
都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

鳥取 鳥取生協病院 680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町４５８ 0857-25-0626

鳥取 医療法人育生会　高島病院 683-0826 鳥取県米子市西町6 0859-23-3298

鳥取 独立行政法人労働者健康安全機構　山陰労災病院 683-8605 鳥取県米子市皆生新田１丁目８番１号 0859-33-8256

鳥取 新田外科胃腸科病院 683-0005 鳥取県米子市中島2-1-46 0859-33-1100

鳥取 鳥取県済生会境港総合病院 684-8555 鳥取県境港市米川町44 0859-42-3164

鳥取 医療法人萌生会　伯耆中央病院 689-4202 鳥取県西伯郡伯耆町長山152-1 0859-62-1212

島根 松江保健生活協同組合　ふれあい診療所　健診センター 690-0017 島根県松江市西津田７－１４－２１ 0852-22-0843

島根 医療法人社団　やすぎはく愛クリニック 692-0011 島根県安来市安来町1278-5 0854-22-2269

島根 出雲市民病院 693-0021 島根県出雲市塩冶町1536-1 0853-21-2722

島根 医療法人慈誠会　山根病院 697-0062 島根県浜田市熱田町1517-1 0855-26-0688

島根 医療法人　徳洲会　出雲徳洲会病院 699-0631 島根県出雲市斐川町直江３９６４－１ 0853-73-7802

島根 医療法人社団　創健会　松江記念病院　健康支援センター 690-0015 島根県松江市上乃木三丁目４番１号 0852-27-8382

岡山 社会医療法人　光生病院 700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3-8-35 086-222-6806

岡山 総合病院岡山協立病院 703-8511 岡山県岡山市中区赤坂本町８－１０ 0570-007-845

岡山 医療法人明芳会　佐藤病院 702-8053 岡山県岡山市南区築港栄町2-13 086-263-6622

岡山 重井医学研究所附属病院 701-0202 岡山県岡山市南区山田２１１７ 086-282-5311

岡山 財団法人操風会岡山旭東病院 703-8265 岡山県岡山市中区倉田５６７－１ 086-276-7870

岡山 社会医療法人　岡村一心堂病院 704-8117 岡山県岡山市東区西大寺南２－１－７ 086-942-9921

岡山 岡山東中央病院 703-8265 岡山県岡山市中区倉田677-1 086-277-6887

岡山 医療法人社団操仁会　岡山第一病院 703-8233 岡山県岡山市中区高屋343 086-272-4088

岡山 社会医療法人　鴻仁会　セントラル・クリニック伊島 700-0017 岡山県岡山市北区伊島北町７番５号 086-214-3100

岡山 岡山博愛会病院 702-8005 岡山県岡山市中区江崎４５６－２ 086-274-8101

岡山 川崎医科大学　総合医療センター 700-8505 岡山県岡山市北区中山下二丁目６番１号 086-225-2111

岡山 岡山中央診療所　健康管理センター 700-0904 岡山県岡山市北区柳町1-13-7 086-233-2222

岡山 医療法人創和会しげい病院 710-0051 岡山県倉敷市幸町2-30 086-422-3655

岡山 医療法人水清会　水島第一病院 712-8061 岡山県倉敷市神田2-3-33 086-444-5350

岡山 公益財団法人弘仁会　玉島病院 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島４０３０番地 086-522-4141

岡山 医療法人　誠和会　倉敷紀念病院 710-0803 岡山県倉敷市中島831 086-460-3277

岡山 総合病院　水島協同病院 712-8012 岡山県倉敷市水島南春日町1-1 086-444-3211

岡山 医療法人　天和会　松田病院 710-0056 岡山県倉敷市鶴形１丁目３番１０号 086-422-3550

岡山 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 712-8007 岡山県倉敷市鶴の浦２丁目６番１１号 086-448-1113

