社会福祉法人　新潟市社会事業協会　信楽園病院 950-2087 新潟県新潟市西区新通南３丁目３番１１号 025-260-8200

新潟 一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会　附属　岩室成人病検診センター 953-0103 新潟県新潟市西蒲区橋本143-1 0256-92-1200

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療センター　健診センター 950-2022 新潟県新潟市西区小針３丁目２７番１１号 025-232-1005

新潟 新潟医療生活協同組合木戸病院健診センター 950-0862 新潟県新潟市東区竹尾４－１３－３ 025-270-1831

新潟 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

新潟 日本歯科大学新潟病院 951-8580 新潟県新潟市中央区浜浦町１丁目８番地 025-267-1500

新潟 一般財団法人新潟県けんこう財団　西新潟健診プラザ 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2-1-60 025-231-1122

新潟 医療法人崇徳会　長岡西病院 940-2081 新潟県長岡市三ツ郷屋町371-1 0258-27-8500

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　アクアーレ長岡健康増進センター 940-2147 新潟県長岡市新陽2-5-1　アクアーレ長岡 2階 0257-22-5665

新潟 一般財団法人　新潟県けんこう財団　長岡健康管理センター 940-2108 新潟県長岡市千秋２－２２９－１ 0258-28-3666

新潟 一般社団法人上越医師会　上越地域総合健康管理センター 943-8555 新潟県上越市春日野1-2-33 025-521-0559

新潟 新潟県立柿崎病院 949-3216 新潟県上越市柿崎区柿崎6412-1 025-536-3131

新潟 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 025-524-3167

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　三条検診センター 955-0055 新潟県三条市塚野2-5-10 0256-92-1200

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター 945-8535 新潟県柏崎市北半田２丁目１１番３号 0257-23-2165

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会　小千谷総合病院 947-8701 新潟県小千谷市大字平沢新田１１１番地 0258-81-1620

新潟 新潟県立加茂病院 959-1397 新潟県加茂市青海町１丁目９－１ 0256-52-0701

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　十日町検診センター 948-0057 新潟県十日町市春日町2-113 0257-22-5665

新潟 山北徳洲会病院 959-3942 新潟県村上市勝木1340-1 0254-60-5555

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院 958-8533 新潟県村上市緑町五丁目８番１号 0254-53-2141

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　燕検査センター 959-1289 新潟県燕市東太田字杉名田6857 0256-92-1200

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　吉田検査センター 959-0232 新潟県燕市吉田東栄町36-20 0256-92-1200

新潟 糸魚川総合病院 941-8502 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花457番地1 025-552-8835

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会　けいなん総合病院 944-8501 新潟県妙高市田町２－４－７ 0255-72-3161
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新潟 五泉中央病院 959-1825 新潟県五泉市太田４８９番地１ 0250-47-8150

新潟 あがの市民病院 959-2093 新潟県阿賀野市岡山町13-23 0250-63-1127

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　佐渡検査センター 952-0313 新潟県佐渡市真野536 0259-55-3175

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 952-1209 新潟県佐渡市千種１６１番地 0259-63-6324

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　小出検査センター 946-0011 新潟県魚沼市小出島1240-13 0257-22-5665

新潟 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 949-7302 新潟県南魚沼市浦佐４１１５番地 025-777-4477

新潟 独立行政法人　国立病院機構　西新潟中央病院 950-2085 新潟県新潟市西区真砂１丁目１４番１号 025-265-3171

新潟 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　附属　柏崎検診センター 945-0851 新潟県柏崎市大久保1-3-7 0257-22-5665

新潟 一般社団法人　新潟縣健康管理協会 950-0965 新潟県新潟市中央区新光町１１番地１ 025-245-4455

新潟 医療法人立川メディカルセンター　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 新潟健診プラザ 950-0914 新潟県新潟市中央区２丁目６番１０号 025-245-1177

富山 公益財団法人富山県健康づくり財団 富山県健康増進センター 939-8555 富山県富山市蜷川３７３ 076-429-7575

富山 医療法人社団藤聖会　八尾総合病院 939-2376 富山県富山市八尾町福島7-42 076-454-5000

富山 富山市医師会健康管理センター 930-0951 富山県富山市経堂４丁目１番３６号 076-422-4811

富山 医療法人社団若葉会髙重記念クリニック予防医療センター 930-0033 富山県富山市元町２－３－２０ 076-420-6682

富山 一般財団法人北陸予防医学協会　健康管理センター 930-0177 富山県富山市西二俣277-3 076-436-1244

富山 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田1019 076-461-7700

富山 一般財団法人北陸予防医学協会　とやま健診プラザ 930-0811 富山県富山市千代田町2-1 076-471-5789

富山 医療法人社団双星会　みなみの星病院 939-8185 富山県富山市二俣382 076-428-1373

富山 独立行政法人地域医療機能推進機構　高岡ふしき病院 933-0115 富山県高岡市伏木古府元町８番５号 0766-44-1250

富山 光ヶ丘病院（サンシャイン　メドック） 933-0824 富山県高岡市西藤平蔵３１３ 0766-63-5353

富山 一般財団法人北陸予防医学協会　高岡総合健診センター 933-0945 富山県高岡市金屋本町1-3 0766-24-3221

富山 医療法人　新川病院 937-0851 富山県魚津市住吉236 0765-24-3800

富山 医療法人財団正友会　中村記念病院 935-0032 富山県氷見市島尾825 0766-91-1307

富山 藤木病院 930-0261 富山県中新川郡立山町大石原２２５番地 076-463-1301

富山 一般社団法人日本健康倶楽部北陸支部富山診療所 939-8211 富山県富山市二口町４－３－１ 076-493-1717

富山 公益財団法人友愛健康医学センター 939-2741 富山県富山市婦中町中名１５５４－１７ 076-466-5544

石川 公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院 920-8616 石川県金沢市京町２０番３号 076-253-9102

