
都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

滋賀 医療法人幸生会　琵琶湖中央リハビリテーション病院 520-0834 滋賀県大津市御殿浜22-33 077-526-2131

滋賀 医療法人敬愛会　東近江敬愛病院 527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町8-16 0748-22-2222

滋賀 医療法人徳洲会　近江草津徳洲会病院 525-0054 滋賀県草津市東矢倉３丁目３４－５２ 077-516-2769

滋賀 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 520-3046 滋賀県栗東市大橋２丁目４番１号 077-552-1221

滋賀 一般財団法人 近畿健康管理ｾﾝﾀｰ　ＫＫＣｳｴﾙﾈｽ栗東健診ｸﾘﾆｯｸ 520-3016 滋賀県栗東市小野501-1 050-3535-5992

滋賀 一般財団法人　滋賀保健研究センター 520-2304 滋賀県野洲市永原上町664 0120-35-9997

滋賀 一般財団法人近畿健康管理ｾﾝﾀｰ　KKCｳｴﾙﾈｽひこね健診ｸﾘﾆｯｸ 522-0010 滋賀県彦根市駅東町15-1　近江鉄道ビル2F 050-3535-5993

京都 京都からすま病院 603-8142 京都府京都市北区小山北山上総町１４ 075-491-8559

京都 公益社団法人　京都保健会　上京診療所 602-8305 京都府京都市上京区千本通寺之内下ル花車町４８２－２ 075-432-1261

京都 一般財団法人　京都予防医学センター 604-8491 京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町２８ 075-811-9137

京都 一般財団法人京都工場保健会　総合健診センター 604-8472 京都府京都市中京区西ﾉ京北壺井町67 0120-823-053

京都 医療法人　清仁会　シミズ四条大宮クリニック 604-8811 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町３番地１　京都幸ビル1階 075-813-5202

京都 医療法人大澤会　大澤クリニック 604-8142 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町６１７番地 075-256-7355

京都 公益社団法人京都保健会　京都民医連太子道診療所 604-8454 京都府京都市中京区西ノ京小堀池町１８番地の１ 075-822-2660

京都 医療法人社団洛和会　洛和会丸太町病院 604-8401 京都府京都市中京区聚楽廻松下町９番地７ 075-801-0351

京都 医療法人　大和英寿会　大和健診センター 604-8171 京都府京都市中京区虎屋町５７７番地２　太陽生命御池ビル６・８・９階 075-256-4141

京都 一般財団法人大和松寿会　中央診療所 604-8111 京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町５８番地５６番地 075-211-4503

京都 医療法人健康会　総合病院京都南病院 600-8876 京都府京都市下京区西七条南中野町８ 075-312-7393

京都 医療法人愛友会　明石病院 600-8884 京都府京都市下京区西七条南衣田町９３ 075-313-1453

京都 医療法人啓信会　京都四条診療所 600-8497 京都府京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町４１４番地 075-361-3400

京都 医療法人財団康生会　タケダクリニック（武田病院健診センター） 600-8216 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608日本生命京都三哲ビル3F 075-746-5100

京都 医療法人創健会　西村診療所 600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路通下ル東塩小路町９０１ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都３Ｆ 075-365-3339

京都 医療法人同仁会（社団）京都九条病院 601-8453 京都府京都市南区唐橋羅城門町10 075-691-7121

京都 医療法人同仁会（社団）同仁会クリニック 601-8453 京都府京都市南区唐橋羅城門町30　京都メディックスビル内１階 075-691-7756

京都 洛和会東寺南病院健診センター 601-8441 京都府京都市南区西九条南田町１ 075-672-7556

京都 京都民医連あすかい病院 606-0806 京都府京都市左京区田中飛鳥井町８９ 075-712-9160

京都 一般財団法人仁風会　嵯峨野病院 616-8251 京都府京都市右京区鳴滝宇多野谷9 075-464-0321

京都 医療法人社団松仁会　内田病院 615-0925 京都府京都市右京区梅津大縄場町6番地9 075-882-6666

京都 社会医療法人太秦病院付属うずまさ診療所 616-8151 京都府京都市右京区太秦帷子ノ辻町３０－４ 075-863-5553

京都 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院 612-8484 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町１０１番地 075-621-3101

京都 医療法人医仁会武田総合病院 601-1495 京都府京都市伏見区石田森南町２８番１号 075-746-5100

京都 一般財団法人仁風会　京都南西病院 612-8494 京都府京都市伏見区久我東町８番地２２ 075-922-0321

京都 医療法人朋友会　鳥羽健診クリニック 612-8206 京都府京都市伏見区下鳥羽六反長町１０９ 075-603-6000

京都 京都城南診療所 612-8444 京都府京都市伏見区竹田田中宮町98 075-623-1113

京都 社会医療法人岡本病院（財団）　京都岡本記念病院 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１００番地 0774-48-5611

京都 宇治武田病院 611-0021 京都府宇治市宇治里尻36-26 075-746-5100
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京都 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 611-0041 京都府宇治市槙島町石橋１４５番 0774-20-1111

京都 木村内科クリニック 629-2404 京都府与謝郡与謝野町後野643-7 0772-43-2134

京都 医療法人啓信会　京都きづ川病院 610-0101 京都府城陽市平川西六反２６－１ 0774-54-1116

京都 医療法人社団　医聖会　八幡中央病院 614-8071 京都府八幡市八幡五反田39-1 075-983-0119

京都 千春会病院 617-0826 京都府長岡京市開田２丁目１４番２６号 075-954-2175

京都 医療法人真生会　向日回生病院 617-0001 京都府向日市物集女町中海道92-12 075-934-6881

京都 医療法人社団石鎚会　京都田辺中央病院 610-0334 京都府京田辺市田辺中央六丁目１番地６ 0774-63-1116

京都 明治国際医療大学附属病院 629-0392 京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１ 0771-72-1221

