
機密性2 提携先健診機関一覧

地区 実施機関名 郵便番号 住所

公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター 札幌商工診療所 060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目１５－２

医療法人社団 清和会 南札幌病院 064-0809 札幌市中央区南９条西７丁目１番２３号

医療法人社団 光星 メディカルプラザ札幌 健診クリニック 060-0005 札幌市中央区北５条西２丁目５番地ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ８Ｆ

医療法人社団　北海道健診・内科クリニック 060-0032 札幌市中央区北２条東１２丁目９８－１

医療法人社団 明日佳 札幌健診センター 064-0810 札幌市中央区南１０条西１丁目１番３０号ホテルライフォート札幌5Ｆ

船員保険 北海道健康管理センター 060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目１番地マルイト札幌ビル4Ｆ・5Ｆ

JA北海道厚生連札幌厚生病院 060-0033 札幌市中央区北三条東８－５

勤医協札幌クリニック 060-0061 札幌市中央区南１条西10-6-5タイムスビル5F

医療法人社団慈藻会　平松記念病院 064-8536 札幌市中央区南22条西14丁目1番20号

北区 公益財団法人 北海道結核予防会 札幌複十字総合健診センター 060-0808 札幌市北区北８条西３丁目２８番地札幌エルプラザ５階

医療法人社団 豊生会 東苗穂病院 007-0803 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番１８号

公益財団法人北海道対がん協会札幌がん検診センター 065-0026 札幌市東区北26条東14丁目1-15

公益財団法人 北海道労働保健管理協会 健診センター診療所 003-0024 札幌市白石区本郷通３丁目南２番１３号

医療法人菊郷会石橋胃腸病院 003-0863 札幌市白石区川下３条４丁目２番１号

医療法人 菊郷会 札幌センチュリー病院 003-0825 札幌市白石区菊水元町５条３丁目５番１０号

社会医療法人 恵和会 西岡病院 062-0034 札幌市豊平区西岡４条４丁目１番５２号

医療法人 新産健会 スマイル健康クリニック 062-0052 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-96

医療法人社団　豊志会 004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条4-2-8

医療法人 記念塔病院 004-0004 札幌市厚別区厚別東４条３丁目３番６号

医療法人 潤和会 札幌ひばりが丘病院 004-0053 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１２番１号

手稲区 医療法人社団明生会イムス札幌内科リハビリテーション病院 006-0049 札幌市手稲区手稲金山１２４

清田区 北海道医療生活協同組合札幌緑愛病院 004-0861 札幌市清田区北野1条1丁目6-30

社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 040-8585 函館市本町３３番２号

函館赤十字病院 040-8631 函館市堀川町６－２１

社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 040-8611 函館市五稜郭町３８－３
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社会福祉法人恩賜財団済生会支部　北海道済生会小樽病院 047-0008 小樽市築港１０番１

社会福祉法人 北海道社会事業協会 小樽病院 047-8510 小樽市住ノ江１丁目６番１５号

小樽市立病院 047-8550 小樽市若松１丁目１番１号

医療法人 ひまわり会 札樽病院 047-0261 小樽市銭函３丁目２９８番地

医療法人社団三ツ山病院 047-0032 小樽市稲穂1丁目9番2号

公益財団法人 北海道対がん協会 旭川がん検診センター 071-8122 旭川市末広東２条６丁目６番１０号

医療法人社団 はらだ病院 070-0031 旭川市１条通１６丁目右７号

医療法人社団 慶友会 予防医療センター 079-8412 旭川市永山2条24丁目93-2

一般社団法人 旭川市医師会健康管理診療所 070-0029 旭川市金星町１丁目１番５０号

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 078-8211 旭川市１条通２４丁目１１１番地３

医療法人社団功和会佐久間病院 070-0035 旭川市五条通７丁目左７

医療法人社団腎愛会だてクリニック 070-0061 旭川市曙1条5丁目1番2号

医療法人元生会森山病院 070-0038 旭川市宮前2条1丁目1－6

道北勤医協一条クリニック 078-8341 旭川市東光１条１丁目１番１６号

医療法人社団shindo旭川リハビリテーション病院 078-8801 旭川市緑が丘東1条1-1-1

室蘭市 一般財団法人 室蘭・登別総合健診センター 050-0083 室蘭市東町４丁目２０番６号

釧路市医師会健診センター 085-0016 釧路市錦町２丁目４番地フィッシャーマンズワーフＭＯＯ５Ｆ

道東勤医協 協立すこやかクリニック 085-0055 釧路市治水町６番３０号

社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院 085-0062 釧路市愛国１９１番２１２

医療法人豊慈会　釧路北病院 084-0902 釧路市昭和190番地130

社会医療法人恵和会　帯広中央病院 080-0017 帯広市西７条南８丁目１番地３

社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院　帯広協会病院 080-0805 帯広市東５条南９丁目2

