
医 療 機 関 名 所   在   地 電　話　番　号
神田キリスト教診療所 千代田区神田美土代町７－４ ０３－５２８３－８１１９
秋葉原メディカルクリニック 千代田区外神田１－１６－９　朝風二号館６階 ０３－３２８０－５８７７
三井タワークリニック 中央区日本橋室町２－１－１　日本橋三井タワー５階 ０３－３５１０－９９４５
浜町公園紙商健診クリニック 中央区日本橋浜町２-４２-１０ ０３－５４０８－８１８１
日本橋えがわクリニック 中央区八重洲１－１－３　寿ビル２階 ０３－５２０４－０３１１
中央みなとクリニック 中央区明石町８－１　聖路加タワー２階 ０３－３５４７－１３９５
セラヴィ新橋クリニック 港区西新橋２－３９－３　SVAX西新橋ビル５階 ０３－５４０８－８１８１
パークサイドクリニック 港区芝公園２－６－８　日本女子会館２階 ０３－３４３４－７８００
新宿健診プラザ 新宿区歌舞伎町２－３－１８ ０３－３２０５－２０００
御苑前クリニック 新宿区新宿２－１－１１　御苑スカイビル２階 ０３－３３５７－２２７６
西早稲田クリニック 新宿区西早稲田２－２１－１６　圓生楼高田馬場ビル２階 ０３－３２３２－６４６５
同友会 春日クリニック 文京区小石川１－１２－１６　ＴＧビル ０３－３８１６－５８４０
鶯谷健診センター 台東区根岸２－１９－１９ ０３－３８７３－９１６１
日本予防医学協会 ウェルビーイング毛利 江東区毛利１－１９－１０　江間忠錦糸町ビル５階 ０３－３６３５－５７１１
協和メディカルクリニック 江東区北砂２－１５－４０ ０３－３６４８－４１６６
目黒メディカルクリニック 品川区東五反田５－２２－３３　ＴＫ池田山ビル４階 ０３－３２８０－５８７７
進興クリニック 品川区大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋタワー３階 ０３－５４０８－８１８１
オーバルコート健診クリニック 品川区東五反田２－１７－１オーバルコート大崎マークウエスト１４階 ０３－５４０８－８１８１
進興クリニックアネックス 品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビル１階 ０３－５４０８－８１８１
フェニックスメディカルクリニック 渋谷区千駄ヶ谷３－４１－６ ０３－３４７８－３５３５
オリエンタルクリニック 豊島区西池袋１－２９－５　山の手ビル３階 ０３－３９８８－１２９２
仙石クリニック 豊島区西巣鴨１－２１－４ ０３－３５７６－５８５８
東京メディカルクリニック 北区滝野川６－１４－９　東京先端医療モールビル１階 ０１２０－７７０－９２９
葛飾健診センター 葛飾区立石２－３６－９ ０３－３６９３－７６７６
寺田病院 足立区扇１－２０－１２ ０３－３８９８－５２３１
右田病院 八王子市暁町１－４８－１８ ０４２－６２２－５１５５
八王子消化器病院 八王子市万町１７７－３ ０４２－６２６－５１１１
立川北口健診館 立川市曙町２－３７－７　コアシティ立川ビル９階 ０４２－５２１－１２１２
多摩健康管理センター 立川市錦町３－７－１０ ０４２－５２８－２０１１
うしお病院 昭島市武蔵野２－７－１２ ０４２－５４１－５４２５
前田病院 東久留米市中央町５－１３－３４ ０４２－４７３－２１３３
あきる台病院 あきる野市秋川６－５－１ ０４２－５５９－５４４９
日の出ヶ丘病院 西多摩郡日の出町大久野３１０ ０４２－５８８－８６６６
報徳千葉診療所 千葉市中央区本町１－１－１３ ０４３－２２５－６２３２
名戸ヶ谷病院 柏市新柏２－１－１ ０４－７１６６－６１２２
島田総合病院 銚子市東町５－３ ０４７９－２２－５４０１
大宮双愛病院 さいたま市大宮区堀の内町２－１６０ ０４８－６４３－１２００
松崎クリニック さいたま市大宮区北袋町２－４００－２ ０４８－６４９－１１８８
大宮共立病院 さいたま市見沼区片柳１５５０ ０４８－６８６－７１５５