京都 一般社団法人　愛生会山科病院 607-8086 京都府京都市山科区竹鼻四丁野町１９番地の４ 075-594-2323

京都 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院 607-8062 京都府京都市山科区音羽珍事町２番地 0120-050-108

京都 京都山城総合医療センター 619-1152 京都府木津川市木津駅前一丁目27番地 0774-72-0235

京都 市立福知山市民病院 620-8505 京都府福知山市厚中町231 0773-22-2101

京都 京都第二赤十字病院 602-8026 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町３５５番地の５ 075-212-6151

京都 京都第一赤十字病院 605-0981 京都府京都市東山区本町１５－７４９ 075-561-1121

京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター 603-8151 京都府京都市北区小山下総町２７番地 075-441-6143

京都 舞鶴赤十字病院 624-0906 京都府舞鶴市倉谷427 0773-75-1920

京都 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院 625-8585 京都府舞鶴市字浜１０３５番地 0773-62-2510

京都 社会福祉法人　恩賜財団　京都済生会病院 617-8617 京都府長岡京市下海印寺下内田１０１番地 075-955-0111

京都 一般財団法人京都工場保健会診療所宇治支所 611-0031 京都府宇治市広野町成田1-7 0120-823-053

大阪 社会医療法人頌徳会日野病院 599-8123 大阪府堺市東区北野田６２６ 072-235-0090

大阪 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 592-8555 大阪府堺市西区浜寺船尾町東４丁２４４ 072-265-6006

大阪 医療法人　健育會 別所外科診療所 590-0943 大阪府堺市堺区車之町東３－１－７ 072-232-9096

大阪 北野田診療所 599-8124 大阪府堺市東区南野田127 072-236-3211

大阪 医療法人暁美会　田中病院 587-0002 大阪府堺市美原区黒山３９－１０ 072-349-8077

大阪 野田診療所 553-0005 大阪府大阪市福島区野田3-13-44 06-6461-6770

大阪 医療法人健昌会　福島健康管理センター 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川２－１２－１６ 06-6441-6848

大阪 福島吉野スマイル内科・循環器内科 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野5-11-22 06-6147-4400

大阪 医療法人　協仁会　小松病院　健康管理センター 572-8567 大阪府寝屋川市川勝町11-6 072-823-1521

大阪 医療法人道仁会　道仁病院 572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町3-9-6 072-827-1951

大阪 一般財団法人大阪府結核予防会大阪複十字病院 572-0850 大阪府寝屋川市打上高塚町3番10号 072-821-4781

大阪 社会医療法人きつこう会　多根クリニック 552-0007 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番Ⅱ－６００ 06-6577-1881

大阪 船員保険　大阪健康管理センター 552-0021 大阪府大阪市港区築港１－８－２２ 06-6576-1011

大阪 一般社団法人医新会　鳥飼よろずクリニック 552-0007 大阪府大阪市港区弁天１－２－２－６００ｵｵｻｶﾍﾞｲﾀﾜｰｲｰｽﾄ６Ｆ 06-6684-8456

大阪 社会医療法人生長会　府中クリニック 594-0076 大阪府和泉市肥子町２－２－１　イオン和泉府中店１階 0725-40-2154

大阪 医療法人癒信会　あいの泉クリニック 595-0037 大阪府泉大津市虫取１－６－３８ 0725-20-0688

大阪 医療法人生登会寺元記念病院 586-0017 大阪府河内長野市古野町４番１１号 0721-53-3330
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大阪 医療法人ラポール会　青山第二病院 586-0033 大阪府河内長野市喜多町192-1 0721-65-0003

大阪 医療法人あじさい会　よねかわクリニック 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂5-15-37 06-6697-8858

大阪 東和病院 546-0031 大阪府大阪市東住吉区４－１３－１５ 06-6621-2211

大阪 医療法人祥佑会　藤田胃腸科病院 569-0086 大阪府高槻市松原町１７－３６ 072-671-5916

大阪 うえだ下田部病院 569-0046 大阪府高槻市登町33-1 0120-825-253

大阪 医療法人東和会　第二東和会病院 569-0034 大阪府高槻市大塚町５丁目２０番３号 072-674-1008

大阪 社会医療法人　仙養会　北摂総合病院 569-8585 大阪府高槻市北柳川町6-24 072-696-2121

大阪 医療法人進純会　さいとう内科クリニック 569-0055 大阪府高槻市西冠1-12-8　たかつき西冠ﾋﾞﾙ1階 072-676-7666

大阪 ながい内科クリニック 569-0803 大阪府高槻市高槻町２－１１　松昌興産本社ビル１階 072-681-8341

大阪 社会医療法人愛仁会　愛仁会しんあいクリニック 569-1123 大阪府高槻市芥川町２丁目３番５号 072-681-5533

大阪 公益財団法人大阪労働衛生センター第一病院 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-2-2 06-6474-1206

大阪 公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里３－５－２２ 06-6472-1141

大阪 医療法人博悠会　名取病院 555-0043 大阪府大阪市西淀川区大野2-1-32 06-4808-2287

大阪 公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属千北診療所 555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田５－５－３ 06-6473-1864

大阪 公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属姫島診療所 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島2-13-20 06-6473-5151

大阪 社会医療法人愛仁会千船病院 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町３－２－３９ 06-6471-9541

大阪 社会福祉法人寺田萬寿会寺田萬寿病院 596-0078 大阪府岸和田市南上町１丁目４８番５号 072-422-4466

大阪 医療法人　徳洲会　岸和田徳洲会病院 596-8522 大阪府岸和田市加守町4-27-1 072-445-9908

大阪 医療法人　大植会　葛城病院 596-0825 大阪府岸和田市土生町２－３３－１ 072-422-9909

大阪 社会医療法人　慈薫会　河崎病院 597-0104 大阪府貝塚市水間２４４番地 072-479-7677

大阪 医療法人ガラシア会　ガラシア病院 562-8567 大阪府箕面市粟生間谷西６－１４－１ 072-729-2345

大阪 箕面市立医療保健センター 562-0014 大阪府箕面市萱野5-8-1 072-727-9555

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　いまざと診療所 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里１－２３－１２ 06-6971-8054

