
都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

福岡 船員保険福岡健康管理センター 812-0063 福岡県福岡市東区原田3-4-10 092-611-6311

福岡 一般財団法人西日本産業衛生会 福岡健診診療所 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０－１　大博多ビル6F 092-471-1165

福岡 医療法人相生会　金隈病院 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈3-24-16 092-504-0097

福岡 医療法人輝栄会　福岡輝栄会病院 813-0044 福岡県福岡市東区千早4-14-40 092-681-3115

福岡 社会医療法人財団　池友会　福岡和白総合健診クリニック 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘２丁目１１－１７ 092-608-0138

福岡 医療法人福岡桜十字　桜十字博多駅健診クリニック 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1　JRJP博多ビル8F 092-791-1120

福岡 一般財団法人医療情報健康財団　健康財団内視鏡健診クリニック 812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町３－２０ 092-272-2398

福岡 医療法人友愛会　友田病院 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡4-28-24 092-591-8001

福岡 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博多 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－５博多石川ビル 092-472-0222

福岡 一般財団法人医療情報健康財団　健康財団クリニック 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町14-30-201 092-272-2398

福岡 医療法人　古森病院 812-0020 福岡県福岡市博多区対馬小路9-13 092-291-3945

福岡 医療法人　原三信病院 812-0033 福岡県福岡市博多区大博町１－８ 092-291-3132

福岡 医療法人愛風会さく病院 812-0895 福岡県福岡市博多区竹下４－６－２５ 092-471-6265

福岡 医療法人親愛　ステーションクリニック 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１　デイトスアネックス３Ｆ 092-441-5446

福岡 社会医療法人　原土井病院 813-8588 福岡県福岡市東区青葉６－４０－８ 092-691-3881

福岡 千鳥橋病院 812-8633 福岡県福岡市博多区千代５丁目１８番１号 092-641-2761

福岡 医療法人相生会　福岡みらい病院 813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉3-5-1 092-662-3535

福岡 医療法人　尾石内科消化器科医院 811-2310 福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦２丁目１０番１０号 092-938-1900

福岡 志免王子クリニック 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里1-7-8 092-937-5777

福岡 北九州若杉病院 811-2416 福岡県糟屋郡篠栗町大字田中275 092-947-0511

福岡 医療法人井上会　篠栗病院 811-2413 福岡県粕屋郡篠栗町大字尾仲94 092-947-0711

福岡 医療法人社団正信会　水戸病院 811-2298 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石115-483 092-935-3799

福岡 医療法人社団廣徳会　岡部病院 811-2122 福岡県糟屋郡宇美町明神坂1-2-1 092-932-0025

福岡 社会医療法人栄光会　栄光病院 811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西3-8-15 092-935-0147

福岡 社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院 811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西４丁目１１－８ 092-939-5539

福岡 宗像水光会総合病院　総合健診センター 811-3209 福岡県福津市日蒔野５－８－４ 0940-34-3100

福岡 医療法人社団宗正会　東福間病院 811-3222 福岡県福津市津丸1164番地の3 0940-43-1311

福岡 宗像医師会病院　健診センター 811-3431 福岡県宗像市田熊五丁目５－３ 0940-37-0007

福岡 医療法人社団原道会 摩利支病院 811-3436 福岡県宗像市東郷6丁目2番10号 0940-36-4150

福岡 医療法人光洋会　赤間病院 811-4147 福岡県宗像市石丸1-6-7 0940-32-2339

福岡 医療法人輝松会　松尾内科病院 819-0051 福岡県福岡市西区下山門団地40-5 092-891-5071

福岡 医療法人佐田厚生会　佐田病院 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-28 092-781-6381

福岡 医療法人財団華林会　村上華林堂病院 819-8585 福岡県福岡市西区戸切2-14-45 092-811-3331

福岡 中村クリニック 819-0014 福岡県福岡市西区豊浜１－２－１２－１Ｆ 092-882-8211

福岡 医療法人財団博愛会　人間ドックセンターウェルネス天神 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１４－４　天神平和ビル４階 0120-489-379

福岡 社会医療法人大成会　福岡記念　PET・健診センター 810-0054 福岡県福岡市中央区今川2-16-16 092-739-0110
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福岡 社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア福岡健診センター 810-0001 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 092-726-2111

福岡 うえき医院 810-0005 福岡県福岡市中央区清川1-9-20　ﾃﾝｸﾞｯﾄﾞ渡辺通2F 092-791-9071

福岡 医療法人財団博愛会人間ドックセンターウィメンズウェルネス天神デュアル 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル７階 0120-489-379

福岡 医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通３－５－１１ 092-791-1120

福岡 公益財団法人福岡労働衛生研究所　天神健診センター 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-36　天神NKビル2階 092-526-1087

福岡 福岡大学西新病院 814-8522 福岡県福岡市早良区祖原１５－７ 092-831-1284

福岡 医療法人社団高邦会　福岡中央病院 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院２丁目６番１１号 092-741-8452

福岡 公益財団法人　ふくおか公衆衛生推進機構　赤坂総合健診センター 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－７ 0800-300-7154

福岡 医療法人社団江頭会さくら病院 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江６丁目２番３２号 092-864-1212