岡山 一般財団法人　倉敷成人病センター　倉敷成人病健診センター 710-0824 岡山県倉敷市白楽町282 086-427-3333

岡山 医療法人和香会倉敷スイートホスピタル 710-0016 岡山県倉敷市中庄3542番1 086-463-7111

岡山 医療法人　社団新風会　玉島中央病院 713-8121 岡山県倉敷市玉島阿賀崎２丁目１番１号 086-526-8111

岡山 医療法人医誠会　児島中央病院 711-0912 岡山県倉敷市児島小川町３６８５番地 086-474-9566

岡山 医療法人社団清和会　笠岡第一病院健康管理センター 714-0043 岡山県笠岡市横島１８９６ 0865-67-5111



都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

岡山 医療法人清梁会　高梁中央病院 716-0033 岡山県高梁市南町53 0866-22-2233

岡山 医療法人思誠会　渡辺病院 718-0003 岡山県新見市高尾2278-1 0867-72-2124

岡山 大ヶ池診療所 705-0003 岡山県備前市大内５７１－１ 0869-64-4648

岡山 医療法人草加草仁会　草加病院 705-0021 岡山県備前市西片上1122 0869-64-3811

岡山 医療法人社団井口会　総合病院　落合病院 719-3197 岡山県真庭市上市瀬３４１番地 0867-52-1512

岡山 赤磐医師会病院 709-0816 岡山県赤磐市下市１８７－１ 086-955-6688

岡山 医療法人社団　同仁会　金光病院 719-0104 岡山県浅口市金光町占見新田740 0865-42-3211

岡山 社会医療法人 緑壮会 金田病院 719-3193 岡山県真庭市西原63 0867-52-1469

岡山 一般財団法人共愛会　芳野病院 708-0332 岡山県苫田郡鏡野町吉原312 0868-54-0312

岡山 医療法人　さとう記念病院 709-4312 岡山県勝田郡勝央町黒土45 0868-38-6688

岡山 岡山労災病院 702-8055 岡山県岡山市南区築港緑町１－１０－２５ 086-262-0131

岡山 岡山赤十字病院 700-8607 岡山県岡山市北区青江二丁目１番１号 086-222-8811

岡山 岡山市立市民病院 700-8557 岡山県岡山市北区北長瀬表町三丁目20番1号 086-737-3000

岡山 一般社団法人岡山県労働基準協会　労働衛生センター 701-0202 岡山県岡山市南区山田2315-4 086-281-4500

岡山 公益財団法人中国労働衛生協会津山検診所 708-0016 岡山県津山市戸島634-25 0868-28-7311

岡山 一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター 700-0913 岡山県岡山市北区大供２丁目３番１号 050-3163-0002

岡山 社会医療法人全仁会　倉敷平成病院　平成脳ドックセンター 710-0826 岡山県倉敷市老松町４－３－８ 086-427-1115

岡山 一般社団法人　淳風会　淳風会健康管理センター倉敷 712-8014 岡山県倉敷市連島中央3-1-19　淳風スクエア 086-454-8400

広島 中国電力株式会社　中電病院 730-8562 広島県広島市中区大手町３丁目４番２７号 082-241-8221

広島 国家公務員共済組合連合会　吉島病院 730-0822 広島県広島市中区吉島東３－２－３３ 082-241-2167

広島 広島赤十字・原爆病院 730-8619 広島県広島市中区千田町1-9-6 082-241-3191

広島 広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 730-0052 広島県広島市中区千田町三丁目８番６号 082-243-2630

広島 健康倶楽部 健診クリニック 730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5　広島パークビル 082-249-7011

広島 公益財団法人　広島県地域保健医療推進機構 734-0007 広島県広島市南区皆実町１－６－２９ 082-254-7146

広島 医療法人社団　朋仁会　広島中央健診所 730-0013 広島県広島市中区八丁堀１０－１０ 082-228-1177

広島 東部健診センター 736-0082 広島県広島市安芸区船越南３丁目２４－２７ 082-823-3333

広島 愛和会広島クリニック 730-0813 広島県広島市中区住吉町5-7　広島療院４階 082-546-1010

広島 一般財団法人広島県集団検診協会 730-0051 広島県広島市中区大手町1-5-17 0570-023-109

広島 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 730-0016 広島県広島市中区幟町１３番４号　広島マツダビル４Ｆ 082-224-6661

広島 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 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀４番１号　アーバンビューグランドタワー４０１ 082-227-3366

広島 医療法人清泉会　一ノ瀬病院 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町1-5-11 082-243-6223

広島 医療法人社団明樟会　あおぞら健診・内科クリニック 730-0029 広島県広島市中区三川町１－２０　ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ39ﾋﾞﾙ7階･8階 082-246-1005

