
都道府県 施設名

北海道 北海道健康管理センター

スマイル健康クリニック

総合病院伊達赤十字病院

北海道労働保健管理協会

JA北海道厚生連旭川厚生病院

JA北海道厚生連網走厚生病院

渓仁会円山クリニック

北海道対がん協会

北海道労働保健管理協会

ハスカッププラザ苫小牧市保健センター

JA北海道厚生連倶知安厚生病院　　　　　　

札幌北辰病院健康管理センター

大野記念病院

北海道結核予防会札幌複十字総合健診センター

JA北海道厚生連倶知安厚生病院

北海道勤労者医療協会勤医協中央病院

青森県 青森県総合健診センター

慈恵会疾病予防施設慈恵クリニック

八戸市立市民病院

八戸市総合健診センター

岩手県 岩手県対がん協会

岩手県対がん協会いわて健康管理センター

岩手県予防医学協会

盛岡市立病院

宮城県 宮城県結核予防会

杜の都産業保健会

宮城県対がん協会

杜の都産業保健会仙台健診センター

イムス仙台クリニック

杜の都産業保健会

宮城県成人病予防協会中央診療所

宮城県成人病予防協会仙台循環器病センター
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都道府県 施設名

秋田県 由利本荘医師会健診センター

市立横手病院

雄勝中央病院

秋田県総合保健事業団

由利組合総合病院

大曲厚生医療センター

秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター

かづの厚生病院

平鹿総合病院

本荘第一病院

市立横手病院

秋田厚生医療センター

山形県 寒河江市西村山郡医師会総合健診センター

鶴岡地区医師会荘内地区健康管理センター

全日本労働福祉協会東北支部山形健診センター

やまがた健康推進機構山形検診センター

日本健康管理協会山形健康管理センター

山形市医師会健診センター

福島県 福島市医師会

山本内科医院

佐々木内科胃腸科

福島県保健衛生協会

茨城県 ひたちなか市福祉部健康推進課

茨城県メディカルセンター

セントラル総合クリニック健診センター

総合病院土浦協同病院予防医療センター

霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター

茨城県総合健診協会

取手北相馬保健医療センター医師会病院

栃木県 宇都宮健康クリニック

栃木県保健衛生事業団

宇都宮市医療保健事業団健診センター

宇都宮健康クリニック



都道府県 施設名

群馬県 群馬県健康づくり財団

伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター

登田医院

下仁田厚生病院

埼玉県 大宮医師会

自治医科大学附属さいたま医療センター

特定双愛会大宮双愛病院

千葉県 ちば県民保健予防財団

東日本製鉄所千葉健康管理センター

柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック

君津健康センター

ちば県民保健予防財団

千葉ロイヤルクリニック

亀田総合病院亀田健康管理センター

東京都 武蔵野赤十字病院

豊島健康診査センター

東京都予防医学協会

早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック

PL東京健康管理センター

全日本労働福祉協会

江戸川区医師会医療検査センター

イムス板橋健診クリニック

日本予防医学協会附属診療所ウェルビーイング毛利

芝健診センター

愛誠病院

東京都予防医学協会

セラヴィ新橋クリニック

西新橋保健センター

みなと健診クリニック

社会福祉法人三井記念病院総合健診センター

立川中央病院附属健康クリニック

世田谷区保健センター

全日本労働福祉協会東京支部



都道府県 施設名

東京都 池袋ロイヤルクリニック

進興会立川北口健診館

日本健診財団

新宿追分クリニック板橋分院

オリエンタル上野健診センター

神奈川県 藤沢総合健診センター

横浜港運健康保険組合

京浜保健衛生協会

相和会相模原総合健診センター

神奈川県予防医学協会

神奈川県労働衛生福祉協会

藤沢市保健所

ヘルス・サイエンス・センター

優和会湘南健診ｸﾘﾆｯｸ湘南健康管理センタ—

優和会湘南健診クリニックココットさくら館

日本健康倶楽部横浜支部

新潟県 柏崎市刈羽郡医師会柏崎メジカルセンター

新潟市医師会メジカルセンター

新潟県労働衛生医学協会新潟ウェルネス

長岡中央綜合病院中央健診センター

新潟県保健衛生センター

下越総合健康開発センター

上越医師会上越地域総合健康管理センター

新潟県保健衛生センター

富山県 北陸予防医学協会

富山県健康づくり財団富山県健康増進センター

不二越病院

石川県 石川県成人病予防センター

石川県予防医学協会

福井県 福井県予防医学協会

福井赤十字病院

福井県健康管理協会

福井厚生病院



都道府県 施設名

福井県 福井県予防医学協会

福井勝山総合病院

山梨県 山梨県厚生農業協同組合連合会

山梨県健康管理事業団

山梨病院健康管理センター

長野県 飯田市立病院

中部公衆医学研究所

湖南関医院

長野県健康づくり事業団

長野県労働基準協会連合会

岐阜県 久美愛厚生病院

ぎふ綜合健診センター

ききょうの丘健診プラザ

西美濃厚生病院

総合保健センター

岐北厚生病院

静岡県 JA静岡厚生連遠州病院