福岡 医療法人社団誠和会　牟田病院 814-0163 福岡県福岡市早良区干隈3-9-1 092-836-5558

福岡 医療法人　西福岡病院 819-8555 福岡県福岡市西区生の松原３－１８－８ 092-881-1385

福岡 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 810-8539 福岡県福岡市中央区長浜３丁目３－１ 092-721-9977

福岡 医療法人　親愛　天神クリニック 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１２－１　天神ビル３Ｆ 092-721-3583

福岡 医療法人順和　長尾病院 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川3-47-1 092-541-2035

福岡 医療法人社団広仁会　広瀬病院 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-12-11 092-738-3039

福岡 医療法人財団　博愛会　博愛会病院 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-25 092-741-2626

福岡 公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構　福岡国際総合健診センター 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-13-7　福岡平和ビル２Ｆ 0800-300-7154

福岡 社会医療法人喜悦会　那珂川病院 811-1345 福岡県福岡市南区向新町2-17-17 092-565-3531

福岡 福岡赤十字病院 815-8555 福岡県福岡市南区大楠３丁目１番１号 092-534-8430

福岡 公益財団法人福岡労働衛生研究所 815-0081 福岡県福岡市南区那の川1-11-27 092-526-1087

福岡 医療法人悠水会　水城病院 818-0104 福岡県太宰府市通古賀3-10-1 092-922-2050

福岡 医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院 816-0971 福岡県大野城市大字牛頸1034-5 092-595-0595

福岡 けいゆうメディカルクリニック　内科　循環器内科 816-0954 福岡県大野城市紫台２－１０　ベルフラワービル１階 092-404-0067

福岡 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 816-0864 福岡県春日市須玖北4-5 092-573-6622

福岡 医療法人春成会　樋口病院 816-0833 福岡県春日市紅葉ヶ丘東1-86 092-572-0343

福岡 いのうえ内科 816-0854 福岡県春日市下白水北７丁目１５－３５ 092-981-2211

福岡 福岡県済生会二日市病院 818-8516 福岡県筑紫野市湯町三丁目１３番１号 092-923-1551

福岡 医療法人文杏堂　杉病院 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央1-3-2 092-923-6666

福岡 医療法人徳洲会　二日市徳洲会病院 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央４丁目８番２５号 092-922-2531

福岡 社会医療法人喜悦会　ちくし那珂川病院 811-1253 福岡県那珂川市仲２－８－１ 0120-555-914

福岡 糸島医師会病院 819-1112 福岡県糸島市浦志５３２－１ 092-322-3677

福岡 医療法人誠心会　井上病院 819-1104 福岡県糸島市波多江699-1 092-322-3472

福岡 新やなぎ健診クリニック 834-0006 福岡県八女市吉田134-1 0943-23-6977

福岡 医療法人柳育会　柳病院 834-0006 福岡県八女市吉田2-1 0943-23-2176

福岡 社会医療法人天神会新古賀クリニック 830-8522 福岡県久留米市天神町106-1 0942-35-3170

福岡 独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院 830-0013 福岡県久留米市櫛原町21番地 0942-33-1211
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福岡 社会医療法人　天神会　古賀病院２１ 839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣３－３－８ 0942-38-3333

福岡 医療法人社団俊聖会　甘木中央病院 838-0068 福岡県朝倉市甘木667 0946-22-5550

福岡 医療法人社団　医王会　朝倉健生病院 838-0068 福岡県朝倉市甘木１５１番地４ 0946-22-5511

福岡 一般社団法人朝倉医師会　朝倉医師会病院 838-0069 福岡県朝倉市来春422-1 0946-28-7067

福岡 医療法人社団高邦会　高木病院 831-0016 福岡県大川市酒見１４１－１１ 0944-87-0006

福岡 社会医療法人シマダ　嶋田病院 838-0141 福岡県小郡市小郡217-1 0942-72-2375

福岡 社会医療法人天神会　新古賀リハビリテーション病院みらい 838-0113 福岡県小郡市山隈273-11 0942-73-0011

福岡 医療法人聖峰会　田主丸中央病院 839-1221 福岡県久留米市田主丸町益生田８９２ 0943-72-2727

福岡 医療法人松風海　内藤クリニック 830-0038 福岡県久留米市西町1164-1 0942-39-7711

福岡 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター 830-0047 福岡県久留米市津福本町４４８番地５ 0942-36-0721

福岡 特定医療法人社団宗仁会筑後吉井こころホスピタル 839-1321 福岡県うきは市吉井町２１６番地２ 0943-75-3165

福岡 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 839-0295 福岡県みやま市高田町濃施４８０－２ 0944-22-5811

福岡 医療法人清和会　長田病院 832-0059 福岡県柳川市下宮永町５２３番地１ 0944-72-3863

福岡 医療法人清和会　三橋長田医院 832-0823 福岡県柳川市三橋町今古賀210-2 0944-72-4171

福岡 医療法人福岡輝生会　大牟田中央病院 837-0924 福岡県大牟田市大字歴木1841 0944-53-5111

福岡 医療法人静光園　白川病院 837-0926 福岡県大牟田市上白川町1-146 0944-88-9905

福岡 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生会大牟田病院 837-0916 福岡県大牟田市田隈810 0944-53-2626