広島 医療法人財団愛人会　河村内科消化器クリニック健康管理室 730-0051 広島県広島市中区大手町1-6-1 082-247-4881

広島 メディックス広島エキキタ健診センター一般財団法人広島県集団検診協会 732-0057 広島県広島市東区二葉の里３－５－７　グラノード広島２階 0570-023-109

広島 一般財団法人広島県環境保健協会 730-8631 広島県広島市中区広瀬北町９－１ 082-293-1513

広島 医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院 731-5143 広島県広島市佐伯区三宅６丁目２６５番地 082-924-1116
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広島 広島中央保健生活協同組合　生協さえき病院 731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東３丁目１１－２９ 082-926-4511

広島 医療法人厚生堂　長崎病院 733-0013 広島県広島市西区横川新町３－１１ 082-208-5791

広島 広島共立病院 731-0136 広島県広島市安佐南区中須2丁目20-20 082-879-1223

広島 福島生協病院 733-0024 広島県広島市西区福島町1-24-7 082-292-3215

広島 呉芸南病院 737-0003 広島県呉市阿賀中央6-7-24 0823-72-1155

広島 医療法人せいざん　青山病院 737-0001 広島県呉市阿賀北5-15-3 0823-71-0151

広島 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　広島県済生会　済生会呉病院 737-0821 広島県呉市三条2-1-13 0823-21-1601

広島 独立行政法人労働者健康安全機構　中国労災病院 737-0193 広島県呉市広多賀谷１－５－１ 0823-72-7171

広島 医療法人　杏仁会　松尾内科病院 723-0014 広島県三原市城町３丁目７番１号 0848-63-5088

広島 須波宗斉会病院 723-0035 広島県三原市須波ハイツ2-3-10 0848-69-1888

広島 社会医療法人里仁会　興生総合病院 723-8686 広島県三原市円一町２丁目５番１号 0848-63-5512

広島 尾道市立市民病院 722-8503 広島県尾道市新高山三丁目１１７０番地１７７ 0848-47-1155

広島 公立みつぎ総合病院 722-0393 広島県尾道市御調町市124番地 0848-76-1111

広島 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 722-8508 広島県尾道市平原１－１０－２３ 0848-22-8111

広島 社会医療法人定和会　神原病院 720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂１３１３番地 084-951-1007

広島 医療法人社団尚志会福山城西病院 720-0067 広島県福山市西町二丁目１１番３６号 084-926-0606

広島 医療法人辰川会　山陽病院 720-0815 広島県福山市野上町２丁目８番号 084-923-1133

広島 医療法人社団杉原会　西福山病院 729-0104 広島県福山市松永町340-1 084-933-2110

広島 医療法人社団　仁恵会　福山検診所 720-0077 広島県福山市南本庄５－１１－１ 084-926-2580

広島 福山市医師会　健診センター 720-0032 広島県福山市三吉町南２－１２－２５ 084-921-0035

広島 特定医療法人財団竹政会　セントラル病院 720-0809 広島県福山市住吉町1-26 084-924-8041

広島 府中市民病院 726-8501 広島県府中市鵜飼町５５５番地３ 0847-45-3300

広島 医療法人社団樹章会　本永病院 739-0016 広島県東広島市西条岡町8-13 082-423-2708

広島 社会医療法人千秋会　井野口病院 739-0007 広島県東広島市西条土与丸六丁目１番９１号 0120-706-076

広島 医療法人社団ヤマナ会　東広島記念病院 739-0002 広島県東広島市西条町吉行2214 082-423-6662

広島 広島生活習慣病・がん健診センター大野 739-0422 広島県廿日市市大野早時３４０６－５ 0829-56-5505

広島 済生会広島病院 731-4311 広島県安芸郡坂町北新地２丁目３－１０ 082-820-1870

広島 医療法人　明和会　北広島病院　健康管理室 731-1515 広島県山県郡北広島町壬生433-4 0826-72-6611

広島 医療法人社団慶寿会　千代田中央病院 731-1533 広島県山県郡北広島町有田1192 0826-72-6111

広島 広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院 731-0595 広島県安芸高田市吉田町吉田3666 0826-42-5372