山田クリニック 羽生市上新郷５９３９ ０４８－５６１－０１７７
蓮田病院 蓮田市根金１６６２－１ ０４８－７６６－８１５５
坂戸中央病院 坂戸市南町３０－８ ０４９－２８３－７１７１
樺澤内科医院 東松山市松山町１－１－１０ ０４９３－２３－５８１３
所沢第一病院 所沢市下安松１５５９－１ ０４－２９４４－５８００
藤間病院総合健診システム 熊谷市末広２－１３８ ０４８－５２３－９６０８
中島クリニック巡回健診センター 桶川市倉田２８９－１３ ０４８－７８８－２７５８
いわほりクリニック 比企郡小川町上横田８９９－２ ０４９３－７１－６６０１
横浜リーフみなとみらい健診クリニック 横浜市西区みなとみらい４－６－５ リーフみなとみらい１１階 ０４５－６５１－１５７２
川崎健診クリニック 川崎市川崎区駅前本町１０－５　クリエ川﨑８階 ０４４－５１１－６１１６
間中病院 小田原市本町４－１－２６ ０４６５－２３－３１１１
神立病院 土浦市神立中央５－１１－２ ０２９－８３１－９７１１
霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター 稲敷郡阿見町中央３－２０－１ ０２９－８８７－４５６３
斎藤クリニック 龍ヶ崎市馴馬町６０２－７ ０２９７－６４－３５２７
府中クリニック 石岡市府中５－１１－１ ０２９９－２２－２１４６
石岡第一病院 石岡市東府中１－７ ０２９９－２２－５１５１
瀧病院 北茨城市磯原町磯原２－３０５ ０２９３－４２－１２２１
星野病院 小山市粟宮１－７－８ ０２８５－２３－７２２７
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【別表５】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二次検査契約医療機関一覧　　※必ず医療機関へ予約をしてから、受診してください。



医 療 機 関 名 所   在   地 電　話　番　号
宇都宮東病院 宇都宮市平出町３６８－８ ０２８－６８３－５７７１
館林記念病院 館林市台宿町７－１８ ０２７６－７２－３１５５
角田外科医院 沼田市上原町１５５５－３ ０２７８－２２－４９３６
全日本労働福祉協会 長野県支部 長野市大豆島中之島３２２３ ０２６－２２２－５１１１
昭和伊南総合病院 駒ヶ根市赤穂３２３０ ０２６５－８２－２１２１
新潟県けんこう財団 長岡健康管理センター 長岡市千秋２－２２９－１ ０２５８－２８－３６６６
新潟県けんこう財団 新潟健診プラザ 新潟市中央区紫竹山２－６－１０ ０２５－２４５－１１７７
新潟県労働衛生医学協会 新潟市西区北場１１８５－３ ０２５－３７０－１９６０
船員保険北海道健康管理センター 札幌市中央区北二条西１－１　マルイト札幌ビル５階 ０１１－２００－４８１１
メディカルプラザ札幌 健診クリニック 札幌市中央区北五条西２-５　ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ８階 ０１１－２０９－５４５０
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北 せんだい総合健診クリニック 仙台市青葉区一番町１－９－１　仙台トラストタワー４階 ０２２－２２１－００６６

名古屋東栄クリニック 名古屋市中区栄２－１１－２５ ０５２－２０１－１１１１
日本予防医学協会 ウェルビーイング栄 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
オリエンタル労働衛生協会 名古屋本部 名古屋市千種区今池１－８－４ ０５２－７３２－２２００
中京クリニカル 名古屋市熱田区白鳥３－６－１７ ０１２０－３８－００７２
名古屋市医師会健診センター 名古屋市東区葵１－１８－１４ ０５２－９３７－８４２５
知多クリニック 半田市本町７－２０ ０５６９－２２－３２３１