福岡 社会医療法人親仁会　米の山病院 837-0924 福岡県大牟田市歴木４－１０ 0944-41-1315

福岡 医療法人悠久会　大牟田共立病院 836-0012 福岡県大牟田市明治町３丁目７番地５ 0944-53-5461

福岡 医療法人シーエムエス　杉循環器科内科病院 837-0916 福岡県大牟田市大字田隈950-1 0944-56-1119

福岡 社会保険　大牟田天領病院　健診センター 836-8566 福岡県大牟田市天領町1-113-1 0944-53-6220

福岡 医療法人　石田病院 820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師28番地 0948-62-2788

福岡 独立行政法人地域医療機能推進機構　福岡ゆたか中央病院 822-0001 福岡県直方市感田523-5 0949-26-2327

福岡 医療法人社団豊永会　飯塚記念病院 820-0014 福岡県飯塚市鶴三緒1452-2 0948-22-2316

福岡 飯塚病院 820-8505 福岡県飯塚市芳雄町３番８３号 0948-29-8009

福岡 嘉麻赤十字病院 821-0012 福岡県嘉麻市上山田1237 0948-52-0861

福岡 医療法人ユーアイ　西野病院 820-0206 福岡県嘉麻市鴨生532番地 0948-42-1114

福岡 医療法人相生会　宮田病院 823-0003 福岡県宮若市本城1636番地 0949-32-3000

福岡 遠賀中間医師会　おかがき病院 811-4204 福岡県遠賀郡岡垣町大字手野１４５ 093-282-2777

福岡 遠賀中間医師会　おんが病院 811-4342 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎1725-2 093-282-0121

福岡 地方独立行政法人　芦屋中央病院 807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿２８３－７ 093-222-2932

福岡 福岡新水巻病院 807-0051 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１丁目２－１ 093-203-2252

福岡 医療法人秋桜会　新中間病院 809-0018 福岡県中間市通谷1丁目36-1 093-245-5501

福岡 社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院健診センター 804-0092 福岡県北九州市戸畑区小芝２－５－１ 093-871-6025

福岡 公益財団法人健和会　戸畑けんわ病院 804-0082 福岡県北九州市戸畑区新池１丁目５番５号 093-881-8181

福岡 医療法人医和基会　戸畑総合病院 804-0025 福岡県北九州市戸畑区福柳木1-3-33 093-871-2760
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福岡 こうゆうファミリークリニック 804-0092 福岡県北九州市戸畑区小芝１－１－３２ 093-873-5155

福岡 一般財団法人　九州健康総合センター 805-0062 福岡県北九州市八幡東区平野1-11-1 093-672-6210

福岡 産業医科大学病院 807-8556 福岡県北九州市八幡西区医生ｹ丘1-1 093-691-7487

福岡 （一財）西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－４－８ 093-671-8100

福岡 医療法人俊英会　有吉サテライトクリニック 807-0843 福岡県北九州市八幡西区菅原町２－１３ 093-645-1315

福岡 公益財団法人健和会　健和会京町病院 800-0351 福岡県京都郡苅田町京町2丁目21番1 093-436-2111

福岡 社会医療法人陽明会　御所病院 800-0344 福岡県京都郡苅田町大字新津1400 0930-25-3213

福岡 特定医療法人起生会　大原病院 824-0008 福岡県行橋市宮市町2番5号 0930-23-2748

福岡 社会医療法人財団池友会　新行橋病院 824-0026 福岡県行橋市道場寺１４１１番地 0930-58-4321

福岡 医療法人森和会　行橋中央病院 824-0031 福岡県行橋市西宮市5-5-42 0930-26-7111

福岡 公益社団法人　日本海員掖済会門司掖済会病院 801-8550 福岡県北九州市門司区清滝１－３－１ 093-321-0986

福岡 九州労災病院門司メディカルセンター 801-8502 福岡県北九州市門司区東港町３番１号 093-331-3461

福岡 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 800-0057 福岡県北九州市門司区大里新町２番５号 093-391-8005

福岡 医療法人敬天会　東和病院 802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町1-3-1 093-962-1008

福岡 九州労災病院 800-0296 福岡県北九州市小倉南区曽根北町１－１ 093-471-1121

福岡 一般社団法人北九州市小倉医師会　小倉医師会健診センター 802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-19-17 093-551-3185

福岡 西日本産業衛生会　北九州健診診療所 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町３丁目１－２ 093-561-0030

福岡 健和会大手町病院 803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町１３番１号　外来診療サービス部健診課 093-592-5515

福岡 北九州小倉病院 802-0022 福岡県北九州市小倉北区上富野３丁目１９－１ 093-511-7385

福岡 一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院 802-8555 福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目２－１ 093-511-3255

福岡 医療法人心愛 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野2-8-3 093-952-2288

福岡 一般社団法人日本健康倶楽部北九州支部診療所 804-0011 福岡県北九州市戸畑区中原西3-3-16 093-616-9012

福岡 一般社団法人日本健康倶楽部　福岡支部 813-0062 福岡県福岡市東区松島３丁目２９番１８号 092-623-1740

福岡 公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構 久留米総合健診センター 839-8506 福岡県久留米市百年公園1-1 0942-35-8195