大阪 医療法人朋愛会　朋愛病院 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里1-25-11 06-6973-3218

大阪 特定医療法人ダイワ会　大和病院 564-0062 大阪府吹田市垂水町3-22-1 06-6380-1981

大阪 医療法人甲聖会　甲聖会紀念病院 564-0053 大阪府吹田市江の木町7番1号 06-6380-0666

大阪 社会医療法人愛仁会　井上病院附属診療所 564-0053 大阪府吹田市江の木町１４－１１ 06-6386-9370

大阪 吹田徳洲会病院 565-0814 大阪府吹田市千里丘西２１－１ 06-6878-1110

大阪 小谷診療所 564-0063 大阪府吹田市江坂町4-10-1 06-6386-1651

大阪 千里丘かがやきクリニック 565-0816 大阪府吹田市長野東１９－６ 06-6878-3303

大阪 哲平診療所 564-0034 大阪府吹田市西御旅町７－５３ 06-6319-3693

大阪 医療法人社団　湯川胃腸病院 543-0033 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2-10-2 06-6771-4861

大阪 医療法人　早石会　早石病院 543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町２番７５号 06-6771-1227

大阪 上本町リウマチこまちクリニック 543-0031 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町１３－１４ 06-6775-1025

大阪 大阪掖済会病院 550-0022 大阪府大阪市西区本田2-1-10 06-6581-2881

大阪 医療法人厚生会　マイヘルスクリニック南堀江院 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3-15-26ジェイエムエル大阪ビル７階 06-6539-0800
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大阪 公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院　ニッセイ予防医学センター 550-0006 大阪府大阪市西区江之子島2-1-54 06-6443-3419

大阪 医療法人緑生会　らいふ内科・乳腺クリニック 550-0027 大阪府大阪市西区九条１－１４－２９２Ｆ 06-6582-0007

大阪 玉谷クリニック　あびこ 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東２－７－６ﾌﾚｼｭｰﾙ我孫子１０１ 06-4700-8181

大阪 育和会記念病院 544-0004 大阪府大阪市生野区巽北３丁目２０番２９号 06-6758-8000

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　田島診療所 544-0023 大阪府大阪市生野区林寺５－１２－１８ 06-6711-3711

大阪 医療法人きたはらファミリークリニック 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１１－４－２Ｆ 06-6719-8833

大阪 ひろせクリニック 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-21-22　徳山ビル１Ｆ 06-6621-0111

大阪 医療法人松徳会　松谷病院 573-0126 大阪府枚方市津田西町1-29-8 072-859-3618

大阪 医療法人　りんどう会　向山病院 573-1133 大阪府枚方市招提元町１丁目３６－６ 072-855-1246

大阪 医療法人愛成会　愛成クリニック 573-0048 大阪府枚方市山之上西町３２番１５号 072-845-0888

大阪 医療法人　中屋覚志会　津田病院 573-0121 大阪府枚方市津田北町３－３０－１ 072-858-8259

大阪 医療法人敬節会　敬節クリニック 573-0032 大阪府枚方市岡東町１２－３－４０２ 072-804-5522

大阪 医療法人みどり会　中村病院 573-0104 大阪府枚方市長尾播磨谷1-2834-5 072-868-2071

大阪 かとう泌尿器科・内科・外科クリニック 573-0103 大阪府枚方市長尾荒坂１丁目２８８９－１ 072-896-5703

大阪 やまもと内科・循環器内科クリニック 573-0163 大阪府枚方市長尾元町２丁目２２－１ＴＭ－Ⅱビル２Ｆ２０３ 072-808-7103

大阪 医療法人北辰会　天の川病院 573-0022 大阪府枚方市宮之阪２－２０－１ 072-847-0625

大阪 大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大阪府大阪市大正区北村3-4-5 06-7659-6111

大阪 社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条5-4-8 06-6462-1047

大阪 公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属　此花診療所 554-0021 大阪府大阪市此花区春日出北１－１－２５ 06-6463-2222

大阪 公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属　酉島診療所 554-0051 大阪府大阪市此花区酉島4-2-3 06-6461-4459

大阪 医療法人医誠会　医誠会病院 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原６丁目２番２５号 06-6326-1121

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　淡路診療所 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路５ー１１ー１１ 06-6322-5211

大阪 医療法人あけぼの会 あけぼのGMクリニック 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路2-15-5 06-6321-0670

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　コープこぶし通り診療所 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新１－３－１ 06-6379-6466

大阪 新居脳神経外科クリニック 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松1-3-15 06-6370-8341

大阪 医療法人藤仁会　藤立病院 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮5-4-24 06-6955-1221

大阪 医療法人　清翠会　牧病院 535-0022 大阪府大阪市旭区新森7-10-28 06-6953-0120

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　あかがわ生協診療所 535-0004 大阪府大阪市旭区生江２－８－８ 06-6921-3008

大阪 医療法人清水会　鶴見緑地病院 570-0044 大阪府守口市南寺方南通3-4-8 06-6997-0101

大阪 パナソニック健康保険組合　松下記念病院 570-8540 大阪府守口市外島町5-55 0120-130-533

大阪 医療法人山紀会山本第三病院 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守４丁目５番２０号 06-6658-6611