石川 金沢赤十字病院 921-8162 石川県金沢市三馬２丁目２５１番地 076-242-9821

石川 金沢西病院 920-0025 石川県金沢市駅西本町６丁目１５番４１号 076-233-1892

石川 石川県済生会金沢病院 920-0353 石川県金沢市赤土町ニ13-6 076-266-2932

石川 独立行政法人　地域医療機能推進機構　金沢病院　健康管理センター 920-0013 石川県金沢市沖町ハー１５ 076-251-1113

石川 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院健診センター 920-8621 石川県金沢市小坂町中８３番地 076-252-2101

石川 医療法人社団中央会　金沢有松病院 921-8161 石川県金沢市有松５丁目１番７号 076-242-2111

石川 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 石川県金沢市木ノ新保町１－１　金沢駅西口ビル４階 076-235-4114

石川 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 926-8605 石川県七尾市富岡町94番地 0767-52-3211
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石川 公立能登総合病院 926-0816 石川県七尾市藤橋町ア部６番地４ 0767-52-8716

石川 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１２－７ 0761-47-1216

石川 国民健康保険　小松市民病院 923-8560 石川県小松市向本折町ホ６０ 0761-22-7115

石川 小松ソフィア病院 923-0861 石川県小松市沖町４７８番地 0761-22-0751

石川 市立輪島病院 928-8585 石川県輪島市山岸町は１番１地 0768-22-2222

石川 医療法人社団洋和会　未病医学センター　池田病院 921-8824 石川県野々市市新庄2-10 076-248-8800

石川 特定医療法人　扇翔会　南ヶ丘病院 921-8847 石川県野々市市西部中央土地区画整理事業　施行地区５６街区１番 076-256-3440

石川 白山石川医療企業団公立松任石川中央病院 924-8588 石川県白山市倉光三丁目８番地 076-274-5782

石川 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院 923-1226 石川県能美市緑ヶ丘１１丁目７１番地 0761-51-5553

石川 公益財団法人石川県成人病予防センター 920-8201 石川県金沢市鞍月東2-6 076-237-6262

石川 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

福井 公益財団法人　福井県予防医学協会付属診療所 918-8238 福井県福井市和田２－１００６ 0776-23-2777

福井 福井赤十字病院 918-8501 福井県福井市月見2-4-1 0776-36-3667

福井 医療法人　慈豊会　田中病院 910-0005 福井県福井市大手２丁目３番１号 0776-22-8500

福井 福井総合クリニック 910-0067 福井県福井市新田塚１－４２－１ 0776-25-8260

福井 医療法人厚生会　福井厚生病院 918-8135 福井県福井市下六条町１字６番１ 0776-41-7130

福井 医療法人　林病院 915-8511 福井県越前市府中１丁目３－５ 0778-21-1280

福井 池端病院 915-0861 福井県越前市今宿町8-1 0778-23-0150

福井 独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山総合病院 911-8558 福井県勝山市長山町２丁目６－２１ 0779-88-8166

福井 社会医療法人寿人会　木村病院 916-0025 福井県鯖江市旭町4丁目4番9号 0778-51-0478

福井 公立丹南病院 916-8515 福井県鯖江市三六町１－２－３１ 0778-51-2260

福井 広瀬病院 916-0025 福井県鯖江市旭町１丁目２－８ 0778-51-3030

福井 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

福井 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

山梨 公益社団法人山梨勤労者医療協会　甲府共立病院 400-0034 山梨県甲府市宝1-9-1 055-226-5201

山梨 医療法人慈光会　甲府城南病院 400-0831 山梨県甲府市上町753-1 055-243-6550

山梨 山梨県厚生連健康管理センター 400-0035 山梨県甲府市飯田1-1-26 0120-28-5592

山梨 公益財団法人山梨厚生会　山梨厚生病院 405-0033 山梨県山梨市落合８６０番地 0553-23-2378

山梨 社会医療法人　加納岩　加納岩総合病院 405-0018 山梨県山梨市上神内川1309 0553-22-6351

山梨 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

山梨 共立診療所さるはし 409-0617 山梨県大月市猿橋町殿上587-1 0554-20-1311

山梨 地方独立行政法人　大月市立中央病院 401-0015 山梨県大月市大月町花咲1225 0554-22-1251

山梨 巨摩共立病院 400-0398 山梨県南アルプス市桃園340 055-283-3131

山梨 医療法人弘済会　宮川病院 400-0211 山梨県南アルプス市上今諏訪1750 055-282-1107

山梨 医療法人徳洲会　白根徳洲会病院 400-0213 山梨県南アルプス市西野2294-2 055-284-7711

山梨 医療法人　甲療会　赤坂台病院 400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2150 055-279-0111
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山梨 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

山梨 医療法人社団協友会笛吹中央病院 406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場４７－１ 055-262-2236