福岡 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福岡診療所 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6-25-15 092-585-5785

佐賀 医療法人春陽会　上村病院 849-0913 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕1903-1 0952-33-0099

佐賀 医療法人福翔会　福岡病院 849-0934 佐賀県佐賀市開成6-14-10 0952-31-4611

佐賀 医療法人同愛会　サンテ溝上病院 840-0811 佐賀県佐賀市大財1-6-60 0952-24-5251

佐賀 医療法人智仁会　佐賀リハビリテーション病院 840-0016 佐賀県佐賀市南佐賀1-17-1 0952-25-0231

佐賀 一般財団法人 佐賀県産業医学協会 840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町八戸1994-1 0952-22-6729

佐賀 医療法人至誠会　なゆたの森病院 840-0027 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄269-1 095-220-6000

佐賀 医療法人社団敬愛会　健診センター佐賀 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１１６７番地２ 0952-20-5511

佐賀 公益財団法人佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター 840-0054 佐賀県佐賀市水ケ江１－１２－１０ 0952-37-3314

佐賀 医療法人修腎会　藤﨑病院 847-0011 佐賀県唐津市栄町2576-9 0955-72-5125

佐賀 医療法人社団　如水会今村病院 841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町１５２３－６ 0942-84-1238

佐賀 医療法人清明会　やよいがおか鹿毛病院 841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘2-143 0942-87-3155
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佐賀 医療法人啓心会　啓心会病院 841-0024 佐賀県鳥栖市原町字恒石688-1 0942-84-1050

佐賀 小島病院 848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋205-1 0955-27-2121

佐賀 医療法人朋友会　山口病院 848-0041 佐賀県伊万里市新天町305 0955-23-5255

佐賀 医療法人光仁会　西田病院 849-4251 佐賀県伊万里市山代町楠久890-2 0955-28-1111

佐賀 医療法人幸善会　前田病院 848-0027 佐賀県伊万里市立花町2742-1 0955-23-5101

佐賀 一般社団法人巨樹の会　新武雄病院 843-0024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12628番地 0954-23-6444

佐賀 社会医療法人祐愛会　織田病院 849-1392 佐賀県鹿島市大字高津原４３０６ 0954-63-3332

佐賀 医療法人　犬塚病院 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原602-3 0954-63-2538

佐賀 医療法人天心堂　志田病院 849-1304 佐賀県鹿島市大字中村2134-4 0954-63-1236

佐賀 医療法人　ひらまつ病院 845-0001 佐賀県小城市小城町1000-1 0952-72-1955

佐賀 医療法人ロコメディカル　江口病院 845-0032 佐賀県小城市三日月町金田1178-1 0952-73-5020

佐賀 医療法人至誠堂　宇都宮病院 849-3133 佐賀県唐津市厳木町本山386-1 0955-63-2515

佐賀 順天堂病院 849-2102 佐賀県杵島郡大町町大字福母707-2 0952-82-3161

佐賀 医療法人うれしの　福田病院 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲4714-10 0954-42-2221

佐賀 社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院 847-0852 佐賀県唐津市元旗町817 0955-73-3175

長崎 社会医療法人　長崎記念病院 851-0301 長崎県長崎市深堀町１丁目１１－５４ 095-871-1515

長崎 医療法人慈恵会　小江原中央病院 851-1132 長崎県長崎市小江原2-1-20 095-846-1010

長崎 医療法人保善会　田上病院 851-0251 長崎県長崎市田上２丁目１４－１５ 095-826-8186

長崎 医療法人稲仁会　三原台病院 851-2123 長崎県長崎市三原１丁目８－３５ 095-846-8585

長崎 医療法人　光晴会病院 852-8053 長崎県長崎市葉山1-3-12 095-857-3533

長崎 医療法人厚生会　虹が丘病院 852-8055 長崎県長崎市虹が丘町１番１号 095-808-1443

長崎 医療法人誠仁会　千綿病院 851-0133 長崎県長崎市矢上町9-12 095-839-2121

長崎 医療法人社団春秋会　南長崎クリニック 850-0921 長崎県長崎市松が枝町３番２０号 095-827-3606

長崎 医療法人健正会　大久保病院 851-0113 長崎県長崎市戸石町1470-1 095-830-2131

長崎 医療法人緑風会みどりクリニック 852-8034 長崎県長崎市城栄町３２－２０ 095-842-5430

長崎 社会医療法人春回会　春回会クリニック 852-8105 長崎県長崎市目覚町7番2号　ＨＣＳ長崎ビル６階 095-843-3777

長崎 特定医療法人雄博会　千住病院 857-0026 長崎県佐世保市宮地町5-5 0956-24-1010

長崎 医療法人是心会　久保内科病院 857-0136 長崎県佐世保市田原町11-9 0956-49-3377

長崎 医療法人わかば会　俵町浜野病院 857-0016 長崎県佐世保市俵町２２－１ 0956-22-6548

長崎 医療法人アリス会　京町病院 857-0053 長崎県佐世保市常盤町4-15 0956-25-2255

長崎 医療法人心々和会　佐世保国際通り病院 857-0051 長崎県佐世保市浜田町１－６ 0956-37-8961

長崎 医療法人宏善会　諫早記念病院 854-0006 長崎県諫早市天満町2-21 0957-22-0370

長崎 医療法人祥仁会　西諫早病院 854-0063 長崎県諫早市貝津町3015 0957-25-8860

長崎 宮崎総合健診センター 854-0067 長崎県諫早市久山台9-10 0957-25-6000

長崎 医療法人慧明会貞松病院 856-0831 長崎県大村市東本町537番地 0957-54-1161

長崎 医療法人仁寿会　南野病院 856-0826 長崎県大村市東三城町３３ 0957-54-5551
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長崎 医療法人社団淳生会　慈恵病院 859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋995 0957-28-5001

