
機密性1

健診実施機関名称 所在地

毎日ドクター 名古屋市中村区名駅1-1-3　JRゲートタワー26階

名古屋ステーションクリニック 名古屋市中村区名駅4-6-17  名古屋ビルディング8階

増子記念病院 名古屋市中村区竹橋町35-28

名古屋駅健診クリニック 名古屋市中村区名駅4-10-25  名駅ＩＭＡＩビル5階

ミッドタウンクリニック名駅 名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋５階

ライフ予防医学クリニック 名古屋市中村区名楽町５－１３

国際セントラルクリニック 名古屋市中村区那古野１－４７－１　名古屋国際センタービル１０階

名古屋公衆医学研究所集団検診センター 名古屋市中村区長筬町4-23

名駅前診療所保健医療センター 名古屋市中村区名駅南2-14-19  住友生命名古屋ビル2階

ライフ健康クリニック 名古屋市中村区道下町2-26

大名古屋ビルセントラルクリニック 名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング９階

全日本労働福祉協会東海診療所 名古屋市中村区名駅南1-24-20  名古屋三井ビルディング新館3階

公衆保健協会 名古屋市中村区黄金通2-45-2

中日病院健診センター 名古屋市中区丸の内3-12-3

名古屋東栄クリニック 名古屋市中区栄2-11-25

スカイル内科スカイル健康管理センター 名古屋市中区栄3-4-5　スカイルビル11階

健診センター栄エンゼルクリニック 名古屋市中区栄5-4-12

日本予防医学協会附属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

大須病院総合健診センタ 名古屋市中区松原2-17-5

名城病院 名古屋市中区三の丸１丁目3番1号

マリンクリニック 名古屋市中区丸の内3-20-17　KDX桜通ビル4階

葛谷クリニック 名古屋市中区栄4-17-20

上前津メディカルクリニック 名古屋市中区上前津1-6-10

加藤内科胃腸科 名古屋市中区丸の内3-16-16

愛知三の丸クリニック 名古屋市中区三の丸3-2-1

ＫＫＣウェルネス名古屋健診クリニック 名古屋市中区栄2-10-19  名古屋商工会議所ビル11階

奥田クリニック健診センター 名古屋市中区錦1-4-28

エルズメディケア名古屋 名古屋市中区栄2-1-1  日土地名古屋ビル3階

オリエンタル労働衛生協会 名古屋市千種区今池1-8-4

東山内科東山健康管理センター 名古屋市千種区東山通5-103

メディカルパーク今池 名古屋市千種区今池1-8-8　今池ガスビル2階

オリエンタルクリニック 名古屋市千種区今池1-8-5

医療法人和伸会　和田内科病院 名古屋市千種区今池南25-5

東海病院東海健康管理センター 名古屋市千種区千代田橋1-1-1

ひまわりクリニック 名古屋市西区則武新町3-8-20

大雄会ルーセントクリニック 名古屋市西区牛島町6-1  名古屋ルーセントタワー３階

名鉄病院　健診センター 名古屋市西区栄生2-26-11

ナゴヤガーデンクリニック 名古屋市西区則武新町3丁目1-17イオンモール名古屋ノリタケガーデン3階

守山内科守山健康管理センター 名古屋市守山区新守山901

守山いつき病院 名古屋市守山区守山2-18-22

ようていファミリークリニック藤が丘 名古屋市守山区四軒家2-702

星のまちクリニック　健診センター 名古屋市名東区牧の原3丁目301

さとう乳腺内科・健診クリニック 名古屋市名東区一社２－８　オオタ一社ビル３階

名古屋市医師会健診センター 名古屋市東区葵1-18-14

ＡＯＩ名古屋病院 健診センター 名古屋市東区泉2-2-5

三和予防医学 名古屋市北区光音寺町1-98

総合上飯田第一病院健診センター 名古屋市北区上飯田北町2-70

北病院 名古屋市北区上飯田南町2-88

愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1-18-4

くろかわ内科・健診クリニック 名古屋市北区元志賀町1丁目4番1

大隈病院 名古屋市北区大曽根２－９－３４

平林移動集団検診所 名古屋市昭和区小桜町2-29-2

愛知県健康づくり振興事業団 名古屋市昭和区永金町1-1

名古屋臨床検査センター附属診療所 名古屋市昭和区滝子町27-22

いつきクリニック石川橋 名古屋市昭和区檀溪通5-26

メドック健康クリニック 名古屋市昭和区安田通4-3

聖霊病院 名古屋市昭和区川名山町５６

瑞穂区 ブラザー記念病院 名古屋市瑞穂区塩入町11-8

名古屋市立緑市民病院 名古屋市緑区潮見が丘1-77

相生山病院 名古屋市緑区藤塚3-2704

総合病院南生協病院 名古屋市緑区南大高2-204

第一なるみ病院 名古屋市緑区細口１丁目210番地
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さくら医院　予防医療健診センター 名古屋市緑区鳴子町３－４９－２３　ナルコス２階