山梨 公益財団法人山梨厚生会　塩山市民病院 404-0037 山梨県甲州市塩山西広門田433-1 0553-32-5114

山梨 公益財団法人山梨県健康管理事業団 400-0034 山梨県甲府市宝1-4-16 055-225-2802

長野 長野赤十字病院 380-8582 長野県長野市若里五丁目２２番１号 026-226-5455

長野 長野医療生活協同組合　長野中央病院 380-0814 長野県長野市西鶴賀町1570 026-234-3234

長野 医療法人平成会　小島病院 380-0928 長野県長野市若里５丁目８番６号 026-217-3862

長野 地方独立行政法人長野市民病院 381-8551 長野県長野市富竹１３３３番地１ 026-295-1171

長野 朝日ながの病院 380-0803 長野県長野市三輪1-2-43 026-215-8081

長野 医療法人ハイネスライフ　山田記念朝日病院 381-0016 長野県長野市大字南堀１３５番地１ 026-241-9839

長野 公益財団法人倉石地域振興財団　栗田病院 380-0921 長野県長野市栗田695 026-226-0007

長野 医療法人　藤森医療財団　藤森病院 390-0811 長野県松本市中央2-9-8 0263-33-3810

長野 社会医療法人城西医療財団城西病院 390-8648 長野県松本市城西1-5-16 0263-32-4624

長野 社会医療法人抱生会丸の内病院 390-8601 長野県松本市渚1-7-45 0263-28-0055

長野 松本市医師会検査健診センター 390-0875 長野県松本市城西２－５－５ 0263-50-9918

長野 松本協立病院 390-8505 長野県松本市巾上９－２６ 0263-35-0479

長野 医療法人心泉会　上條記念病院 399-0037 長野県松本市村井町西２－１６－１ 0263-57-3800

長野 松本市立病院 390-1401 長野県松本市波田４４１７番地１８０ 0263-92-7106

長野 社会医療法人財団慈泉会相澤東病院 390-8514 長野県松本市本庄２丁目１１番１６号 0263-33-2500

長野 岡谷市民病院　健診センター 394-8512 長野県岡谷市本町４－１１－３３ 0266-23-8050

長野 医療法人研成会　諏訪湖畔病院 394-8515 長野県岡谷市長地小萩1-11-30 0266-27-5500

長野 社会医療法人栗山会　飯田病院 395-8505 長野県飯田市大通１丁目１５番地 0265-22-5150

長野 健和会病院 395-8522 長野県飯田市鼎中平1936 0265-23-3153

長野 輝山会記念病院 395-8558 長野県飯田市毛賀１７０７ 0265-26-6711

長野 諏訪赤十字病院 392-8510 長野県諏訪市湖岸通り５丁目１１－５０ 0266-57-6042

長野 飯山赤十字病院 389-2295 長野県飯山市大字飯山226-1 0269-62-4195

長野 みゆき会クリニック 389-2232 長野県飯山市大字下木島９番地 0120-801-030

長野 組合立諏訪中央病院 391-8503 長野県茅野市玉川４３００番地 0266-72-1000

長野 医療法人社団　敬仁会　桔梗ヶ原病院 399-6461 長野県塩尻市宗賀1295 0263-54-0055

長野 松本歯科大学健診センター 399-0781 長野県塩尻市広丘郷原１７８０ 0263-51-2365

長野 医療法人三世会金澤病院 385-0022 長野県佐久市岩村田804 0267-67-2048

長野 社会医療法人恵仁会　くろさわ病院 385-0051 長野県佐久市中込1-17-8 0267-64-1741

長野 川西赤十字病院 384-2202 長野県佐久市望月３１８ 0267-53-3011

長野 町立辰野病院 399-0496 長野県上伊那郡辰野町大字辰野1445-5 0266-41-0238

長野 下伊那赤十字病人 399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島３１５９－１ 0265-36-7071

長野 下伊那厚生病院 399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田４８１－１３ 0265-48-8100
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長野 安曇野赤十字病院 399-8292 長野県安曇野市豊科５６８５ 0263-72-3170

長野 医療法人仁雄会穂高病院 399-8303 長野県安曇野市穂高4634 0263-81-1011

長野 一般財団法人全日本労働福祉協会 長野県支部 381-0022 長野県長野市大豆島中之島3223 026-222-5111

長野 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 一般財団法人　日本健診財団　長野県支部 399-0421 長野県上伊那郡辰野町辰野1477-6 0266-41-0101

岐阜 医療法人慶睦会　千手堂病院 500-8816 岐阜県岐阜市菅原町2丁目21番 058-338-5006

岐阜 医療法人社団幸紀会　安江病院 501-0123 岐阜県岐阜市鏡島西2-4-14 058-253-7745

岐阜 医療法人社団誠広会　平野総合病院 501-1192 岐阜県岐阜市黒野176-5 058-239-2325

岐阜 医療法人社団慈朋会澤田病院 500-8226 岐阜県岐阜市野一色7-2-5 058-247-3355

岐阜 朝日大学病院 500-8523 岐阜県岐阜市橋本町３丁目２３番地 058-251-8001

岐阜 社団医療法人かなめ会山内ホスピタル 500-8381 岐阜県岐阜市市橋3-7-22 058-276-2135

岐阜 医療法人清友会　笠松病院 500-8288 岐阜県岐阜市中鶉３－１１ 058-276-2881

岐阜 みどり病院 501-3113 岐阜県岐阜市北山１丁目１４番２４号 058-241-0681

岐阜 医療法人社団厚仁会　操外科病院 500-8088 岐阜県岐阜市四屋町43番地 058-262-7711

岐阜 医療法人坦水会　操健康クリニック 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南１丁目４－２０ 058-276-3131