長崎 医療法人共生会長崎友愛病院 851-0401 長崎県長崎市蚊焼町２３１４番地１ 095-892-0630

長崎 医療法人常葉会　長与病院 851-2126 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷647 095-883-6668

長崎 医療法人徳洲会　長崎北徳洲会病院 851-2131 長崎県西彼杵郡長与町北陽台１丁目５番１ 095-813-5820

長崎 医療法人栄和会　泉川病院 859-1504 長崎県南島原市深江町丁2405 0957-72-2017

長崎 社会医療法人青洲会　青洲会病院 859-4825 長崎県平戸市田平町山内免612-4 0950-57-2155

長崎 医療法人裕光会　谷川病院 859-4825 長崎県平戸市田平町山内免400 0950-57-0045

長崎 社会福祉法人十善会　十善会病院 852-8012 長崎県長崎市淵町２０番５号 095-801-2664

長崎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院 850-0003 長崎県長崎市片淵２丁目５番１号 095-820-8050

長崎 公益財団法人長崎県健康事業団 859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋986-3 0957-43-7131

長崎 公立小浜温泉病院 854-0593 長崎県雲仙市小浜町マリーナ3番地2 0957-74-2211

長崎 日本赤十字社長崎原爆諫早病院 859-0497 長崎県諫早市多良見町化屋９８６番地２ 0957-43-2111

長崎 長崎県対馬病院 817-0322 長崎県対馬市美津島町鶏知乙１１６８番地７ 0920-54-7111

長崎 独立行政法人地域医療機能推進機構　松浦中央病院 859-4594 長崎県松浦市志佐町浦免８５６番１ 0956-72-5700

長崎 長崎百合野病院健診センター 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷38-2 095-882-2550

熊本 医療法人杉村会　杉村病院 860-0811 熊本県熊本市中央区本荘３丁目７－１８ 096-372-3322

熊本 医療法人社団岡山会　九州記念病院 862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園3-38 096-383-2121

熊本 医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院 860-8515 熊本県熊本市西区島崎2-22-15 096-312-1332

熊本 医療法人桜十字　桜十字熊本東病院 862-0922 熊本県熊本市東区三郎１－１２－２５ 096-383-5555

熊本 医療法人博光会　御幸病院 861-4172 熊本県熊本市南区御幸笛田６－７－４０ 096-378-1166

熊本 朝日野総合病院　健診センター 861-8072 熊本県熊本市北区室園町１２－１０ 096-341-5075

熊本 公益財団法人　熊本県総合保健センター 862-0901 熊本県熊本市東区東町４－１１－１ 096-365-2323

熊本 医療法人財団聖十字会　西日本病院 861-8034 熊本県熊本市東区八反田３丁目２０番１号 096-380-0540

熊本 医療法人むすびの森　あきた病院 861-4121 熊本県熊本市南区会富町１１２０ 096-227-1611

熊本 医療法人室原会菊南病院 861-0565 熊本県熊本市北区鶴羽田３－１－５３ 096-344-1880

熊本 医療法人社団如水会　嶋田病院 860-0017 熊本県熊本市中央区練兵町24 096-324-3515

熊本 医療法人社団杏風会　川野病院 862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-25-1 096-366-3275

熊本 医療法人社団鶴友会　鶴田病院 862-0925 熊本県熊本市東区保田窪本町10-112 096-285-6653

熊本 医療法人社団芳仁会　山口病院 860-0053 熊本県熊本市西区田崎3-1-17 096-356-0666

熊本 医療法人祐基会　帯山中央病院 862-0924 熊本県熊本市中央区帯山4-5-18 096-382-6111

熊本 表参道吉田病院 860-0855 熊本県熊本市中央区北千反畑２番５号 096-343-6167

熊本 医療法人社団同心会 人吉リハビリテーション病院 868-0033 熊本県人吉市下新町359 0966-24-6111

熊本 医療法人春水会　山鹿中央病院 861-0501 熊本県山鹿市山鹿1000 0968-43-6611

熊本 社会医療法人黎明会　宇城総合病院 869-0532 熊本県宇城市松橋町久具６９１ 0964-32-6085

熊本 医療法人社団大徳会　大阿蘇病院 869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5833 0967-22-2111

熊本 医療法人川口会　川口病院 861-1331 熊本県菊池市隈府823-1 0968-25-2230
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熊本 医療法人社団 永寿会 天草第一病院 863-0013 熊本県天草市今釜新町３４１３番地の６ 0969-24-3797