大阪 医療法人嘉健会　思温病院 557-0034 大阪府大阪市西成区松1-1-31 06-6657-3711

大阪 社会医療法人信愛会　交野病院 576-0043 大阪府交野市松塚39-1 072-891-0331

大阪 医療法人曽根会　曽根病院 561-0802 大阪府豊中市曽根東町3丁目2番18号 06-6862-9251

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　豊中診療所 560-0026 大阪府豊中市玉井町１－１０－６　グリーンコート豊中 06-6841-3531

大阪 医療法人南谷継風会　南谷クリニック 561-0884 大阪府豊中市岡町北1-2-4 06-6841-5777
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大阪 医療法人一翠会　一翠会千里中央健診センター 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3　千里朝日阪急ビル３階 06-6872-5516

大阪 医療法人　讃寿会　ミクニ佐野クリニック 561-0822 大阪府豊中市三国２－２－１８ 06-6336-5355

大阪 医療法人篤友会　千里山病院 561-0871 大阪府豊中市東寺内町5-25 06-6385-2395

大阪 社会医療法人行岡医学研究会　行岡病院 530-0021 大阪府大阪市北区浮田2-2-3 06-6371-9921

大阪 一般財団法人日本予防医学協会附属診療所　ウェルビーイング南森町 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－２－１８三共ビル東館５Ｆ 06-6362-9063

大阪 社会医療法人協和会　加納総合病院 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋７丁目５番１５号 06-6351-0866

大阪 医療法人　恵生会　恵生会アプローズタワークリニック 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19　阪急茶屋町ビルディング７階 06-6377-5620

大阪 医療法人渡辺医学会　桜橋渡辺病院附属駅前第三ビル診療所 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-1800 06-6348-0411

大阪 医療法人生登会　寺元記念西天満クリニック 530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-20　ＡＳビル３Ｆ 06-6131-0070

大阪 近畿健診センター 530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-3アールビル本館２Ｆ 06-6365-1655

大阪 医療法人京星会　ＪＯＨメディカルクリニック 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目４－２０桜橋ＩＭビル２階 06-6147-8136

大阪 医療法人メディカル春日会革嶋クリニック 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２－４－１３　阪神産経桜橋ビル２Ｆ 06-6455-2000

大阪 医療法人伯鳳会　大阪中央病院 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-30 06-4795-5500

大阪 兵庫医科大学　梅田健康医学クリニック 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1大阪梅田ﾂｲﾝﾀﾜｰｽﾞ・ｻｳｽ13F 06-6110-5301

大阪 医療法人崇孝会　北摂クリニック 567-0826 大阪府茨木市大池1-10-37 072-633-3313

大阪 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会茨木病院 567-0035 大阪府茨木市見付山２－１－４５ 072-622-8651

大阪 医療法人和倉会　サンタマリア病院 567-0884 大阪府茨木市新庄町13-15 072-627-3459

大阪 公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属　茨木診療所 567-0824 大阪府茨木市中津町2-4　カシックスビル3F 072-665-5927

大阪 社会福祉法人　石井記念愛染園附属愛染橋病院 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-16-15 06-6634-5416

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　城東診療所 536-0004 大阪府大阪市城東区今福西１－１－３０ 06-6931-0779

大阪 社会医療法人有隣会　東大阪病院 536-0005 大阪府大阪市城東区中央１丁目７－２２ 06-6939-1213

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　蒲生厚生診療所 536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生３－１５－１２　蒲生ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾌﾟﾋﾞﾙ 06-6931-3807

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　のえ生協診療所 536-0007 大阪府大阪市城東区成育４－２９－５ 06-6931-6213

大阪 野江内代クリニック 536-0006 大阪府大阪市城東区野江4-1-8-101 06-6932-4970

大阪 医療法人財団医親会りんくうタウンクリニック 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北１番りんくうゲートタワービル8階 072-460-1100

大阪 市立柏原病院 582-0005 大阪府柏原市法善寺１丁目７番９号 072-972-0885

大阪 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院 580-0032 大阪府松原市天美東7-13-26 072-334-3400

大阪 医療法人大塚山会オノクリニック 580-0004 大阪府松原市西野々２丁目２番１０号　メディコビル 072-330-2600

大阪 医療法人宝生会ＰＬ病院 584-8585 大阪府富田林市新堂２２０４ 0721-25-8234

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　東大阪生協病院 577-0832 大阪府東大阪市長瀬町１－７－７ 06-6727-3072

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　生協加納診療所 578-0901 大阪府東大阪市加納３丁目５番１号 072-968-3577

大阪 医療法人　三知会　森本記念クリニック 578-0954 大阪府東大阪市横枕１－７ 072-966-8166

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　はなぞの生協診療所 578-0934 大阪府東大阪市玉串町西１－４－４０ 072-963-4360

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　楠根診療所 577-0006 大阪府東大阪市楠根２－７－８ 06-6746-1313

大阪 医療法人徳洲会　東大阪徳洲会病院 578-0984 大阪府東大阪市菱江3-6-11 072-962-2280

大阪 遠藤クリニック 560-0083 大阪府大阪市都島区都島本通3-16-10　福祉ビル１階 06-6929-0601
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大阪 医療法人医進会　高石加茂病院 592-0012 大阪府高石市西取石3-23-17 072-262-1121

大阪 社会医療法人医真会　医真会八尾総合病院 581-0036 大阪府八尾市沼1-41 072-948-5352

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　八尾クリニック 581-0027 大阪府八尾市八尾木６丁目１００番地 072-925-8725

大阪 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院 581-0011 大阪府八尾市若草町１－１７ 072-993-6505

大阪 医療法人信愛会　畷生会脳神経外科病院 575-8511 大阪府四條畷市中野本町28-1 072-876-7008

大阪 医療法人寺西報恩会長吉総合病院 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原１－２－３４ 06-6709-0301

大阪 医療法人　実ＴＭＣ　玉谷クリニック六反院 547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反４－６－１５長吉六反クリニックビル１階 06-6705-8181

