
２０２２年度特定保健指導を受けることができる保健指導委託機関 

保健指導機関に直接お電話でお申込みください。無料で特定保健指導を受けることができます。 

※一部機関では土曜、日曜、夜間の実施が可能です。お申込みの際にお問い合わせください。 

(オンライン保健指導欄「○」は、ご自宅等でのスマホやタブレットでの対面保健指導が可能です) 

市区町 委託保健指導機関名 住所 オンライン 

保健指導 

電話【（ ）は受付時間】 

伊東市 伊東市民病院 伊東市岡 196-1 × 0557-37-2626  (14 時～16 時) 

伊豆市 
中伊豆温泉病院 

健康管理センター 
伊豆市上白岩 1000 × 0558-83-3340 (13 時～16 時) 

三島市 
JCHO三島総合病院 三島市谷田字藤久保 2276 × 055-975-2730 (10 時～16 時) 

三島中央病院健診センター 三島市緑町 1-3 × 055-971-4155 (9 時～17 時) 

沼津市 聖隷沼津健康診断センター 沼津市本字下 1丁田 895-1 × 
055-952-1037  平日（8 時半～16 時半） 

土 （8 時半～11 時半） 

長泉町 池田病院健康管理センター 駿東郡長泉町本宿 411-5 × 055-986-8600 (8 時 40 分～17時) 

富士市 

共立蒲原総合病院 富士市中之郷 2500-1 ○ 0545-81-3325 (13 時～16 時 30 分) 

聖隷富士病院 富士市南町 3-1 × 0545-52-0780  (8 時半～17 時) 

富士いきいき健康サポート 

センター 
富士市天間 1640-1 ○ 0545-73-1911  (8 時半～16 時 45 分) 

静岡市 

清水区 

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 ○ 054-353-5313 (13 時～17 時) 

静岡市清水医師会 

健診センター 
静岡市清水区渋川 2-12-1 × 

054-348-0515   平日（8 時半～16 時半） 

土 （8 時半～11 時半） 

静岡市

葵 区 

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 
× 054-273-1921 (13 時～17 時) 

静岡県予防医学協会  

静岡事務所 
静岡市葵区建穂 1-3-43 ○ 0120-39-6460 (9 時半～16時 45 分) 

静岡厚生病院  

健康管理センター 
静岡市葵区北番町 23 × 054-272-1466 (13 時半～16 時) 

キープフィット 静岡市葵区古庄６丁目 5-11 ○ 054-277-9215 (9 時～17 時) 

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 
○ 054-280-6222 (8 時半～17 時) 

静岡市 

駿河区 

SBS静岡健康増進センター 静岡市駿河区登呂 3-1-1 × 
054-280-5509 (13 時～16 時) 

054-282-1109 （10 時～16 時） 

聖隷健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

Shizuoka 

静岡市駿河区曲金 

6丁目 8番 5-2(東静岡駅南) 
○ 054-280-6222 (8 時半～17 時) 

静岡済生会総合病院  

健康管理センター 
静岡市駿河区小鹿 1-1-1 × 054-280-5031 (9 時～17 時) 

焼津市 一般社団法人焼津市医師会 焼津市西小川 5丁目 6-3 ○ 054-621-2727 (9 時～17 時半) 

藤枝市 

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台 4-1-11 × 054-646-1117 平日(8 時半～17 時) 

静岡県予防医学協会 

藤枝健診センター 
藤枝市善左衛門 2-11-5 ○ 0120-39-6460 平日(9 時半～15 時 30 分) 



 

＜杏林堂薬局の各店舗でも受診可能です＞ 

委託保健指導機関名 住所 

オンライン

保健指導

は実施で

きます。 

○ 

 

電話【（ ）は受付時間】 

杏林堂スーパードラッグストア アクロスプラザ厚原店 富士市厚原 110-1 

杏林堂薬局 静岡小鹿店 

ニコニコ保健室 

054-654-5611 

平日(10 時～17 時) 