熊本 医療法人永輝会　ニュー天草病院 863-0032 熊本県天草市太田町2-1 0969-22-3191

熊本 医療法人社団熊本清仁会　菊陽台病院 869-1103 熊本県菊池郡菊陽町久保田2984 096-232-1191

熊本 社会医療法人潤心会　熊本セントラル病院 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2921 096-285-5650

熊本 医療法人社団　順幸会　阿蘇立野病院 869-1401 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野１８５－１ 0967-68-0891

熊本 社会医療法人稲穂会　天草慈恵病院 863-2502 熊本県天草郡苓北町上津深江278-10 0969-37-1730

熊本 医療法人桜十字　メディメッセ桜十字クリニック 860-0833 熊本県熊本市中央区平成３丁目２３－３０　サンリブシティくまなん３階 096-378-1182

熊本 医療法人　相生会　にしくまもと病院 861-4157 熊本県熊本市南区富合町古閑１０１２ 096-357-0435

熊本 国保水俣市立総合医療センター 867-0041 熊本県水俣市天神町１丁目２番１号 0966-63-2101

熊本 独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院 866-8660 熊本県八代市通町１０番１０号 0965-32-8111

熊本 独立行政法人　地域医療機能推進機構　人吉医療センター 868-8555 熊本県人吉市老神町35 0966-22-7070

熊本 日本赤十字社熊本健康管理センター 861-8528 熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1 096-384-3100

熊本 社会福祉法人恩賜財団　済生会みすみ病院 869-3205 熊本県宇城市三角町波多775-1 0964-53-1617

熊本 球磨郡公立多良木病院企業団　総合健診センター「コスモ」 868-0598 熊本県球磨郡多良木町大字多良木４２１０ 0966-42-2410

熊本 大腸肛門病センター高野病院 862-0971 熊本県熊本市中央区大江３丁目２番５５号 096-206-8188

大分 大分県医療生活協同組合　大分健生病院 870-0935 大分県大分市古ケ鶴1-1-15 097-558-5140

大分 医療法人　大分記念病院 870-0854 大分県大分市羽屋４丁目２番８号 097-545-4890

大分 一般財団法人西日本産業衛生会　大分労働衛生管理センター 870-0155 大分県大分市高城南町１１番７号 097-552-7788

大分 公益財団法人大分県地域保健支援センター 870-0011 大分県大分市大字駄原2892-1 097-532-2167

大分 医療法人　畏敬会　府内健診センター 870-0021 大分県大分市府内町1-3-23-2Ｆ 097-513-5339

大分 医療法人畏敬会　井野辺病院 870-0862 大分県大分市大字中尾字平２５５番地 097-586-5522

大分 佐賀関病院 879-2201 大分県大分市佐賀関７５０－８８ 097-575-1172

大分 医療法人輝心会　大分循環器病院 870-0837 大分県大分市大字三芳320番3 097-544-5552

大分 社会医療法人社団　大久保病院 878-0204 大分県竹田市久住町大字栢木6026-2 0974-64-7777

大分 杵築市立山香病院 879-1307 大分県杵築市山香町野原1612-1 0977-75-0498

大分 社会医療法人帰巖会　みえ病院 879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺1250-1 0974-24-0555

大分 独立行政法人地域医療機能推進機構　湯布院病院 879-5193 大分県由布市湯布院町川南２５２ 0977-84-3171

大分 国東市民病院 873-0298 大分県国東市安岐町下原１４５６番地 0978-67-1211

大分 特定医療法人瑞木会　日出児玉病院 879-1505 大分県速見郡日出町川崎837-1 0977-72-2724

大分 サンライズ酒井病院 879-1506 大分県速見郡日出町３１５６番地１ 0977-72-2288

大分 一般財団法人大分健康管理協会　大分総合健診センター 874-0023 大分県別府市北石垣深町８５１番地 0977-66-4113

大分 大分県厚生連健康管理センター 874-8585 大分県別府市鶴見４３３３ 0977-75-6154

大分 社会医療法人財団天心堂健診・健康増進センター 879-7761 大分県大分市中戸次５１８５－２ 097-597-5254

大分 おおいた健診センター 870-1133 大分県大分市大字宮崎１４１５番地 097-569-2211

大分 日田市医師会立日田検診センター 877-1232 大分県日田市清水町803-1 0973-22-3600

宮崎 一般財団法人弘潤会野崎病院 880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久5567 0985-54-8053



都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

宮崎 社会医療法人耕和会　迫田病院 880-0917 宮崎県宮崎市城ヶ崎3-2-1 0985-64-1580

宮崎 医療法人社団三晴会　金丸脳神経外科病院 880-0041 宮崎県宮崎市池内町八幡田803 0985-39-8733

宮崎 公益財団法人宮崎県健康づくり協会 880-0032 宮崎県宮崎市霧島1-1-2　総合保健センター３階 0985-38-5512

宮崎 医療法人社団誠和会　藤木内科外科クリニック 880-2112 宮崎県宮崎市大字小松2980-1 0985-47-0852

宮崎 医療法人社団尚成会　近間病院 880-0836 宮崎県宮崎市山崎町965-6 0985-24-2418

宮崎 社会医療法人善仁会　宮崎善仁会病院　総合健診センター 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口９５０－１ 0985-64-8088