大阪 社会医療法人三宝会　南港病院 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋２－１１－１５ 06-4702-8004

大阪 医療法人讃和会　友愛会病院 559-0006 大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目5番10号 06-6675-6035

大阪 医療法人　実有会　小松クリニック 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１－１７－１９－３０３ 06-4703-0257

大阪 社会医療法人同仁会　耳原総合病院 590-8505 大阪府堺市堺区協和町４－４６５ 072-241-0501

大阪 社会医療法人　清恵会　清恵会病院 590-0064 大阪府堺市堺区南安井町１丁１番１号 072-223-8199

大阪 一般財団法人大阪府結核予防会　堺複十字診療所 590-0028 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通59南海堺東ﾋﾞﾙ(堺ﾀｶｼﾏﾔ上)8階南海堺東駅ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ内 072-221-5515

大阪 内科・外科・内視鏡　みやびクリニック 590-0835 大阪府堺市堺区西湊町６－５－１８ 072-280-7005

大阪 社会医療法人頌徳会　日野クリニック 599-8272 大阪府堺市中区深井中町1248 072-276-5111

大阪 医療法人泉翔会かとう鳳クリニック 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町2丁177-3 072-272-8811

大阪 地方独立行政法人　堺市立病院機構　堺市立総合医療センター 593-8304 大阪府堺市西区家原寺町１丁１番１号 072-272-9959

大阪 医療法人健生医心会くわ総合クリニック 590-0113 大阪府堺市南区晴美台2-35-10 072-292-6060

大阪 特定医療法人仁悠会　タマダ病院 591-8004 大阪府堺市北区蔵前町2-15-39 072-251-8811

大阪 医療法人敬節会　西中島クリニック 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－２－１１ 06-6301-5706

大阪 医療法人　健人会　那須クリニック 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－４－２１ 06-6308-3908

大阪 東淀川病院 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町3-18-3 06-6394-0551

大阪 公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属ファミリークリニックなごみ 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島4-2-17 06-6300-5517

大阪 秀壮会クリニック 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本2-19-12 06-4862-4555

大阪 医療法人健昌会　淀川健康管理センター 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１－１－９ 06-6303-7281

大阪 革島病院 532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目7番1号 06-6391-1431

大阪 社会医療法人盛和会　本田病院 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-1-30 06-6939-6301

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　今津生協診療所 538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中３－７－９ 06-6969-6333

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　まった生協診療所 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤３－６－７ 06-6911-3195

大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　コープおおさか病院 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見３－６－２２ 0570-08-1167

大阪 医療法人緑地会　赤尾クリニック 538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑３－２－１５ 06-6911-2961

大阪 医療法人樫本会樫本病院 589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木４丁目１１５１ 072-366-1818

大阪 狭山みんなの診療所 589-0022 大阪府大阪狭山市西山台3-4-2 072-367-3339

大阪 一般財団法人大阪府結核予防会　相談診療所 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町４丁目６－５ 06-6202-6666

大阪 医療法人崇孝会長堀分院 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-21-24 06-6252-6750

大阪 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 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-26（LUCID SQUARE SEMBA） 06-6266-6440
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大阪 医療福祉生活協同組合おおさか　うえに生協診療所 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造１－８－７ 06-4304-3120

大阪 医療法人　今村クリニック　ＯＢＰ今村クリニック健診センター 540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-22　マルイトOBPビル1F 06-4791-9902

大阪 医療法人　翔永会　飯島クリニック 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３－５－１１　心斎橋フロントビル７．８．９階 06-6243-5401

大阪 一般財団法人大阪市環境保健協会　総合健診センター 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2-1-7　大阪赤十字会館６階 06-4792-7080

大阪 関西医科大学　天満橋総合クリニック 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７－３１　ＯＭＭビル３階 06-6943-2260

大阪 医療法人朋愛会　淀屋橋健診プラザ 541-0044 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4階 06-6232-7770

大阪 医療法人福慈会　福慈クリニック 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-3　フェニックス南船場3階 06-4963-3205

大阪 医療法人社団新生会　大阪なんばクリニック 542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60　なんばスカイオ9F 06-6648-8930

大阪 福本医院 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 06-6125-5652

大阪 医療法人桜済会　片岡屋なにわのみやクリニック 542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西１丁目５－８ 06-6765-5155

大阪 医療法人わかば会　上町はまのクリニック 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町２－３－２５　上町メディカルテラス２階 06-6767-1600

大阪 独立行政法人地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療センター 573-8511 大阪府枚方市星丘４丁目８－１ 072-840-2641

大阪 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 総合健診センター 530-0012 大阪府大阪市北区芝田二丁目１０番３９号 06-6372-0750

大阪 大阪みなと中央病院 552-0003 大阪府大阪市港区磯路１丁目７番１号 06-6599-0271

大阪 一般財団法人関西労働保健協会　千里ＬＣ健診センター 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－４－２　ライフサイエンスビル４階 06-6873-2210

大阪 一般財団法人関西労働保健協会　アクティ健診センター 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－１－１　サウスゲートビル１７階 06-6345-2210

大阪 ＫＫＣウエルネス新大阪健診クリニック 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー7階 050-3541-2262

大阪 一般財団法人　みどり健康管理センター 564-0062 大阪府吹田市垂水町３－２２－５ 06-6385-0265

大阪 一般財団法人関西労働保健協会　千里ＬＣ第二健診センター 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－４－２　千里ライフサイエンスビル１２階 06-6873-2211

大阪 医療法人恵生会　恵生会病院健診部 579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町7-4 072-982-5501

大阪 社会医療法人大道会　帝国ホテルクリニック 530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-50帝国ホテル大阪3階 06-6881-4000

大阪 大阪警察病院付属人間ドッククリニック 543-0031 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町15-15　上六メディカルビル 06-6775-3131