広島 医療法人　仁康会　本郷中央病院 729-0414 広島県三原市下北方１丁目７番３０号 0848-86-6791

広島 社会医療法人社団沼南会　沼隈病院 720-0402 広島県福山市沼隈町大字中山南469-3 084-988-1888

広島 医療法人社団千手会瀬尾医院 729-5121 広島県庄原市東城町川東１６３－７ 08477-2-0023

山口 医療法人其桃会　西尾病院 750-0025 山口県下関市竹崎町1丁目16番3号 083-223-8138

山口 医療法人　長府病院 752-0973 山口県下関市長府中之町２－４ 083-245-1131

山口 医療法人社団松涛会　安岡病院 759-6604 山口県下関市横野町3-16-35 083-258-3711
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山口 医療法人星の里会　岡病院 750-1142 山口県下関市小月本町2丁目15番20号 083-282-0070

山口 医療法人社団宇部興産中央病院 755-0151 山口県宇部市大字西岐波７５０番地 0836-51-9222

山口 済生会山口総合病院 753-8517 山口県山口市緑町２番１１号 083-901-6186

山口 綜合病院山口赤十字病院 753-8519 山口県山口市八幡馬場53-1 083-923-0111

山口 医療法人社団曙会　佐々木外科病院 753-0076 山口県山口市泉都町9-13 083-923-8813

山口 医療法人社団水生会　柴田病院 753-0221 山口県山口市大内矢田北5-11-21 083-927-2800

山口 医療法人樹一会　山口病院 753-0048 山口県山口市駅通り2-10-7 083-921-5088

山口 医療法人協愛会　阿知須共立病院 754-1277 山口県山口市阿知須４８４１番地１ 0836-65-2711

山口 玉木病院 758-0071 山口県萩市大字瓦町1 0838-22-0030

山口 独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院　健康管理センター 745-8522 山口県周南市孝田町１番１号 0834-28-4411

山口 医療法人博愛会　山口博愛病院 747-0819 山口県防府市お茶屋町２番１２号 0835-22-2310

山口 医療法人神徳会　三田尻病院 747-0819 山口県防府市お茶屋町３番２７号 0835-22-1173

山口 一般財団法人　防府消化器病センター 747-0801 山口県防府市駅南町14-33 0835-25-8708

山口 岩国市医療センター医師会病院 740-0021 山口県岩国市室の木町３丁目６－１２ 0827-21-6675

山口 小野田赤十字病院 756-0889 山口県山陽小野田市大字小野田3700 0836-88-0950

山口 山陽小野田市民病院 756-0094 山口県山陽小野田市大字東高泊1863-1 0836-83-2355

山口 医療法人社団陽光会　光中央病院 743-0063 山口県光市島田2丁目22-16 0833-72-3939

山口 光市立光総合病院 743-8561 山口県光市光ケ丘６番１号 0833-72-1000

山口 医療法人　生山会　斎木病院 759-4101 山口県長門市東深川１３４番地 0837-26-1211

山口 医療法人清仁会　林病院 754-0002 山口県山口市小郡下郷751-4 083-972-0411

山口 阿知須同仁病院 754-1277 山口県山口市阿知須４２４１－４ 0836-65-5778

山口 山口総合健診センター 754-0002 山口県山口市小郡下郷1773-1 083-972-4325

山口 公益財団法人　山口県予防保健協会 753-0814 山口県山口市吉敷下東3-1-1 083-933-0008

山口 一般社団法人日本健康倶楽部山口支部診療所 745-0016 山口県周南市若宮町１－５１ 0834-32-3694

徳島 医療法人慈成会　寺沢病院 770-8004 徳島県徳島市津田西町1-2-30 088-662-5311

徳島 善成病院 770-0023 徳島県徳島市佐古三番町7-3 088-622-1212

徳島 医療法人三成会　水の都記念病院 770-0051 徳島県徳島市北島田町1-46-11 088-632-9299

徳島 医療法人ひまわり会　中洲八木病院 770-0856 徳島県徳島市中洲町1丁目31 088-625-3535

徳島 医療法人三輝会　稲山病院 770-0004 徳島県徳島市南田宮4-3-9 088-631-1515

徳島 徳島県総合健診センター 770-0042 徳島県徳島市蔵本町１丁目１０番地３ 088-678-7128

徳島 医療法人いちえ会　伊月健診クリニック 770-0911 徳島県徳島市東船場町1-8 088-653-2315

徳島 医療法人なぎさ会沖の洲病院 770-0862 徳島県徳島市城東町1-8-8 088-622-7112

徳島 医療法人あさがお会　保岡クリニック論田病院 770-8011 徳島県徳島市論田町大江6-1 088-663-3111

徳島 医療法人仁寿会　東洋病院 770-0051 徳島県徳島市北島田町1-160-2 088-632-7777

徳島 医療法人若葉会　近藤内科病院 770-8008 徳島県徳島市西新浜町1-6-25 088-663-0020

徳島 田岡病院 770-0941 徳島県徳島市万代町４丁目２番地２ 088-622-7788
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徳島 医療法人明和会　たまき青空病院 779-3125 徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ56-1 088-642-5050

