
名　　　　称 都道府県 所　　在　　地 ℡

那須クリニック関西検診協会 大阪市淀川区 06-6308-3908

福慈クリニック 大阪市中央区 06-6251-1789

コーナンメディカル鳳総合健診センター 堺市西区 072-260-5555

健康診断　新長堀診療所 大阪市中央区 06-6251-0501

一翠会千里中央健診センター 豊中市新千里東町 06-6872-5516

健康保険組合連合会　大阪中央病院 大阪市北区 06-4795-5500

あけぼの会 大阪市東淀川区 06-6321-0170

きっこう会　多根クリニック 大阪市港区 06-6577-1881

愛仁会総合健康センター 高槻市幸町 0120-109-941

大阪健康倶楽部　小谷診療所 吹田市江坂町 06-6386-1651

m・oクリニック 大阪市中央区 06-6210-3121

社会医療法人生長会　府中クリニック 和泉市肥子町 0725-40-2154

心斎橋クリニック 大阪市中央区 06-6243-0117

オリエンタルクリニック 東京都豊島区 03-3988-1292

ファーストメディカルクリニック 東京都中央区 03-5643-3171

神奈川県予防医学協会 神奈川 横浜市中区 045-641-8501

友愛健康医学センター 富山 富山市婦中町 076-466-5544

石川県予防医学協会 石川 金沢市神野町東 076-249-7222

三河安城クリニック健診センター 安城市相生町 0566-75-7515

エルズメディケア名古屋（女性専用） 名古屋市中区 052-737-6500

名古屋ステーションクリニック 名古屋市中村区 052-551-6665

福井県労働衛生センター 福井 福井市日光 0776-25-2206

滋賀保健研究センター 滋賀 野洲市永原 077-587-3588

京都城南診療所 京都市伏見区 075-623-1113

洛和会音羽病院健診センター 京都市山科区 075-593-7774

山科武田ラクト健診センター 京都市山科区 075-746-5100

京健会　松井クリニック 京都市南区 075-693-3973

広野高原病院 神戸市西区 078-994-1155

姫路市医師会 姫路市西今宿 079-295-3344

坂上田病院 西宮市津門仁辺町 0798-34-0002

カーム尼崎健診プラザ 尼崎市御園町 06-6430-1315

（財）島根県環境保健公社 島根 松江市古志原 0852-24-0038

淳風会健康管理センター 岡山 岡山市北区 086-226-2666

健康倶楽部健診クリニック 広島市中区 082-249-7011

広島県集団検診協会メディックス広島健診センター 広島市中区 082-248-4115

高知県総合保健協会 高知 高知市桟橋通 088-831-4800

西日本産業衛生会福岡健診診療所 福岡市博多区 092-471-1165

福岡労働衛生研究所 福岡市南区 092-526-1033

聖マリア福岡健診センター 福岡市中央区 092-726-2111

[オリエンタル労働衛生協会]

大阪支部 大阪 大阪市中央区 06-6266-6440

名古屋本部 愛知 名古屋市千種区 052-732-2200

[関西労働保健協会]

アクティ健診センター 大阪市北区 06-6345-2210

千里LC健診センター 豊中市新千里東町 06-6873-2210

千里LC第二健診センター 豊中市新千里東町 06-6873-2211

兵庫
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[近畿健康管理センター]

ＫＫＣウエルネス新大阪健診クリニック 大阪市淀川区 050-3541-2262

ＫＫＣウエルネスなんば健診クリニック 大阪市浪速区 050-3541-2263

ＫＫＣウエルネス東京日本橋健診クリニック 東京 東京都中央区 050-3541-2529

ＫＫＣウエルネス名古屋健診クリニック 愛知 名古屋市中区 050-3541-2267

ＫＫＣ健康スクエアウエルネス三重健診クリニック 三重 津市あのつ台 050-3541-2266

ＫＫＣウエルネス栗東健診クリニック 滋賀 栗東市小野 050-3541-2261

ＫＫＣウエルネスひこね健診クリニック 滋賀 彦根市駅東町 050-3541-2265

ＫＫＣウエルネス神戸健診クリニック 兵庫 神戸市中央区 050-3541-2264

[医療法人　敬節会]

西中島クリニック 大阪市淀川区 06-6301-5586

敬節クリニック 枚方市岡東町 072-804-5533

[医療法人　健昌会]

淀川健康管理センター 大阪市淀川区 06-6303-7281

福島健康管理センター 大阪市福島区 06-6441-6848

近畿健診センター 大阪市北区 06-6365-1655

[医療法人　聖授会]

医療法人　聖授会総合健診センター 大阪市天王寺区 06-6761-2200

フェスティバルタワークリニック 大阪市北区 06-6226-1325

[船員保険]

大阪健康管理センター 大阪 大阪市港区 06-6576-1011

品川シーズンテラス健診クリニック 東京 東京都港区 03-3452-3382

福岡健康管理センター 福岡 福岡市東区 092-611-6311

[同友会]

春日クリニック 東京都文京区 03-3816-5840

品川クリニック 東京都港区 03-6718-2816

[日本予防医学協会]

ウェルビーング南森町 大阪 大阪市北区 06-6362-9041

ウェルビーング毛利 東京 東京都江東区 03-3635-1153

ウェルビーング栄 愛知 名古屋市中区 052-950-3707

ウェルビーング博多 福岡 福岡市博多区 092-473-0547

[結核予防会]

大阪府結核予防会 大阪市中央区 06-6202-6666

堺髙島屋内診療所 堺市堺区 072-221-5515

大  阪  病  院 寝屋川市寝屋 072-821-4781

北海道結核予防会 北海道 札幌市北区 011-700-1331

宮城県結核予防会 宮城 仙台市青葉区 022-221-4461

やまがた健康推進機構 山形 山形市蔵王成沢 023-688-6511

結核予防会　総合推進健診センター 東京 東京都千代田区 03-3292-9215

神奈川県結核予防会 神奈川 横浜市南区 045-251-2364

新潟県保健衛生センター 新潟 新潟市川岸町 025-267-3100

静岡県支部 静岡 静岡市南瀬名町 054-261-2512

京都予防医学センター 京都 京都市中京区 075-811-9131

兵庫県健康財団 兵庫 神戸市兵庫区 078-579-3400

岡山県健康づくり財団 岡山 岡山市北区 086-246-6253

福岡県結核予防会 福岡 福岡市中央区 092-761-2544

長崎県健康事業団 長崎 諌早市多良見町 0957-43-7131

熊本県総合保健センター 熊本 熊本市東町 096-365-8800
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