 

※杏林堂薬局各店舗での

指導予約、お問い合わせ

については、上記施設へ

ご連絡ください。 

杏林堂スーパードラッグストア 富士宮浅間店 富士宮市浅間町 6-3 

杏林堂スーパードラッグストア 静岡松富店 静岡市葵区松富 2-1-62 

杏林堂スーパードラッグストア 静岡小鹿店 静岡市駿河区小鹿 228‐1 

杏林堂スーパードラッグストア 焼津大住店 焼津市大住 673 

杏林堂スーパードラッグストア 藤枝清里店  藤枝市清里 1-1-1 

杏林堂スーパードラッグストア 島田稲荷店 島田市稲荷 4-10-1 

杏林堂スーパードラッグストア 吉田店 榛原郡吉田町神戸 656 

杏林堂スーパードラッグストア 浜岡店 御前崎市池新田 4359-1 

杏林堂スーパードラッグストア 掛川花鳥園前店 掛川市南西郷 424-1 

杏林堂スーパードラッグストア 袋井下山梨店 袋井市下山梨 1952-4 

杏林堂スーパードラッグストア 鳥之瀬店 磐田市鳥之瀬 52 

杏林堂スーパードラッグストア 根洗店 浜松市北区根洗町 130-1 

杏林堂スーパードラッグストア 小松店 浜松市浜北区小松 465-3 

杏林堂スーパードラッグストア 和田店 浜松市東区和田町 220-1 

杏林堂スーパードラッグストア ピーワンプラザ天王店 浜松市東区天王町 1982-3 

杏林堂スーパードラッグストア 伊左地店 浜松市西区伊左地町 480-1 

杏林堂スーパードラッグストア 志都呂店 浜松市西区志都呂 1-1-1 

杏林堂スーパードラッグストア 新所原駅南店 湖西市駅南 3-2-50 

 

藤枝市 
静岡県予防医学協会 

総合健診センター（ヘルスポート） 
藤枝市善左衛門 2-19-8 ○ 0120-39-6460 平日(9 時半～15 時 30 分) 

菊川市 菊川市立総合病院 菊川市東横地 1632 × 0537-36-5585 (13 時～17 時) 

掛川市 中東遠総合医療センター 掛川市菖蒲ヶ池 1-1 × 0537-28-8028 （14 時～16 時半) 

浜松市 

浜北区 

十全記念病院 浜松市浜北区小松 1700 × 053-586-1115 (13 時～17 時) 

浜松赤十字病院 浜松市浜北区小林 1088-1 × 053-401-1140 (8 時半～16 時半) 

浜松市 

南区 
すずかけセントラル病院 浜松市南区田尻町 120-1 × 0120-771-804 (13 時～17 時) 

浜松市 

中区 

聖隷健康診断センター(住吉) 浜松市中区住吉 2-35-8 ○ 053-412-2525 (8 時半～17 時) 

浜松医療センター 浜松市中区富塚町 328 × 053-451-2733 (8 時半～17 時) 

遠州病院健康管理センター 浜松市中区中央 1丁目 1-1 × 053-401-0088  (13 時半～17時) 

浜松市 

北区 

聖隷予防検診センター 

(三方原) 
浜松市北区三方原町 3453-1 ○ 053-412-2525 (8 時半～17 時) 

浜松とよおか病院 浜松市北区豊岡町１１０ × 053-439-0220 (8 時半～17 時半) 

浜松市 

東区 

静岡県予防医学協会  

浜松健診センター 
浜松市東区下石田町 951 ○ 053-422-7800 (9 時～17 時) 

浜松労災病院 浜松市東区将監町 25 × 053-462-1211 （8時 15 分～17 時） 

湖西市 浜名病院健診センター  湖西市新所岡崎梅田入会地 15-70 × 053-573-3700  (8 時 15 分～17 時) 