徳島 天満病院 770-0042 徳島県徳島市蔵本町1-5-1 088-632-1520

徳島 医療法人高川会　虹の橋病院 770-0052 徳島県徳島市中島田町三丁目６０番地１ 088-633-0800

徳島 医療法人　住友内科病院 770-0863 徳島県徳島市安宅2-3-5 088-622-1122

徳島 医療法人小浜内科徳島クリニック 770-0942 徳島県徳島市昭和町１丁目１６番地 088-653-6487

徳島 徳島検診クリニック 770-0004 徳島県徳島市南田宮４丁目８番５６号 088-632-9111

徳島 社会医療法人川島会　川島病院 770-8548 徳島県徳島市北佐古一番町6-1 088-631-0110

徳島 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院 772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 088-683-0123

徳島 医療法人緑会　小川病院 772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜99番地 088-686-2322

徳島 医療法人成悠会　南徳島クリニック 773-0015 徳島県小松島市中田町字狭間47 0885-32-8770

徳島 医療法人　羽ノ浦整形外科内科病院 779-1102 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉芝生40-11 0884-44-6111

徳島 宮本病院 779-1105 徳島県阿南市羽ノ浦町古庄古野神4-14 0884-44-4343

徳島 医療法人翠松会岩城クリニック 774-0014 徳島県阿南市学原町上水田11-1 0884-23-5858

徳島 医療法人芳越会　ホウエツ病院 779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3 0883-52-1095

徳島 成田病院 779-3601 徳島県美馬市脇町字拝原2576 0883-52-1258

徳島 北條病院 778-0002 徳島県三好市池田町マチ2526-7 0883-72-0007

徳島 三野田中病院 771-2304 徳島県三好市三野町芝生1242-6 0883-77-2300

徳島 医療法人有誠会　手束病院 779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井434-1 088-674-0024

徳島 医療法人弘誠会　浦田病院 771-0220 徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ13 088-699-2921

徳島 医療法人十全会　井上病院 779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字鶴畑39番地1 088-672-1185

徳島 医療法人青鳳会　美摩病院 776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島497 0883-24-2957

徳島 医療法人静可会　三加茂田中病院 779-4701 徳島県三好郡東みよし町加茂1883-4 0883-82-3700

香川 医療法人福生会　多田羅内科クリニック 760-0017 香川県高松市番町3-3-1 087-861-3730

香川 医療法人社団　雙和会　クワヤ病院 760-0047 香川県高松市塩屋町1-4 087-851-5208

香川 セントラルパーククリニック 760-0017 香川県高松市番町１丁目１０番１６号 087-863-4560

香川 医療法人財団博仁会　キナシ大林病院 761-8024 香川県高松市鬼無町藤井435-1 087-881-3218

香川 オリーブ高松メディカルクリニック 760-0076 香川県高松市観光町649-8 087-839-9630

香川 医療法人社団清澄会　ミタニ病院 761-0450 香川県高松市三谷町１６８０番地１ 087-864-8821

香川 医療法人社団なつめ会　美術館診療所 761-8013 香川県高松市香西東町４３３－１ 087-881-2776

香川 医療法人社団　重仁　まるがめ医療センター 763-8507 香川県丸亀市津森町２１９番地 0877-24-8300

香川 総合病院　回生病院 762-0007 香川県坂出市室町三丁目５番２８号 0877-46-1448

香川 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 762-0005 香川県坂出市横津町三丁目２番３１号 0120-50-2311

香川 医療法人社団純心会　善通寺前田病院 765-0073 香川県善通寺市中村町894-1 0877-63-3131

香川 医療法人社団雅友愛会　太田病院 769-2601 香川県東かがわ市三本松1758 0879-25-2673

香川 医療法人春風会　樫村病院 761-0702 香川県木田郡三木町平木56-7 087-898-1431

香川 医療法人社団清仁会　宇多津病院 769-0206 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６６－１ 0877-56-7777
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香川 医療法人社団ひかり会　河内病院 764-0033 香川県仲多度郡多度津町青木130-1 0877-33-3113