岐阜 一般社団法人　ぎふ綜合健診センター 501-6133 岐阜県岐阜市日置江４丁目４７番地 058-279-3399

岐阜 医療法人香徳会　関中央病院 501-3919 岐阜県関市平成通２－６－１８ 0575-21-1080

岐阜 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 501-3802 岐阜県関市若草通５丁目１番地 0575-22-2211

岐阜 美濃市立美濃病院 501-3746 岐阜県美濃市中央４丁目３番地 0575-33-5050

岐阜 公立学校共済組合 東海中央病院 504-8601 岐阜県各務原市蘇原東島町４丁目６番地２ 058-382-3101

岐阜 医療法人秀幸会　横山病院 504-0964 岐阜県各務原市那加元町8 058-382-0119

岐阜 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1 058-388-0111

岐阜 医療法人岐陽会　サンライズクリニック 501-6004 岐阜県羽島郡岐南町野中３丁目２２０ 058-247-3307

岐阜 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 501-2105 岐阜県山県市高富１１８７番地３ 0581-22-1215

岐阜 社会医療法人厚生会　多治見市民病院 507-8511 岐阜県多治見市前畑町３－４３ 0572-21-3744

岐阜 医療法人仁寿会　タジミ第一病院 507-0007 岐阜県多治見市小名田町西ケ洞1-648 0572-22-5131

岐阜 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２－４３ 0574-25-2982

岐阜 医療法人　録三会　太田病院 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町2855-1 0574-26-1251

岐阜 社会医療法人厚生会中部国際医療センター 505-8510 岐阜県美濃加茂市健康のまち一丁目１番地 0574-66-1570

岐阜 医療法人白水会白川病院 509-1106 岐阜県加茂郡白川町坂の東５７７０ 0574-72-2222

岐阜 東濃中部医療センター東濃厚生病院 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町７６番地１ 0572-68-4426

岐阜 土岐市立総合病院 509-5193 岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３番地の２４ 0572-55-2111

岐阜 医療法人麋城会　名和病院 503-0893 岐阜県大垣市藤江町6-50 0584-78-3111

岐阜 医療法人徳洲会　大垣徳洲会病院 503-0015 岐阜県大垣市林町６丁目８５－１ 0584-84-2015

岐阜 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 503-1394 岐阜県養老郡養老町押越986 0584-33-2175

岐阜 特定医療法人博愛会　博愛会病院 503-2121 岐阜県不破郡垂井町２２１０－４２ 0584-23-1251
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岐阜 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 501-0696 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2547番地4 0585-21-1181

岐阜 岐阜県厚生連　飛騨医療センター　久美愛厚生病院 506-8502 岐阜県高山市中切町１番地１ 0577-32-3378

岐阜 地方独立行政法人　岐阜県立下呂温泉病院 509-2292 岐阜県下呂市森２２１１番地 0576-23-2233

岐阜 一般財団法人　ききょうの丘健診プラザ 507-5127 岐阜県土岐市土岐ヶ丘２丁目１２番地の１ 0572-56-0115

岐阜 一般財団法人　総合保健センター 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町7-169 0574-25-5324

静岡 医療法人社団　健育会　熱川温泉病院 413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田４２４ 0557-23-0843

静岡 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院 410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科138-2 0558-52-2500

静岡 医療法人社団静岡メディカルアライアンス　しらはまクリニック 415-0012 静岡県下田市白浜1528-2 0558-27-3700

静岡 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 410-2502 静岡県伊豆市上白岩１０００番地 0558-83-3340

静岡 国際医療福祉大学熱海病院 413-0012 静岡県熱海市東海岸町13-1 0557-81-9176

静岡 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院 411-0801 静岡県三島市谷田字藤久保2276 055-975-8841

静岡 医療法人社団清風会芹沢病院 411-0031 静岡県三島市幸原町２丁目３番１号 055-988-2750

静岡 社会医療法人　志仁会　三島中央病院 411-0848 静岡県三島市緑町１‐３ 055-971-4155

静岡 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津第一クリニック 410-8580 静岡県沼津市本字下一丁田895-1 055-962-9882

静岡 医療法人社団真養会田沢医院 410-0801 静岡県沼津市大手町３－７－１ 055-963-5155

静岡 公益社団法人有隣厚生会　富士病院 412-0043 静岡県御殿場市新橋1784 0550-83-6843

静岡 社会医療法人青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院 412-0045 静岡県御殿場市川島田１０６７－１ 0550-89-5851

静岡 医療法人社団駿栄会　御殿場石川病院 412-0023 静岡県御殿場市深沢1285-2 0550-83-1987

静岡 東部病院 412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢１１８０－２ 0550-89-8000

静岡 公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院 410-1326 静岡県駿東郡小山町用沢437-1 0550-78-1200

静岡 医療法人社団　聡誠会　池田病院 411-0945 静岡県駿東郡長泉町本宿４１１－５ 055-986-8600

静岡 医療法人社団喜生会　新富士病院 417-0801 静岡県富士市大渕字大峯3898-1 0545-30-6522

静岡 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 0545-64-4421

静岡 富士いきいき健康サポートセンター 419-0205 静岡県富士市天間1640-1 0545-73-1911

静岡 ふじの町クリニック・健診センター 416-0915 静岡県富士市富士町12-12 0545-32-7711

静岡 共立蒲原総合病院 421-3306 静岡県富士市中之郷２５００番地の１ 0545-81-3325

静岡 ＪＡ静岡厚生連　清水厚生病院 424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町５７８－１ 054-366-3769