江南厚生病院 江南市高屋町大松原１３７ ０５８７－５１－３３３３
稲垣医院 稲沢市井之口大宮町８５ ０５８７－３２－３９９１
中京サテライトクリニック 豊明市沓掛町石畑１８０－１ ０５６２－９３－８２２２
中京サテライトクリニック　三重 鈴鹿市庄野町久保８６６ ０５９－３７３－４８７５
石川県予防医学協会 金沢市神野町東１１５ ０７６－２４９－７２２２
福井県予防医学協会 福井市和田２－１００６ ０７７６－２３－２７７７
福井県労働衛生センター 福井市日光１－３－１０ ０７７６－２５－２２０６
ぎふ綜合健診センター 岐阜市日置江４－４７ ０５８－２７９－３３９９
滋賀保健研究センター 野洲市永原上町６６４ ０１２０－３５－９９９７
西村医院 京都市中京区高倉通錦小路上ル貝屋町５５９ ０７５－２２１－２７２７
オリエンタル労働衛生協会 大阪支部 大阪市中央区久太郎町１－９－２６　ＬＵＣＩＤ ＳＱＵＡＲＥ ＳＥMＢＡ ０６－６２６６－６４４０
新長堀診療所 大阪市中央区島之内１－１１－１８ ０６－６２５１－０５０１
船員保険大阪健康管理センター 大阪市港区築港１－８－２２ ０６－６５７６－１０１１
日本予防医学協会 ウェルビーイング南森町 大阪市北区西天満５－２－１８　三共ビル東館６階 ０６－６３６２－９０６３
北摂クリニック 茨木市大池１－１０－３７ ０７２－６３３－３３１３
一般財団法人　順天厚生事業団　順天健診クリニック 神戸市中央区楠町３―１―１２ ０７８－３４１－７２８４
兵庫県健康財団 神戸市兵庫区荒田町２－１－１２ ０７８－５７９－３４００
兵庫県予防医学協会 神戸市灘区岩屋北町１－８－１ ０７８－８５５－２７３０
三上医院 神戸市須磨区前池町１－１－１０ ０７８－７３２－０８３９
はりま病院 加古郡播磨町北野添２－１－１５ ０７８－９４３－００５０
加古川総合保健センター 加古川市加古川町篠原町１０３－３ ０７９－４２９－２０５５
あおぞらクリニック 三田市大畑清水３５７－１ ０７９－５６０－０３２５
しまね総合健診クリニック 出雲市武志町７５１－１ ０８５３－２５－３３３３
淳風会 健康管理センター 岡山市北区大供２－３－１ ０５０－３１６３－０００２

淳風会 健康管理センター倉敷 倉敷市連島中央３－１－１９　淳風スクエア ０８６－４５４－８４００
滝宮総合病院 綾歌郡綾川町滝宮４８６ ０８７－８７６－２２４５
香川成人医学研究所 坂出市横津町３－２－３１ ０８７７－４５－２３１１
福岡労働衛生研究所 福岡市南区那の川１－１１－２７ ０９２－５２６－１０３３
船員保険福岡健康管理センター 福岡市東区原田３－４－１０ ０９２－６１１－６３１１
牟田内科クリニック 福岡市博多区上呉服町１０－１博多三井ビル地階 ０９２－２８１－７１１３
日本予防医学協会 ウェルビーイング博多 福岡市博多区博多駅前３－１９－５　博多石川ビル ０９２－４７２－０２２２
西日本産業衛生会 北九州健診診療所 北九州市小倉北区室町３－１－２ ０９３－５６１－００３０
かごしま高岡病院 鹿児島市西千石町１４－１２ ０９９－２２６－４０９１
琉生病院 那覇市大道５６ ０９８－８８５－５１３１

１．医療機関に予約する際は､『健保組合名､氏名､健診後の二次検査であること､及び二次検査項目』を告げ、指定項目
    　の検査が受けられるかを確認してください｡ また､二次検査を受診するときの諸注意も併せてお聞きください｡
２．健康診断の受診日から６ヶ月以内に契約医療機関で指定項目の二次検査を受診したときは､窓口での自己負担はございません｡
    　ただし、後日個人宛に自己負担額（令和３年度１割、令和４年度２割）を請求いたしますのでご留意ください。
３．年度途中で契約を解除することがありますので､予約する際は契約の有無をご確認ください｡
４．医療機関によっては、検査できない項目がありますのでご確認をお願いいたします｡
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