大阪 一般財団法人近畿健康管理センター　ＫＫＣウエルネスなんば健診クリニック 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中１－１０－４　南海ＳＫ難波ビル１０階 050-3541-2263

大阪 社会医療法人愛仁会愛仁会総合健康センター 569-1143 大阪府高槻市幸町４番３号 072-692-9291

大阪 なんばクリニック 530-0043 大阪府大阪市北区天満２－７－１０ワールド天満ビル３階 06-6358-1615

大阪 医療法人橘甲会　橘甲会クリニック 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3-4-1 06-6943-1306

大阪 美杉会健診センター 573-1137 大阪府枚方市西招提町1255 072-864-0103

大阪 マイヘルスクリニック心斎橋院（旧名称：医療法人厚生会心斎橋クリニック） 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－４－３　心斎橋オーパ１１階 06-6243-0117

大阪 医療法人　愛悠会　愛悠会クリニック 571-0045 大阪府門真市殿島町６－４－２階 06-6908-1708

大阪 医療法人双幸会　ツインデンタルクリニック 540-6121 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１　ツイン２１ＭＩＤタワー２１階 06-6947-7118

大阪 医療法人桜希会　東朋八尾健診クリニック 581-0803 大阪府八尾市光町１丁目２６　メルベーユ光町101 072-924-0286

大阪 レキップ健診クリニック 577-0063 大阪府東大阪市川俣１－１－８藤田ビル 06-6743-7497

兵庫 医療法人　明倫会　宮地病院 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町４－１－８ 078-451-1221

兵庫 六甲アイランド甲南病院 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中２－１１ 078-858-1213

兵庫 浜野クリニック 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目１１番２７号　ツインコート岡本２Ｆ 078-436-1818

兵庫 医療法人愛和会　金沢病院 657-0057 兵庫県神戸市灘区神ノ木通4-2-15 078-871-9001
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兵庫 医療法人康雄会　西病院 657-0037 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２－１８ 078-821-4151

兵庫 医療法人財団　神戸海星病院 657-0068 兵庫県神戸市灘区篠原北町3-11-15 078-571-2700

兵庫 公益財団法人兵庫県予防医学協会　健診センター 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1-8-1 078-855-2740

兵庫 吉田アーデント病院 657-0835 兵庫県神戸市灘区灘北通５丁目９番１号 078-861-0001

兵庫 医療法人若葉会　六甲病院 657-0022 兵庫県神戸市灘区土山町５－１ 078-841-7531

兵庫 三菱神戸病院 652-0863 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通6-1-34 078-672-2616

兵庫 医療法人　川崎病院　健診センター 652-0042 兵庫県神戸市兵庫区東山町３丁目３番１号 078-511-3621

兵庫 公益財団法人兵庫県予防医学協会健康ライフプラザ健診センター 652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300 078-652-5207

兵庫 公益財団法人兵庫県健康財団 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２丁目１－１２ 078-579-3400

兵庫 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丁目９番１号 078-652-4163

兵庫 医療法人社団　河合医院 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通7-2-6 078-575-7516

兵庫 医療法人楠和会　公文病院 653-0021 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1-12-7 078-652-3201

兵庫 神戸医療生活協同組合　神戸協同病院 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町2-4-7 078-641-6211

兵庫 医療法人社団康人会　適寿リハビリテーション病院 653-0876 兵庫県神戸市長田区花山町2-11-32 078-612-5533

兵庫 医療法人社団十善会　野瀬病院 653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町5-1-36 078-641-2424

兵庫 医療法人社団　丸山病院 653-0875 兵庫県神戸市長田区丸山町3-4-22 078-642-1131

兵庫 神戸朝日病院 653-0801 兵庫県神戸市長田区房王寺町３－５－２５ 078-612-5151

兵庫 尾原病院 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字荒打３０８番地の１ 078-743-1139

兵庫 新須磨クリニック 654-0046 兵庫県神戸市須磨区村雨町５丁目１－４ 078-735-0010

兵庫 舞子台病院 655-0046 兵庫県神戸市垂水区舞子台7-2-1 078-782-0055

兵庫 医療法人薫風会佐野病院 655-0031 兵庫県神戸市垂水区清水が丘２－５－１ 078-785-1000

兵庫 神戸徳洲会病院 655-0017 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 078-707-1110

兵庫 医療法人　明和病院 663-8186 兵庫県西宮市上鳴尾町４番３１号 0798-42-3931

兵庫 医療法人喜望会　谷向病院 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町６－３０ 0798-33-0356

兵庫 社会医療法人　渡邊高記念会　西宮渡辺病院 662-0863 兵庫県西宮市室川町１０－２２ 0798-74-2630

兵庫 西宮市医師会診療所 662-0913 兵庫県西宮市染殿町8番3号　西宮健康開発センター４階 0798-26-9497

兵庫 医療法人社団清和会　笹生病院 662-0964 兵庫県西宮市弓場町５番３７号 0798-34-0807

兵庫 医療法人社団西宮回生病院 662-0957 兵庫県西宮市大浜町1-4 0798-33-0601

兵庫 医療法人社団　皆本医院 662-0825 兵庫県西宮市門戸荘１７－４８　松本第一ビル１１５ 0798-57-5552

兵庫 ほその内科おなかクリニック 663-8025 兵庫県西宮市荒木町１５－２２ 0798-69-1828

兵庫 芦屋セントマリアクリニック 659-0092 兵庫県芦屋市大原町5番20号 0797-62-8830

兵庫 こだま病院 665-0841 兵庫県宝塚市御殿山１丁目３番２号 0797-87-2525

兵庫 えびす谷クリニック 665-0011 兵庫県宝塚市南口２－１４－５ 0797-71-5131

兵庫 医療法人敬愛会　大塚病院 669-3641 兵庫県丹波市氷上町絹山513 0795-82-7534

兵庫 兵庫医科大学ささやま医療センター 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡５番地 079-552-7368