静岡 一般社団法人　静岡市清水医師会 424-0053 静岡県静岡市清水区渋川２－１２－１ 054-348-0515

静岡 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１３－２３ 054-353-5313

静岡 ＪＡ静岡厚生連　静岡厚生病院 420-8623 静岡県静岡市葵区北番町２３ 054-272-1466

静岡 公益財団法人静岡県結核予防会 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町6-20 054-261-2512

静岡 公益財団法人SBS静岡健康増進センター 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂３丁目１－１ 054-282-1109

静岡 一般社団法人　静岡市静岡医師会健診センター 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１－２０　呉服町タワー２階 054-273-1921

静岡 静岡済生会総合病院 422-8527 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目１－１ 054-280-5031

静岡 医療法人徳洲会静岡徳洲会病院 421-0193 静岡県静岡市駿河区下川原南１１－１ 054-256-8039

静岡 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 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(２～４階) 0120-283-170
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静岡 社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 425-0088 静岡県焼津市大覚寺二丁目　３０番地の１ 054-631-7209

静岡 医療法人　社団　正心会　岡本石井病院 425-0036 静岡県焼津市小川新町５丁目２番３号 054-627-5591

静岡 公益財団法人静岡県予防医学協会　藤枝健診センター 426-0053 静岡県藤枝市善左衛門2-11-5 0120-39-6460

静岡 藤枝市立総合病院 426-8677 静岡県藤枝市駿河台４丁目１番１１号 054-646-1117

静岡 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

静岡 島田市立総合医療センター 427-8502 静岡県島田市野田１２００番地の５ 0547-35-1601

静岡 豊田えいせい病院 438-0838 静岡県磐田市小立野102番地 0538-34-6110

静岡 医療法人明徳会　新都市病院 438-0078 静岡県磐田市中泉御殿703 0538-34-0150

静岡 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

静岡 ＪＡ静岡厚生連　遠州病院　健康管理センター 430-0929 静岡県浜松市中区中央１－１－１ 053-415-9969

静岡 医療法人弘遠会　すずかけセントラル病院 432-8054 静岡県浜松市南区田尻町120-1 0120-771-804

静岡 独立行政法人労働者健康安全機構　浜松労災病院 430-8525 静岡県浜松市東区将監町25 053-462-1211

静岡 浜松医療センター 432-8580 静岡県浜松市中区富塚町３２８ 053-451-2733

静岡 医療法人社団松愛会　松田病院 432-8061 静岡県浜松市西区入野町753 053-448-5121

静岡 聖隷浜松病院附属診療所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

静岡 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷予防検診センター 433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453-1 0120-938-375

静岡 医療法人社団　綾和会　浜松南病院 430-0846 静岡県浜松市南区白羽町２６番地 053-443-2123

静岡 医療法人社団明徳会　十全記念病院 434-0042 静岡県浜松市浜北区小松1700 053-586-1115

静岡 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

静岡 公益財団法人静岡県予防医学協会　浜松健診センター 435-0006 静岡県浜松市東区下石田町951 0120-012-195

静岡 公益財団法人静岡県予防医学協会 421-1292 静岡県静岡市葵区建穂1-3-43 054-636-6461

静岡 医療法人哲新会西焼津健診センター 425-0071 静岡県焼津市三ケ名３３０－４ 054-620-6085

静岡 一般財団法人　東海検診センター 410-0003 静岡県沼津市新沢田町８－７ 055-922-1159

静岡 永田町クリニック健康管理センター 417-0055 静岡県富士市永田町２丁目６２ 0545-53-0033

静岡 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷静岡健診クリニック 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金55 0120-283-170

静岡 一般社団法人東部メディカル健康管理センター 419-0114 静岡県田方郡函南町仁田楠台７７７－４ 055-979-2657

愛知 医療法人　オリエンタルクリニック 464-8691 愛知県名古屋市千種区今池1-8-5 052-741-5181

愛知 国家公務員共済組合連合会　東海病院　東海健康管理センター 464-8512 愛知県名古屋市千種区千代田橋１－１－１ 052-711-6131

愛知 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会 464-8691 愛知県名古屋市千種区今池1-8-4 052-732-2200

愛知 医療法人　和伸会　和田内科病院 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南２５番５号 052-732-1118

愛知 医療法人順秀会　東山内科・東山健康管理センター 464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通5-103 052-734-2200

愛知 医療法人順秀会　メディカルパーク今池 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池1-8-8　今池ｶﾞｽﾋﾞﾙ2階 052-715-6070

愛知 名古屋市医師会健診センター 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１－１８－１４ 052-937-8425

愛知 ＡＯＩ名古屋病院健診センター 461-0001 愛知県名古屋市東区泉２丁目２番５号 052-932-7174

愛知 社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病院 462-0802 愛知県名古屋市北区上飯田北町２丁目７０番地 052-991-3111

愛知 一般財団法人　愛知健康増進財団 462-0844 愛知県名古屋市北区清水一丁目１８番４号 052-951-3919
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愛知 名鉄病院 451-8511 愛知県名古屋市西区栄生2-26-11 052-551-2800

愛知 医療法人慶和会ひまわりクリニック 451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-8-20 052-571-0801