香川 独立行政法人地域医療機能推進機構　りつりん病院 760-0073 香川県高松市栗林町３丁目５－９ 087-862-9714

香川 香川労災病院 763-8502 香川県丸亀市城東町3-3-1 0877-23-3111

香川 香川県厚生農業協同組合連合会　滝宮総合病院 761-2393 香川県綾歌郡綾川町滝宮４８６番地 087-876-2245

香川 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川 761-8076 香川県高松市多肥上町１３３１－１ 087-868-9523

香川 屋島総合病院 761-0186 香川県高松市屋島西町２１０５番１７ 087-844-4666

愛媛 松山第一病院 791-8016 愛媛県松山市久万ﾉ台282-2 089-924-6877

愛媛 愛媛医療生活協同組合　城北診療所 791-8012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 089-926-3625

愛媛 医療法人結和会　松山西病院 791-8034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 089-909-3612

愛媛 順風会　健診センター 790-0822 愛媛県松山市高砂町2丁目3番1号 089-915-0002

愛媛 松山笠置記念心臓血管病院 790-0023 愛媛県松山市末広町18-2 089-941-2288

愛媛 医療法人同仁会　おおぞら病院 791-8555 愛媛県松山市六軒家町４－２０ 089-989-6608

愛媛 松山市民病院 790-0067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５号 089-915-2077

愛媛 医療法人財団仁清会　野本記念病院 790-0003 愛媛県松山市三番町5丁目12番地1 089-943-0151

愛媛 愛媛医療生活協同組合・愛媛生協病院 791-1102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 089-976-7201

愛媛 医療法人社団慈生会　松山城東病院 790-0915 愛媛県松山市松末二丁目１９番３６号 089-934-2502

愛媛 医療法人菅井内科 790-0001 愛媛県松山市一番町3-3-3 089-931-3163

愛媛 社会医療法人生きる会　瀬戸内海病院 794-0028 愛媛県今治市北宝来町2-4-9 0898-23-0655

愛媛 医療法人慈風会　白石病院 794-0041 愛媛県今治市松本町1-5-9 0898-32-4135

愛媛 医療法人滴水会　吉野病院 794-0038 愛媛県今治市末広町1-5-5 0898-32-0323

愛媛 医療法人平成会　山内病院 794-0063 愛媛県今治市片山3丁目1番40号 0898-32-3000

愛媛 医療法人徳洲会　宇和島徳洲会病院 798-0003 愛媛県宇和島市住吉町２丁目６－２４ 0895-22-2811

愛媛 新居浜協立病院 792-0017 愛媛県新居浜市若水町1-7-45 0897-37-2000

愛媛 医療法人専心会西条市立周桑病院 799-1341 愛媛県西条市壬生川１３１番地 0898-64-2630

愛媛 社会医療法人同心会 西条中央病院 793-0027 愛媛県西条市朔日市８０４番地 0897-47-3625

愛媛 済生会西条病院 793-0027 愛媛県西条市朔日市２６９－１ 0897-55-5121

愛媛 医療法人恕風会　大洲記念病院 795-8510 愛媛県大洲市徳森1512-1 0893-25-2022

愛媛 医療法人康仁会　西岡病院 799-0421 愛媛県四国中央市三島金子2-7-22 0896-24-5511

愛媛 社会医療法人石川記念会　HITO病院 799-0121 愛媛県四国中央市上分町788-1 0896-58-8300

愛媛 一般社団法人エヒメ健診協会 791-8036 愛媛県松山市高岡町９０番地５ 089-972-7766

高知 独立行政法人地域医療機能推進機構　高知西病院 780-8040 高知県高知市神田317－12 088-843-8220

高知 クリニック　グリーンハウス 780-0901 高知県高知市上町１丁目７－１ 088-871-1711

高知 高知赤十字病院 780-8562 高知県高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 088-871-3602

高知 高知県厚生農業協同組合連合会　ＪＡ高知病院　ＪＡ高知健診センター 783-8509 高知県南国市明見字中野526-1 088-863-8510

高知 医療法人五月会　須崎くろしお病院 785-8501 高知県須崎市緑町４番３０号 0889-43-9015

高知 高知検診クリニック 781-0806 高知県高知市知寄町２丁目４－３６ 088-883-9711