兵庫 医療法人社団みどり会　にしき記念病院 669-2721 兵庫県丹波篠山市西谷５７５－１ 079-593-1352
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兵庫 医療法人いちえ会　洲本伊月病院 656-0014 兵庫県洲本市桑間字下フケ428 0799-26-0771

兵庫 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷淡路病院 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1-1 0799-72-3636

兵庫 独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院 675-1327 兵庫県小野市市場町926-453 0794-62-5533

兵庫 特定医療法人誠仁会大久保病院 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪２０９５－１ 078-935-2636

兵庫 医療法人双葉会　西江井島病院 674-0065 兵庫県明石市大久保町西島653 078-947-5311

兵庫 あさぎり病院 673-0852 兵庫県明石市朝霧台1120-2 078-912-7575

兵庫 医療法人社団弘成会　明海病院 673-0044 兵庫県明石市藤江２０１番地 078-922-4882

兵庫 医療法人社団佳生会　野木病院 674-0072 兵庫県明石市魚住町長坂寺字ツエ池1003-1 078-947-7272

兵庫 医療法人社団仁恵会石井病院 673-0881 兵庫県明石市天文町1-5-11 078-918-1801

兵庫 社会医療法人愛仁会　明石医療センター 674-0063 兵庫県明石市大久保町八木743-33 078-936-1901

兵庫 医療法人伯鳳会　明石リハビリテーション病院 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見685-3 078-941-6161

兵庫 医療法人徳洲会　高砂西部病院 676-0812 兵庫県高砂市中筋１－１０－４１ 079-447-0100

兵庫 医療法人社団松本会　松本病院 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津232番地の1 079-424-0333

兵庫 公益財団法人加古川総合保健センター 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１０３－３ 079-429-2525

兵庫 市立加西病院 675-2393 兵庫県加西市北条町横尾１－１３ 0790-42-2200

兵庫 多可赤十字病院 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上280 0795-32-1223

兵庫 社会医療法人社団　正峰会　大山記念病院 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高313 0120-300-503

兵庫 社会医療法人中央会　尼崎中央病院 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目１２－１ 06-6499-3087

兵庫 医療法人社団　智聖会　安藤病院 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５丁目１９番１６号 06-6482-2922

兵庫 医療法人社団正名会　池田病院 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-18-5 06-6421-1680

兵庫 尼崎医療生協病院 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘１２－１６－１ 06-6436-1701

兵庫 社会医療法人愛仁会　カーム尼崎健診プラザ 660-0861 兵庫県尼崎市御園町54番地　カーム尼崎２Ｆ 0120-688-311

兵庫 医療法人社団兼誠会　つかぐち病院 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町６丁目８番１号 06-6429-1463

兵庫 市立伊丹病院 664-8540 兵庫県伊丹市昆陽池１丁目１００番地 072-777-3773

兵庫 みやそう病院 664-0007 兵庫県伊丹市北野2-113-3 072-777-1359

兵庫 医療法人社団仁德会とくなが病院 679-4109 兵庫県たつの市神岡町東觜崎字鍵田473-5 0791-65-2232

兵庫 佐用共立病院 679-5382 兵庫県佐用郡佐用町佐用1111 0790-82-2321

兵庫 医療法人松浦会　姫路第一病院 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺143 079-252-0581

兵庫 城陽江尻病院 670-0947 兵庫県姫路市北条1丁目279 079-225-1231

兵庫 医療法人芙翔会　姫路愛和病院 670-0974 兵庫県姫路市飯田3-219-1 079-234-1391

兵庫 医療法人社団汐咲会井野病院 671-0102 兵庫県姫路市大塩町汐咲１丁目２７番地 079-254-6852

兵庫 医療法人社団みどりの会　酒井病院 671-2216 兵庫県姫路市飾西412-1 079-267-3602

兵庫 医療法人社団　健裕会　中谷病院 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５０１ 079-235-3162

兵庫 医療法人五葉会　城南病院 670-0012 兵庫県姫路市本町231 079-225-2215

兵庫 酒井医院 678-0007 兵庫県相生市陸本町1141-4 0791-22-4970

兵庫 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 0791-45-7303
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兵庫 赤穂市民病院 678-0232 兵庫県赤穂市中広１０９０番地 0791-43-3222

兵庫 公立豊岡病院組合立　豊岡病院日高医療センター 669-5392 兵庫県豊岡市日高町岩中81 0796-42-1611

兵庫 公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター 668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住１３００ 0796-52-2555

兵庫 公立八鹿病院 667-8555 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878-1 079-662-5555

兵庫 ＪＣＨＯ神戸中央病院健康管理センター 651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町２－１－１ 078-594-8622

兵庫 医療法人社団顕修会　顕修会すずらん病院 651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2-21-5 078-591-6776

兵庫 医療法人社団まほし会　真星病院 651-1242 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3 078-582-0111

兵庫 こやまクリニック 651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷42-4 078-581-2347

兵庫 医療法人社団一秀会　春日病院 651-1144 兵庫県神戸市北区大脇台3-1 078-592-7500

兵庫 一般社団法人神戸市医師会医療センター診療所 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通4-1-20 078-351-0505

兵庫 社会医療法人神鋼記念会　総合健康管理センター　灘ドック健診クリニック 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４－４７　神鋼記念病院１Ｆ 078-261-6773

兵庫 医療法人社団三聖会　三聖病院 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ﾉ緒町4-2-5 078-261-2211

兵庫 医療法人社団王子会　神戸循環器クリニック 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町６丁目１１－５ 078-367-7222

兵庫 ＪＣＨＯ神戸中央病附属健康管理センター 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７　神戸情報文化ビルカルメニ１７階 078-594-8622