愛知 社会医療法人大雄会　大雄会ルーセントクリニック 451-6003 愛知県名古屋市西区牛座院長６番１号　名古屋ルーセントタワー３階 052-569-6030

愛知 医療法人衆済会増子記念病院 453-8566 愛知県名古屋市中村区竹橋町35-28 052-451-1307

愛知 一般財団法人毎日ドクター 450-6626 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3　JRゲートタワー26階 052-581-0752

愛知 医療法人誠厚会名駅前診療所保健医療センター 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号住友生命名古屋ﾋﾞﾙ2階 052-581-8406

愛知 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所 453-8521 愛知県名古屋市中村区長筬町４丁目２３番地 052-412-3111

愛知 医療法人　松柏会　国際セントラルクリニック 450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1　名古屋国際センタービル１０階 052-821-0090

愛知 医療法人髙田　ライフ健康クリニック 453-0046 愛知県名古屋市中村区道下町2-26 052-481-9191

愛知 一般財団法人全日本労働福祉協会　東海診療所 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20名古屋三井ビルディング新館３階 052-582-0751

愛知 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 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング９階 052-821-0090

愛知 医療法人尚仁会　名古屋ステーションクリニック 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17　名古屋ビルディング８、９階 052-551-6663

愛知 一般財団法人　公衆保健協会 453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通２丁目４５番地２ 052-481-2161

愛知 医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅 450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号　ＪＰタワー名古屋５階 052-551-1569

愛知 国家公務員共済組合連合会名城病院 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目３番１号 052-201-6058

愛知 医療法人勝又病院 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄１－３２－２２ 052-241-0408

愛知 加藤内科胃腸科 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-16-16 052-962-3585

愛知 医療法人　葛谷クリニック 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１７－２０ 052-261-3700

愛知 医療法人敬愛会　奥田クリニック 460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-4-28 052-231-5707

愛知 医療法人順秀会　スカイル内科 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5　栄スカイルビル１１階 052-241-2111

愛知 医療法人鹿志会　エルズメディケア名古屋 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－１－１　日土地名古屋ビル３階 052-737-6500

愛知 一般財団法人日本予防医学協会付属診療所　ウェビーイング栄 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町１－３　日丸名古屋ビル地下１階 052-950-3707

愛知 医療法人輝山会　名古屋東栄クリニック 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－１１－２５ 052-201-1111

愛知 愛知三の丸クリニック 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸3-2-1 052-950-0500

愛知 名古屋医師協同組合　名古屋臨床検査センター附属診療所 466-0053 愛知県名古屋市昭和区滝子町27-22 052-825-3807

愛知 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団　総合健診センター 466-0047 愛知県名古屋市昭和区永金町1-1 052-882-2961

愛知 医療法人　メドック健康クリニック 466-0857 愛知県名古屋市昭和区安田通4-3 052-752-1125

愛知 ブラザー記念病院 467-0851 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町11-8 052-824-2870

愛知 あんずクリニック 456-0058 愛知県名古屋市熱田区六番一丁目１番９号 052-678-8720

愛知 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会臨港病院健康管理センター 455-0037 愛知県名古屋市港区名港2-9-43 052-659-2221

愛知 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院 455-8530 愛知県名古屋市港区港明１丁目１０番６号 052-652-5511

愛知 ＪＣＨＯ中京病院 457-8510 愛知県名古屋市南区三条1-1-10 052-688-7310

愛知 医療法人　名翔会　名古屋セントラルクリニック 457-0071 愛知県名古屋市南区千竃通7-16-1 052-821-0090

愛知 社会医療法人宏潤会だいどうクリニック 457-8511 愛知県名古屋市南区白水町８番地 052-611-8680

愛知 医療法人清水会　相生山病院 458-0813 愛知県名古屋市緑区藤塚三丁目２７０４番地 052-878-3711

愛知 総合病院南生協病院 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目204番地 052-625-0489
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愛知 医療法人さくら会　さくら医院 458-0041 愛知県名古屋市緑区鳴子町３丁目４９番地２３　ナルコス２階 052-892-0200

愛知 医療法人桂名会　木村病院 465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通２丁目２２－１ 052-781-1119

愛知 医療法人杉山会　すぎやま病院 465-0092 愛知県名古屋市名東区社台三丁目１０番地 052-774-8222

愛知 社会医療法人　名古屋記念財団　名古屋記念病院 468-8520 愛知県名古屋市天白区平針四丁目３０５番地 052-804-1111

愛知 医療法人　青雲会　佐野医院 440-0897 愛知県豊橋市松葉町３丁目１０番地 0532-52-3906

愛知 医療法人光生会　光生会病院 440-0045 愛知県豊橋市吾妻町１３７ 0532-61-3000

愛知 社会医療法人明陽会　成田記念病院 441-8029 愛知県豊橋市羽根井本町１３４ 0532-31-3806

愛知 医療法人　豊岡会　豊橋元町病院 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町205 0532-26-1120

愛知 医療法人十全会　三嶋内科病院 444-0072 愛知県岡崎市六供町字3丁目8番地2 0564-81-0329

愛知 医療法人　鉄友会宇野病院 444-0921 愛知県岡崎市中岡崎町１番地１０ 0564-24-2217

愛知 一般社団法人　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１－３ 0120-489-545

愛知 医療法人木南舎　冨田病院 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字南中町32 0564-48-2432

愛知 社会医療法人大雄会　大雄会第一病院 491-8551 愛知県一宮市羽衣１丁目６－１２ 0586-26-2008

愛知 医療法人山下病院 491-8531 愛知県一宮市中町１丁目３－５ 0586-46-1520

愛知 医療法人尾張健友会　千秋病院 491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王1 0586-77-0012