中京クリニカル 名古屋市熱田区白鳥3-6-17

協立総合病院 名古屋市熱田区五番町4-33

服部病院 名古屋市熱田区沢上1-3-20

重工記念病院 名古屋市熱田区外土居町7-8

あんずクリニック 名古屋市熱田区六番1-1-9

クリニックレインボー 名古屋市熱田区六番２－１６－１９

名南ふれあい病院 名古屋市南区豊田5-15-18

名南病院 名古屋市南区南陽通5-1-3

JCHO中京病院健康管理センター 名古屋市南区三条1-1-10

だいどうクリニック 名古屋市南区白水町8

全日本労働福祉協会東海支部 名古屋市南区浜中町1丁目5-1

名古屋セントラルクリニック 名古屋市南区千竃通７－１６－１

名古屋西病院 名古屋市中川区荒子2-40

まつかげ予防医学・健診センター 名古屋市中川区打出2-347

クリニックサンセール 名古屋市中川区中島新町2-311

高畑生協診療所 名古屋市中川区高畑5-182

名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町4-66

当知診療所 名古屋市港区小碓2-284

宝神生協診療所 名古屋市港区宝神3丁目2107-2

みなと診療所 名古屋市港区港楽３－７－１８

あいち健康クリニック 津島市藤里町2-5

津島市民病院 津島市橘町3-73

弥富市 海南病院 弥富市前ケ須町南本田３９６

飛島村 加藤胃腸科内科・とびしまこどもクリニック 海部郡飛島村服岡4-8

尾張温泉かにえ病院 海部郡蟹江町西之森長瀬下65-14

かにえ診療所 海部郡蟹江町大字今字下六反田11

犬山市 総合犬山中央病院健康管理センター 犬山市大字五郎丸二夕子塚6

江南市 江南厚生病院健康管理センター 江南市高屋町大松原137

大雄会第一病院 一宮市羽衣1-6-12

千秋病院 一宮市千秋町塩尻山王1

山下病院 一宮市中町1-3-5

いつきクリニック一宮 一宮市大和町毛受辻畑47-1

一宮西病院健診センター 一宮市開明平1

松前内科医院 一宮市浅野紅楳野50-1

稲沢厚生病院 稲沢市祖父江町本甲拾町野7

稲沢市民病院 稲沢市長束町沼100

岩倉市 ようてい中央クリニック 岩倉市曽野町郷前１７

済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前111

ようていファミリークリニック 北名古屋市熊之庄宮地97

ようてい健康増進クリニック 北名古屋市西之保三町地3-1

扶桑町 伊藤整形・内科　健診センター 丹羽郡扶桑町高雄郷東41

小牧第一病院 小牧市中央5-39

すこやか健診センター 小牧市小牧4-108

小牧市民病院健診センター 小牧市常普請1-20

小牧ようてい記念病院 小牧市西之島丁田1963番地

名古屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北2-52

春日井市総合保健医療センター 春日井市鷹来町1丁目１番地1

東海記念病院健康管理センター

瀬戸健康管理センター 瀬戸市共栄通1-48

井上病院健康管理センター 瀬戸市川北町2-11

公立陶生病院 瀬戸市西追分町１６０

あらかわ医院 尾張旭市大久手町中松原39

独立行政法人労働者健康安全機構　旭労災病
院

尾張旭市平子町北61番地

豊明市 中京サテライトクリニック 豊明市沓掛町石畑180-1

東海予防医学クリニック 日進市栄2-605

日進おりど病院予防医学推進・研究センター 日進市折戸町西田面110

長久手市 JAあいち健診センター 長久手市平池901

東郷町 和合セントラルクリニック 愛知郡東郷町春木白土１－１８８４

常滑市 常滑市民病院 常滑市飛香台3-3-3

大府市 いみずクリニック 大府市長根町１－８３－３

知多クリニック 半田市本町7-20

半田市医師会健康管理センター 半田市神田町1-1
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中央クリニック 東海市東海町5-3