医療法人社団新井病院 080-0011 帯広市西一条南１５－６

北見市 医療法人 ケイ・アイ オホーツク海病院 099-2102 北見市端野町２区７９３番地の１

岩見沢市 独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道中央労災病院 068-0004 岩見沢市４条東１６丁目５番地

留萌市 留萌市立病院 077-8511 留萌市東雲町２丁目１６番地１
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一般財団法人ハスカッププラザ　苫小牧市保健センター 053-0018 苫小牧市旭町２丁目9番7号

医療法人社団 養生館 苫小牧日翔病院 053-0803 苫小牧市矢代町2-9-13

稚内市 市立稚内病院 097-8555 稚内市中央４－１１－６

美唄市 医療法人社団 慶北会 花田病院 072-0001 美唄市大通東１条北２丁目２－５

赤平市 あかびら市立病院 079-1136 赤平市　本町3-2

紋別市 大原病院 094-8714 紋別市幸町４－１－１６

名寄市 医療法人　臨生会　吉田病院 096-0013 名寄市西三条南６－８－２

三笠市 医療法人社団 幾生会 南そらち記念病院 068-2165 三笠市岡山５０６番地８号

千歳市 医療法人社団 北斗会 北斗内科小児科医院 066-0073 千歳市北斗６丁目１番１号

滝川市 武田医院 073-0021 滝川市本町１丁目２番１８号

富良野市 医療法人社団 ふらの西病院 076-0038 富良野市桂木町２番７７号

登別市 独立行政法人地域医療機能推進機構　登別病院 059-0598 登別市登別東町３－１０－２２

社会医療法人 慈恵会 聖ヶ丘病院 052-0014 伊達市舟岡町２１４番地２２号

総合病院伊達赤十字病院 052-0021 伊達市末永町８１番地

医療法人社団 西の里恵仁会病院 061-1102 北広島市西の里５０６番地１３

医療法人社団 銀杏会 北広島希望ヶ丘病院 061-1270 北広島市大曲８０４番地

医療法人社団 北広島中央クリニック 061-1121 北広島市中央１丁目２－７

倶知安町 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 044-0004 虻田郡倶知安町北4条東1丁目

余市町 医療法人社団　修徳会　林病院 046-0012 余市郡　余市町　山田町　５０-１

長沼町 町立長沼病院 069-1332 夕張郡長沼町中央南２丁目２番１号

上川町 国民健康保険 上川医療センター 078-1743 上川郡上川町華園町175

美深町 ＪＡ北海道厚生連 美深厚生病院 098-2231 中川郡美深町字東１条南３丁目３番地

遠軽町 ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院 099-0404 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番地５

湧別町 医療法人社団 耕仁会 曽我病院 099-6329 紋別郡湧別町中湧別中町８２６番地の１

雄武町 雄武町国民健康保険病院 098-1702 紋別郡雄武町字雄武１４８２番地２

洞爺湖町 社会医療法人 慈恵会 ひじり在宅クリニック 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町３０番地１９
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医療法人社団 翔嶺館 音更宏明館病院 080-0111 河東郡音更町木野大通東１７丁目１番６

医療法人 徳洲会 帯広徳洲会病院 080-0302 河東郡音更町木野西通１４丁目２番地１

士幌町 士幌町国民健康保険病院 080-1214 河東郡士幌町字士幌西２線１６７番地

幕別町 緑町クリニック 089-0614 中川郡幕別町緑町21番地の55

鶴居村 医療法人資生会　つるい養生邑病院 085-1212 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北２２線西１１番地

羅臼町 社会医療法人孝仁会　知床らうす国民健康保険診療所 086-1823 目梨郡羅臼町栄町100番地83

東京都 一般財団法人　日本健康増進財団 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－２４－４

一般財団法人茨城県メディカルセンター 310-8581 茨城県水戸市笠原町489番地

一般財団法人　全日本労働福祉協会　茨城県支部 319-0209 茨城県笠間市泉１６１５－１

栃木県 公益財団法人　宇都宮市医療保健事業団 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町968

群馬県 一般財団法人　日本健康管理協会　北関東支部　伊勢崎健診プラザ 372-0822 群馬県伊勢崎市中町655-1
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