愛知 一宮西病院 494-0001 愛知県一宮市開明字平１番地 0586-48-0088

愛知 一般社団法人瀬戸健康管理センター 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通1-48 0561-82-6194

愛知 医療法人　青山病院 489-0986 愛知県瀬戸市南山町１丁目５３番地 0561-82-1118

愛知 医療法人　社団順心会　井上病院 489-0927 愛知県瀬戸市川北町2-11 0561-76-2300

愛知 医療法人知多クリニック 475-0871 愛知県半田市本町7-20 0569-22-3231

愛知 一般社団法人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

愛知 中町クリニック 475-0855 愛知県半田市中町４丁目１９番地の１ 0569-22-1212

愛知 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町北２丁目２８－１ 0568-51-8711

愛知 医療法人社団喜峰会　東海記念病院　健康管理センター 487-0031 愛知県春日井市廻間町字大洞６８１－４７ 0568-93-0100

愛知 豊川市民病院 442-8561 愛知県豊川市八幡町野路２３番地 0533-95-0030

愛知 医療法人聖俊会　樋口病院 442-0068 愛知県豊川市諏訪町２丁目１４５番地 0533-95-2211

愛知 医療法人社団卓和会 しらゆりクリニック 442-0013 愛知県豊川市大堀町77 0533-95-7878

愛知 津島市民病院 496-8537 愛知県津島市橘町３丁目７３番地 0567-28-5151

愛知 医療法人　あいち健康クリニック 496-0048 愛知県津島市藤里町2-5 0567-26-7328

愛知 小林記念病院 447-8510 愛知県碧南市新川町3-88 0566-41-6548

愛知 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丁目１５番地 0566-25-8182

愛知 医療法人社団　一里山・今井病院 448-0002 愛知県刈谷市一里山町中本山８８番地 0566-26-6702

愛知 豊田厚生病院 470-0396 愛知県豊田市浄水町伊保原500-1 0565-43-5050

愛知 医療法人三九会三九朗病院健診センター 471-0035 愛知県豊田市小坂町7-80 0565-34-6318

愛知 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

愛知 医療法人豊昌会　豊田健康管理クリニック 473-0907 愛知県豊田市竜神町新生１５１－２ 0565-27-5550
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愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 444-2351 愛知県豊田市岩神町仲田20 0565-62-1273

愛知 社会医療法人財団新和会　八千代病院 446-8510 愛知県安城市住吉町２－２－７ 0566-98-3367

愛知 医療法人田中会　西尾病院 445-0824 愛知県西尾市和泉町22 0563-57-5138

愛知 医療法人社団福祉会　高須病院 444-0495 愛知県西尾市一色町赤羽上郷中１１３番地１ 0563-72-1701

愛知 蒲郡市民病院 443-8501 愛知県蒲郡市平田町向田１番地１ 0533-66-2227

愛知 医療法人オリエンタルクリニック　オリエンタル蒲郡健診センター 443-0014 愛知県蒲郡市海陽町２丁目２番地 0533-59-7171

愛知 社会医療法人　志聖会　総合犬山中央病院 484-8511 愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚６ 0568-62-8246

愛知 常滑市民病院 479-8510 愛知県常滑市飛香台３－３－３ 0569-35-6111

愛知 ＪＡ愛知厚生連江南厚生病院　健康管理センター 483-8704 愛知県江南市高屋町大松原１３７番地 0587-51-3311

愛知 小牧市民病院健診センター 485-8520 愛知県小牧市常普請一丁目２０番地 0568-76-6100

愛知 小牧第一病院 485-0029 愛知県小牧市中央五丁目３９番地 0568-71-4390

愛知 稲沢市民病院 492-8510 愛知県稲沢市長束町沼１００番地 0587-32-2409

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院 495-8531 愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野７ 0587-97-5533

愛知 新城市民病院 441-1387 愛知県新城市字北畑３２番地１ 0536-23-7877

愛知 西知多医療厚生組合　公立西知多総合病院 477-8522 愛知県東海市中ノ池三丁目１番地の１ 0562-33-9800

愛知 小嶋病院 477-0031 愛知県東海市大田町後田97 0562-32-2145

愛知 独立行政法人労働者健康安全機構　旭労災病院 488-8585 愛知県尾張旭市平子町北６１番地 0561-54-3131

愛知 医療法人豊田会　高浜豊田病院 444-1321 愛知県高浜市湯山町６丁目７番地３ 0566-52-8660

愛知 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１８０－１ 0562-93-8222

愛知 医療法人大医会日進おりど病院　予防医学推進・研究センター 470-0115 愛知県日進市折戸町西田面１１０ 0561-73-3030

愛知 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院 470-0111 愛知県日進市米野木町南山987-31 0561-73-7721

愛知 医療法人名翔会　和合セントラルクリニック 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-1884 052-821-0090

愛知 医療法人医仁会さくら総合病院 480-0127 愛知県丹羽郡大口町新宮1-129 0587-95-6711

愛知 医療法人全医会　伊藤整形・内科　あいちスポーツ・人工関節クリニック 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄郷東４１ 0587-92-3382

愛知 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院 497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森字長瀬下65-14 0567-96-2000

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院 470-2404 愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷８１番地６ 0569-82-4604

愛知 医療法人瑞心会　渡辺病院健診センター 470-3235 愛知県知多郡美浜町大字野間字上川田４５ 0569-87-5000

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院　健康管理センター 441-3403 愛知県田原市神戸町赤石１番地１ 0531-22-9698