焼津市医師会臨床検査センター

共立蒲原総合病院健康診断センター

聖隷福祉事業団保健事業部聖隷予防健診センター

聖隷福祉事業団保健事業部聖隷健康診断センター

静岡県産業労働福祉協会

静岡市静岡医師会健診センター

静岡県結核予防会

東海検診センター

浜松赤十字病院

静岡赤十字病院健診センター

磐田市立総合病院健診センター

御殿場市役所健康推進課

浜松市医療公社浜松医療センター健診センター

愛知県 公立陶生病院

豊橋市民病院予防医療センター

豊田健康管理クリニック



都道府県 施設名

愛知県 名古屋市立西部医療センター

山下病院

名古屋市医師会健診センター

小牧市民病院健診センター

DENSO

三菱UFJ銀行健康センター（名）

公衆保健協会

オリエンタル労働衛生協会

日本予防医学協会

名古屋セントラルクリニック

豊橋市民病院予防医療センター

しらゆりクリニック健診センター

公衆保健協会

だいどうクリニック健診センター

三重県 鈴鹿中央総合病院健診センターオリーブ

みたき健診クリニック

松阪中央総合病院健康管理施設エポック

三重県健康管理事業センター

近畿健康管理センター三重事業部

ヨナハ総合病院

滋賀県 市立野洲病院

滋賀県健康づくり財団

滋賀保健研究センター

京都府 日本赤十字社京都第二赤十字病院

京都予防医学センター

京都工場保健会

京都医療センター

大阪府 みどり健康管理センター

箕面市医療保健センター

大阪がん循環器病予防センター

交野市保健福祉総合センター

パナソニック健康保険組合健康管理センター

船員保険大阪健康管理センター



都道府県 施設名

大阪府 大阪府結核予防会

大阪医科大学健康科学クリニック

茨木市健康福祉部保健医療課

愛仁会総合健康センター

オリエンタル労働衛生協会大阪支部メディカルクリニック

兵庫県 兵庫県健康財団

西宮市医師会診療所

芦屋市保健センター芦屋市こども・健康部　健康課

兵庫県予防医学協会健診センター　

加古川総合保健センター

姫路市医師会

朝日ビル中院クリニック

カーム尼崎健診プラザ

川西市医師会メディカルセンター

尼崎市保健所

順天健診クリニック

西宮市医師会

奈良県 奈良県健康づくり財団

小泉診療所

杉原内科

高の原中央病院人間ドックセンター

奈良市総合医療検査センター

葛城メディカルセンター

和歌山県 和歌山市医師会

鳥取県 山陰労災病院

鳥取県保健事業団

中国労働衛生協会米子検診所

鳥取保健事業団健診センター

島根県 島根県環境保健公社

出雲市立総合医療センター健康管理センター

岡山県 淳風会健康管理センター

岡山県健康づくり財団

総合病院水島協同病院



都道府県 施設名

岡山県 福嶋医院

倉敷成人病健診センター

川崎医科大学総合医療センター

広島県 広島県地域保健医療推進機構

アルパーク検診クリニック

広島原爆障害対策協議会

三原市医師会病院

中国労働衛生協会

厚生堂長崎病院ヘルスケアセンター

JA広島総合病院健康管理センター

東部健診センター

山口県 防府消化器病センター健診センター

山口県予防保健協会

徳島県 つるぎ町立半田病院

とくしま未来健康づくり機構

JA徳島厚生連徳島県農村健康管理センター

香川県 香川県総合健診協会

愛媛県 愛媛県総合保健協会

順風会健診センター

高知県 健会高知検診クリニック

高知県総合保健協会

福岡県 粕屋医師会

小倉医師会健診センター

飯塚医師会検診検査センター

福岡市医師会

くるめ病院

福岡県結核予防会福岡結核予防センター

福岡労働衛生研究所

遠賀中間医師会おんが病院医師会健診センター

筑紫医師会

医療情報健康財団

西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所

聖マリア福岡健診センター



都道府県 施設名

福岡県 福岡県すこやか健康事業団

西福岡病院

親愛天神クリニック

西日本産業衛生会福岡健診診療所

親愛ステーションクリニック

高木病院産業健診センター

日本予防医学協会

佐賀県 佐賀県健康づくり財団

唐津病院

唐津東松浦医師会医療センター

長崎県 長崎市医師会

春回会クリニック

長崎県健康事業団

熊本県 熊本県総合保健センター

大腸肛門病センター高野病院総合健診センター　

日本赤十字社熊本健康管理センター

天草中央総合病院健康管理センター

熊本病院予防医療センター

熊本県総合保健センター

熊本県厚生農業協同組合連合会健康管理センター

天草郡市医師会立天草地域健診センター

大分県 大分健康管理協会大分総合健診センター

臼杵市医師会立市民健康管理センター

大分三愛総合健診センター

大分県地域保健支援センター

大分県地域成人病検診センター

大分県厚生連健康管理センター

大分県地域成人病検診センター

宮崎県 宮崎県健康づくり協会

都城市北諸県郡医師会都城健康サービスセンター

宮崎県健康づくり協会

宮崎市郡医師会病院健診センター

鹿児島県 鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島



都道府県 施設名

鹿児島県 鹿児島県民総合保健センター

沖縄県 琉生病院

浦添総合病院健診センター

中部地区医師会検診センタ－

豊見城中央病院附属健康管理センター

ちばなクリニック健康管理センター

那覇市医師会生活習慣病検診センター

沖縄県健康づくり財団