宮崎 社会医療法人慶明会　宮崎中央眼科病院 880-0021 宮崎県宮崎市清水3丁目6番21号 0985-23-6538

宮崎 宮崎市郡医師会病院　健診センター 880-2102 宮崎県宮崎市大字有田１１７３番地 0985-77-9108

宮崎 医療法人魁成会　宮永病院 885-0077 宮崎県都城市松元町15街区10 0986-22-2015

宮崎 特定医療法人健寿会　黒木病院 882-0041 宮崎県延岡市北小路14-1 0982-32-3676

宮崎 医療法人誠和会　和田病院 883-0051 宮崎県日向市向江町1-196-1 0982-52-0011

宮崎 社会医療法人泉和会　千代田病院 883-0064 宮崎県日向市大字日知屋字古田町88番地 0982-52-7111

宮崎 医療法人隆徳会　鶴田病院 881-0016 宮崎県西都市御舟町1-78 0983-42-3711

宮崎 大塚病院 881-0016 宮崎県西都市御舟町2-45 0983-43-0016

宮崎 医療法人社団順養会　海老原病院 880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4365 0985-75-2115

宮崎 社会医療法人慶明会　けいめい記念病院 880-1111 宮崎県東諸県郡国富町岩知野762 0985-36-6513

宮崎 医療法人社団聖山会　川南病院 889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南18150番地47 0983-27-4111

宮崎 医療法人宏仁会　海老原総合病院 884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江207 0983-23-1111

宮崎 一般社団法人日本健康倶楽部宮崎支部診療所 880-0921 宮崎県宮崎市本郷南方字上無田３４９５－４ 0985-56-6787

宮崎 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 宮崎県宮崎市高千穂通２丁目７番１４号 0985-22-2112

宮崎 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院付属予防医療ｸﾘﾆｯｸ 880-0941 宮崎県宮崎市北川内町乱橋３５８４－１ 0985-53-1101

鹿児島 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院 892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3 099-226-9111

鹿児島 社会福祉法人恩賜財団済生会鹿児島病院 892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町１番１１号 099-223-0101

鹿児島 鹿児島赤十字病院 891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町２５４５番地 099-261-2111

鹿児島 総合病院鹿児島生協病院 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央5-20-10 099-267-1455

鹿児島 医療法人三州会大勝病院 890-0067 鹿児島県鹿児島市真砂本町３－９５ 099-253-1122

鹿児島 一般財団法人児玉報謝会　新成病院 890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町16-30 099-254-3332

鹿児島 公益財団法人鹿児島県民総合保健センター 890-8511 鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目１番７号 099-220-2622

鹿児島 医療法人光智会　産科婦人科のぼり病院 890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田1-13-13 099-256-1313

鹿児島 医療法人　一誠会　三宅病院 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央7-3-1 099-268-3512

鹿児島 公益財団法人慈愛会　いづろ今村病院 892-0824 鹿児島県鹿児島市堀江町１７－１ 099-226-5066

鹿児島 医療法人潤愛会　鮫島病院 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町9番8号 099-224-2277

鹿児島 公益社団法人鹿児島県労働基準協会　ヘルスサポートセンター鹿児島 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町４－９６ 099-267-6292

鹿児島 医療法人隆成会　隆成会病院 890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元2-11-20 099-257-1411

鹿児島 社会医療法人天陽会 中央クリニック 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町16-1 099-225-9518

鹿児島 社会医療法人博愛会さがらパース通りクリニック 892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町２６ー１３ 099-224-1816
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鹿児島 医療法人聖心会　かごしま高岡病院 892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町14-12 099-226-4091

鹿児島 鹿児島厚生連病院　健康管理センター 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-13-1 099-256-1133

鹿児島 キラメキテラスヘルスケアホスピタル 890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町43-30 099-250-5600

鹿児島 社会医療法人童仁会　池田病院 890-0046 鹿児島県鹿児島市西田3-10-20 099-252-8333

鹿児島 鹿児島徳洲会病院 891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄５丁目１０－５１ 099-268-1110

鹿児島 医療法人　徳洲会　大隅鹿屋病院 893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町６０８１－１ 0994-40-1111

鹿児島 医療法人厚生会　小原病院 898-0003 鹿児島県枕崎市折口町109 0993-72-2226

鹿児島 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院 898-0011 鹿児島県枕崎市緑町220 0993-72-1351

鹿児島 医療法人孝徳会　楠元内科医院 899-0217 鹿児島県出水市平和町224 0996-62-8600

鹿児島 医療法人浩然会　指宿浩然会病院 891-0402 鹿児島県指宿市十町1130番地 0993-22-3295

鹿児島 医療法人松翠会　森園病院 895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町19-38 0996-23-3125

鹿児島 医療法人恵愛会　上村病院 895-0051 鹿児島県薩摩川内市東開聞町9-22 0996-23-3185

鹿児島 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 895-0074 鹿児島県薩摩川内市原田町２－４６ 0996-23-5221