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院 498-8502 愛知県弥富市前ケ須町南本田３９６番地 0567-55-7629

愛知 ＪＡあいち健診センター 480-1157 愛知県長久手市平池901 0561-62-3168

愛知 三河安城クリニック 446-0037 愛知県安城市相生町１４番１４号 0566-75-7515

愛知 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1-1 0562-82-0222

愛知 一般財団法人　平林移動集団検診所 466-0012 愛知県名古屋市昭和区小桜町2-29-2 052-741-4012

愛知 一般財団法人近畿健康管理センターＫＫＣウエルネス名古屋健診クリニック 460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル１１階 050-3531-1363

愛知 一般財団法人全日本労働福祉協会　東海支部 457-0832 愛知県名古屋市南区浜中町1-5-1 052-602-4747

愛知 医療法人順秀会　守山内科 463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山９０１番地 052-791-5110
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愛知 一般財団法人岐阜健康管理センター　愛知支部 485-0041 愛知県小牧市小牧4-108 0568-54-2225

愛知 一般社団法人ライフ予防医学センター　予防医学クリニック 453-0024 愛知県名古屋市中村区名楽町5-13 052-486-6875

三重 地方独立行政法人　桑名市総合医療センター 511-0061 三重県桑名市寿町三丁目１１番地 0594-22-2831

三重 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丁目２６４番地３ 0594-23-7242

三重 独立行政法人地域医療推進機能四日市羽津医療センター 510-0016 三重県四日市市羽津山町１０－８ 059-331-1211

三重 医療法人　富田浜病院 510-8008 三重県四日市市富田浜町２６－１４　健康増進センター 059-365-0411

三重 医療法人社団　山中胃腸科病院 510-0958 三重県四日市市小古曽３丁目５－３３ 059-345-0511

三重 医療法人社団主体会　主体会病院 510-0823 三重県四日市市城北町8-1 059-354-1771

三重 医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院 512-1111 三重県四日市市山田町5538-1 059-328-1260

三重 医療法人　尚豊会　みたき健診クリニック 512-0911 三重県四日市市生桑町菰池４５０－３ 0120-177-667

三重 四日市ヘルスプラス診療所 512-1203 三重県四日市市下海老町字平野52-1 059-325-2500

三重 四日市消化器病センター 512-1203 三重県四日市市下海老町字高松185-3 059-326-3000

三重 二宮メディカルクリニック 510-0081 三重県四日市市中部８番１５号 059-351-2466

三重 医療法人博仁会　村瀬病院 513-0801 三重県鈴鹿市神戸三丁目１２番１０号 059-382-0330

三重 医療法人誠仁会　塩川病院 513-0844 三重県鈴鹿市平田１丁目３番７号 059-379-6333

三重 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

三重 医療法人同心会　遠山病院 514-0043 三重県津市南新町17-22 059-224-7006

三重 医療法人　永井病院 514-8508 三重県津市西丸之内２９－２９ 059-228-5193

三重 特定医療法人暲純会　武内病院 514-0057 三重県津市一色町２１５－１ 059-226-1111

三重 医療法人社団壽康会　吉田クリニック 514-0103 三重県津市栗真中山町下沢79-5 059-232-3001

三重 医療法人思源会　岩崎病院 514-0114 三重県津市一身田町333 059-232-2216

三重 津生協病院附属診療所 514-0801 三重県津市船頭町津興３４５３番地 059-225-7536

三重 フェニックス健診クリニック 514-0016 三重県津市乙部５番３号 059-227-5605

三重 医療法人　津健康クリニック 514-0062 三重県津市観音寺町799-7 059-226-0456

三重 松阪厚生病院 515-0044 三重県松阪市久保町1927-2 0598-29-1311

三重 済生会松阪総合病院　健診センターあさひ 515-8557 三重県松阪市朝日町一区１５番地６ 0598-51-2626

三重 医療法人　桜木記念病院 515-0034 三重県松阪市南町443-4 0598-31-2600

三重 医療法人松徳会　松本クリニック 515-0045 三重県松阪市駅部田町1619-45 0598-26-3555

三重 医療法人　松徳会　花の丘病院 515-0052 三重県松阪市山室町707-3 0598-60-2002

三重 市立伊勢総合病院 516-0014 三重県伊勢市楠部町３０３８番地 0596-23-5416

三重 医療法人　寺田病院 518-0441 三重県名張市夏見3260番地1 0595-41-2323

三重 三重県産業衛生協会　くわな健康クリニック 511-0068 三重県桑名市中央町三丁目２３番地　桑名シティホテル５Ｆ 0594-22-1010

三重 一般財団法人近畿健康管理ｾﾝﾀｰＫＫＣ健康ｽｸｴｱ　ｳｴﾙﾈｽ三重健診ｸﾘﾆｯｸ 514-0131 三重県津市あのつ台４丁目１－３ 059-269-5678

三重 医療法人倉本病院倉本健康管理システム 514-0812 三重県津市大字津興字北阿漕田280-2 059-222-1021

三重 公益財団法人　三重県健康管理事業センター 514-0062 三重県津市観音寺町字東浦４４６－３０ 059-228-4502

三重 一般財団法人近畿健康管理ｾﾝﾀｰ　ＫＫＣｳｴﾙﾈｽ四日市健診ｸﾘﾆｯｸ 510-0891 三重県四日市市日永西３丁目５番３７号 059-271-8545