公立西知多総合病院 東海市中ノ池3-1-1

知多厚生病院健康管理支援センター 知多郡美浜町河和西谷81-6

渡辺病院健診センター 知多郡美浜町野間上川田45-2

安城更生病院 安城市安城町東広畔28

三河安城クリニック 安城市相生町14-14

八千代病院 安城市住吉町2-2-7

アイエムクリニック・安城 安城市篠目町1-11-16

三嶋内科病院 岡崎市六供町3-8-2

宇野病院健診センター 岡崎市中岡崎町1-10

冨田病院 岡崎市本宿町南中町32

岡崎市医師会はるさき健診センター 岡崎市針崎町春咲1-3

西尾市 西尾市医師会健康管理センター 西尾市熊味町小松島32　西尾市保健センター3階

豊田厚生病院 豊田市浄水町伊保原500-1

豊田地域医療センター 豊田市西山町3-30-1

豊田健康管理クリニック 豊田市竜神町新生151-2

中野胃腸病院健診センターなかの 豊田市駒新町金山1-12

三九朗病院　健診センター 豊田市小坂町７－８０

トヨタ記念病院　健診センター 豊田市平和町１－１

みよし市 みよし市民病院 みよし市三好町八和田山15

碧南市医師会臨床検査センター 碧南市平和町3-6　碧南市民病院2階

小林記念病院健康管理センター 碧南市新川町3-88

一里山・今井病院 刈谷市一里山町中本山88

刈谷医師会臨床検査センター 刈谷市一色町3-5-1

刈谷豊田総合病院健診センター 刈谷市住吉町5-15

高浜市 高浜豊田病院 高浜市湯山町６－７－３

光生会病院 豊橋市吾妻町137

佐野医院 豊橋市松葉町3-10

成田記念病院 豊橋市羽根井本町134

豊橋市民病院 豊橋市青竹町八間西50

豊橋元町病院 豊橋市南大清水町元町205

医療法人さわらび会　福祉村病院 豊橋市野依町字山中19-14

オリエンタル蒲郡健診センター 蒲郡市海陽町2-2

蒲郡厚生館病院 蒲郡市栄町11-13

蒲郡市医師会健診センター 蒲郡市浜町4-2

蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田1番地1

田原市 渥美病院 田原市神戸町赤石1-1

新城市 新城市民病院 新城市北畑32-1

しらゆりクリニック 豊川市大堀町77

樋口病院　健診センター 豊川市諏訪2-145

豊川市民病院　総合健診室 豊川市八幡町野路23

豊川さくら病院 豊川市市田町大道下30-1

総合青山病院 豊川市小坂井町道地100-1

共立荻野病院 豊川市三上町雨谷口３２

群馬県 日本健康管理協会伊勢崎健診プラザ 群馬県伊勢崎市中町655番地1

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　5階

医療法人社団優人会　東西線メディカルクリ
ニック

江東区門前仲町1-4-8　9階

一般財団法人　日本健康増進財団 渋谷区恵比寿1-24-4

公益財団法人結核予防会　総合健診推進セン
ター

千代田区神田三崎町1-3-12

一般財団法人　全日本労働福祉協会 品川区旗の台6-16-11

社会医療法人社団大成会　長汐病院 豊島区池袋1-5-8　

神奈川県 相模原市 南区 ヘルス・サイエンス・センター 相模原市南区相模大野3丁目3番2-401号

ぎふ綜合健診センター 岐阜市日置江4-47