鹿児島 医療法人健誠会　湯田内科病院 899-2201 鹿児島県日置市東市来町湯田2994 099-274-1252

鹿児島 医療法人　参篤会　高原病院 899-8602 鹿児島県曽於市末吉町栄町２－１２－１ 0986-76-1050

鹿児島 医療法人　愛誠会　昭南病院 899-8106 鹿児島県曽於市大隅町下窪町１番地 099-482-1200

鹿児島 医療法人杏林会　丸田病院 896-0015 鹿児島県いちき串木野市旭町83 0996-32-2263

鹿児島 医療法人美﨑会　国分中央病院 899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1-25-70 0995-45-3085

鹿児島 医療法人松城会　隼人温泉病院 899-5111 鹿児島県霧島市隼人町姫城1-264-2 0995-42-2151

鹿児島 医療法人財団浩誠会霧島杉安病院 899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口2143 0995-57-1221

鹿児島 公益法人　肝属郡医師会立病院 893-2301 鹿児島県肝属郡錦江町神川135-3 0994-22-3111

鹿児島 医療法人徳洲会　屋久島徳洲会病院 891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467 0997-42-2200

鹿児島 沖永良部徳洲会病院 891-9213 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208 0997-93-3000

鹿児島 医療法人徳洲会　喜界徳洲会病院 891-6202 鹿児島県大島郡喜界町湾315 0997-65-1100

鹿児島 医療法人徳洲会　与論徳洲会病院 891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花403-1 0997-97-2511

鹿児島 名瀬徳洲会病院 894-0061 鹿児島県奄美市名瀬朝日町２８－１ 0997-54-2222

鹿児島 医療法人菊野会　菊野病院 897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3815 0993-56-1135

鹿児島 医療法人社団隼仁会 大口温泉リハビリテーション病院 895-2504 鹿児島県伊佐市大口青木3022-34 0995-23-0123

鹿児島 医療法人玉昌会　加治木温泉病院 899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田４７１４ 0995-62-0001

鹿児島 社会医療法人青雲会　青雲会病院 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田３０１１番地 0995-66-3650

鹿児島 一般社団法人日本健康倶楽部鹿児島支部診療所 899-2503 鹿児島県日置市伊集院町妙円寺1-72-8 099-273-5591

沖縄 一般財団法人　琉球生命済生会　琉生病院 902-0066 沖縄県那覇市字大道５６番地 098-885-5131

沖縄 医療法人禄寿会　小禄病院 901-0152 沖縄県那覇市字小禄547番地1 098-857-8713

沖縄 医療法人陽心会　大道中央病院 902-0067 沖縄県那覇市安里1-1-37 098-886-5678

沖縄 医療法人祥杏会　おもろまちメディカルセンター 900-8556 沖縄県那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116

沖縄 地方独立行政法人　那覇市立病院 902-8511 沖縄県那覇市古島２丁目３１番地１ 098-884-5106
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沖縄 医療法人おもと会　大浜第一病院 900-0005 沖縄県那覇市天久１０００番地 098-866-5182

沖縄 一般社団法人日本健康倶楽部沖縄支部診療所 904-2142 沖縄県沖縄市登川３１６９番地 098-939-4026

沖縄 医療法人翔南会　翔南病院 904-0034 沖縄県沖縄市山内3丁目14号28番 098-930-3020

沖縄 社会医療法人敬愛会ちばなクリニック 904-2143 沖縄県沖縄市知花６－２５－１５ 098-939-5477

沖縄 医療法人心和会　潮平病院 904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1丁目17番1号 098-937-2054

沖縄 医療法人　球陽会　海邦病院 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜2-23-5 098-898-2111

沖縄 医療法人徳洲会　宮古島徳洲会病院 906-0015 沖縄県宮古島市平良字松原552-1 0980-72-0002

沖縄 医療法人　上善会　かりゆし病院 907-0024 沖縄県石垣市字新川２１２４番地 0980-83-5600

沖縄 医療法人徳洲会石垣島徳洲会病院 907-0001 沖縄県石垣市大浜字南大浜４４６－１ 0980-83-5507

沖縄 医療法人八重瀬会　同仁病院 901-2133 沖縄県浦添市城間１丁目３７番１２号 098-876-2212

沖縄 浦添総合病院健診センター 901-2132 沖縄県浦添市伊祖3-42-15 0570-010-986

沖縄 公益社団法人北部地区医師会　北部地区医師会病院 905-8611 沖縄県名護市字宇茂佐1712-3 0980-52-0777

沖縄 医療法人以和貴会　西崎病院 901-0314 沖縄県糸満市座波371-1 098-992-0089

沖縄 とよみ生協病院 901-0293 沖縄県豊見城市字真玉橋５９３番地１ 098-850-9003

沖縄 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 901-2492 沖縄県中頭郡中城村字伊集２０８ 098-870-3730

沖縄 一般社団法人　中部地区医師会検診センター 904-0113 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-584 098-936-8290

沖縄 医療法人徳洲会　中部徳洲会病院 901-2393 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉８０１番地 0570-00-1789

沖縄 医療法人信和会　沖縄第一病院 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城642-1 098-888-1151

沖縄 一般財団法人　沖縄県健康づくり財団 901-1192 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２１２番地											 098-889-6474

沖縄 医療法人和の会　与那原中央病院 901-1303 沖縄県与那原町字与那原２９０５番地 098-945-8101

沖縄 医療法人徳洲会　南部徳洲会病院 901-0493 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１７１番地１ 098-998-0309