兵庫 社会医療法人神鋼記念会　新神戸ドック健診クリニック 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町７丁目６－１　ジークレフ新神戸タワー２Ｆ 078-261-6736

兵庫 一般財団法人　神戸マリナーズ厚生会　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7-3-18 078-351-6110

兵庫 神戸博愛病院 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目1-17 078-362-5010

兵庫 順天健診クリニック 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町3-1-12 078-341-7284

兵庫 一般社団法人ウェルネス予防医療協会　新神戸ウェルネスクリニック 650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町１丁目１　コトノハコ神戸１階 078-272-0707

兵庫 医療法人博愛会　広野高原病院 651-2215 兵庫県神戸市西区北山台３丁目１番１号 078-994-1156

兵庫 一般財団法人順天厚生事業団 付属診療所西神健診センター 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台5-1-1 078-991-2645

兵庫 医療法人社団菫会 伊川谷病院 651-2111 兵庫県神戸市西区池上２丁目４－２ 078-974-1117

兵庫 一般財団法人京都工場保健会　神戸健診クリニック 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通２－８－１４　ｵﾙﾀﾝｼｱﾋﾞﾙ2階 0120-292-430

兵庫 一般財団法人近畿健康管理センター　ＫＫＣウエルネス神戸健診クリニック 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5明治安田生命神戸ビル12階 050-3541-2264

兵庫 一般社団法人日本健康倶楽部兵庫支部診療所 676-0804 兵庫県高砂市美保里２５番３２号 079-444-6900

兵庫 一般社団法人日本健康倶楽部和田山診療所 669-5203 兵庫県朝来市和田山町寺谷３５３－１ 079-672-6100

兵庫 一般財団法人京都工場保健会　姫路健診クリニック 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町７３番地　姫路ターミナルスクエア３Ｆ 0120-505-575

奈良 社会医療法人平和会　吉田病院 631-0818 奈良県奈良市西大寺赤田町1-7-1 0742-45-4601

奈良 医療法人新生会　総合病院　高の原中央病院 631-0805 奈良県奈良市右京１丁目３－３ 0742-71-1030

奈良 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 630-8145 奈良県奈良市八条４丁目６４３番地 0742-36-1881

奈良 奈良市総合医療検査センター 630-8031 奈良県奈良市柏木町５１９番地５ 0742-33-7876

奈良 医療法人岡谷会　おかたに病院 630-8141 奈良県奈良市南京終町1-25-1 0742-63-7700

奈良 奈良西部病院 631-0061 奈良県奈良市三碓町2143-1 0742-51-8700

奈良 社会医療法人　松本快生会　西奈良中央病院 631-0022 奈良県奈良市鶴舞西町１番１５号 0742-43-8868

奈良 医療法人ひまわり会　ひまわりクリニック 631-0805 奈良県奈良市右京４丁目１４－２３ 0742-72-1583

奈良 独立行政法人地域医療機能推進機構大和郡山病院 639-1013 奈良県大和郡山市朝日町1-62 0743-54-6587
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奈良 生駒市立病院　指定管理者医療法人徳洲会 630-0213 奈良県生駒市東生駒１丁目６番地２ 0743-72-1728

奈良 医療法人社団岡田会　山の辺病院 633-0081 奈良県桜井市草川６０番地 0744-45-1199

奈良 国保中央病院 636-0302 奈良県磯城郡田原本町宮古404-1 0744-32-8800

奈良 奈良県健康づくりセンター 636-0302 奈良県磯城郡田原本町宮古404-7 0744-32-0223

奈良 社会医療法人健生会　土庫病院 635-0022 奈良県大和高田市日之出町12-3 0745-53-5471

奈良 天理市立メディカルセンター 632-0072 奈良県天理市富堂町300番地11 0743-63-1821

奈良 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 639-2273 奈良県御所市池之内１０６４ 0745-63-0601

奈良 ニッセイ聖隷クリニック 636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台1-8-1 0745-33-2211

奈良 医療法人　健康支援三恵 635-0817 奈良県北葛城郡広陵町大字寺戸６２１－１ 0800-200-3551

奈良 独立行政法人国立病院機構　やまと精神医療センター 639-2164 奈良県大和郡山市小泉町２８１５ 0743-52-3081

奈良 医療法人果恵会　ヤマト健診クリニック 636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度４－５－２７ 0745-32-8620

和歌山 医療法人　曙会　和歌浦中央病院 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋６丁目２番７０号 073-444-1600

和歌山 福外科病院 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東３丁目５番３１号 073-445-3101

和歌山 医療法人裕紫会中谷病院 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神123-1 073-471-3111

和歌山 医療法人青松会　河西田村病院 640-8413 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-11 073-455-1015

和歌山 医療法人　愛晋会　中江病院 640-8461 和歌山県和歌山市船所３０番地の１ 073-451-0222

和歌山 医療法人南労会　紀和病院　健康管理センター 648-0085 和歌山県橋本市岸上１８－１ 0736-33-5160

和歌山 医療法人富田会　富田病院 649-6253 和歌山県岩出市紀泉台2 0736-62-1522

和歌山 ひだか病院 644-8655 和歌山県御坊市薗116番地2 0738-22-1111

和歌山 医療法人洗心会　玉置病院 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷2-5-1 0739-22-6028

和歌山 白浜はまゆう病院 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町１４４７番地 0739-43-7877

和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター 640-8588 和歌山県和歌山市小松原通4-20 0120-991-376

和歌山 公益財団法人和歌山県民総合健診センター 640-8319 和歌山県和歌山市手平二丁目1番2号県民交流プラザ和歌山ビッグ愛5階 073-435-5206

和歌山 公益財団法人ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ附属健康増進ｾﾝﾀｰ和歌山診療所 649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬2504-8 0739-33-9936