医療法人かなめ会　山内ホスピタル 岐阜市市橋3-7-22

医療法人坦水会　操健康クリニック 岐阜市薮田南1-4-20

岐阜県立下呂温泉病院 下呂市森2211

ききょうの丘健診プラザ 土岐市土岐ヶ丘２－１２－１

羽島郡 岐南町 医療法人岐陽会　サンライズクリニック 羽島郡岐南町野中3-220

国民健康保険飛騨市民病院 飛騨市神岡町東町725番地

東海検診センター 沼津市新沢田町8-7

聖隷静岡健診クリニック 静岡市葵区黒金町５５　静岡交通ビル

静岡市静岡医師会　健診センターMEDIO 静岡市葵区呉服町1-20 呉服町タワー2F

聖隷健康サポートセンターShizuoka 静岡市駿河区曲金6丁目8番5-2号（東静岡駅南）
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SBS静岡健康増進センター 静岡市駿河区登呂3-1-1

清水厚生病院 健康管理センター 静岡市清水区庵原町578-1

JCHO桜ヶ丘病院　健康管理センター 静岡市清水区桜が丘町13-23

聖隷健康診断センター 浜松市中区住吉2-35-8

丸山病院　健診センター 浜松市中区助信町39-10

浜松医療センター 浜松市中区富塚町328

聖隷予防検診センター 浜松市北区三方原町3453-1

浜松とよおか病院　健康管理センター 浜松市北区豊岡町110

浜名病院健診センター 湖西市新所岡崎梅田入会地15番地の70

市立湖西病院 湖西市鷲津2259番地1

 一般財団法人近畿健康管理センターＫＫＣ健
康スクエア　ウエルネス　三重健診クリニッ
ク

津市あのつ台４－１－３

公益財団法人　三重県健康管理事業センター 津市観音寺町字東浦446番地の30

医療法人　尚豊会　みたき健診クリニック 四日市市生桑町菰池450-3

医療法人プログレス　四日市ヘルスプラス診療所 四日市市下海老町字平野52番1

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院 伊賀市上野桑町1734

滋賀保健研究センター　伊賀営業所 伊賀市服部町341-1

尾鷲総合病院 尾鷲市上野町5番25号

一般財団法人三重県産業衛生協会　くわな健
康クリニック

桑名市中央町3丁目23番地　桑名シティホール内

医療法人九愛会　中京サテライトクリニック
三重

鈴鹿市庄野町字久保８６６番地

医療法人メディカル春日会　革嶋クリニック 大阪市北区梅田2-4-13　阪神産経桜橋ビル2階

関西労働保健協会　アクティ健診センター 大阪市北区梅田３－１－１　サウスゲートビル１７階

医療法人健昌会　淀川健康管理センター 大阪市淀川区十三本町１－１－９

医療法人健人会　那須クリニック 大阪市淀川区西中島４－４－２１　サンノビル２階３階４階

中央区 医療法人　橘甲会　橘甲会クリニック 大阪市中央区内久宝寺町３－４－１

医療法人　崇孝会　北摂クリニック

医療法人　厚生会 貝塚市麻生中９０７－１

大阪府済生会新泉南病院 泉南市りんくう南浜３－７

静岡県

浜松市

中区

北区

湖西市

静岡市 駿河区

清水区

大阪府

大阪市

北区

淀川区

茨木市

貝塚市

泉南市

三重県

津市

四日市市

伊賀市

尾鷲市

桑名市

鈴鹿市


