
機密性2

○健診機関名横の「★」の表示は「特定健診プラス」の実施機関を、「指」の表示は健診当日の特定保健指導が可能な健診機関を表しています。 令和2年7月31日現在

健診機関名 ★ 指 所在地 電話番号 健診機関名 ★ 指 所在地 電話番号

勝楽堂病院 足立区千住柳町5-1 03-3881-0137 藤﨑病院 江東区南砂1-25-11 03-3648-2111

博慈会記念総合病院 ★ 足立区鹿浜5-11-1 03-3899-1311 愛和病院 指 江東区東砂4-20-2 03-5634-5400

井上クリニック ★ 足立区竹の塚5-11-8 03-3850-5771 日健クリニック 江東区亀戸6-56-15 03-3638-3155

あやせ循環器クリニック 指 足立区谷中3-6-9 03-3605-2821

エヌ・ケイ・クリニック ★ 足立区綾瀬3-2-8　シティプレイスアヤセ3Ｆ 03-3620-2034 北品川クリニック ★ 指 品川区北品川1-28-15 03-6433-3273

等潤病院　健診センター等潤 ★ 足立区一ツ家4-3-4 03-3850-7221 旗の台健診センター ★ 指 品川区旗の台6-16-11 03-3783-9411

東和病院 足立区東和4-7-10 03-5697-6461 進興クリニック ★ 指 品川区大崎2-1-1 Thinkpark Tower3Ｆ 03-5408-8181

井口病院 ★ 足立区千住2-19 03-3881-2470 オーバルコート健診クリニック ★ 指 品川区東五反田2-17-1 ｵｰﾊﾞﾙｺｰﾄ大崎ﾏｰｸｳｴｽﾄ14階 03-5408-8181

水野記念病院 足立区西新井6-32-10 03-3898-9380 牧田総合病院　健診ﾌﾟﾗｻﾞOmori ★ 品川区南大井6-28-12 ﾋｭｰﾘｯｸ大森ﾋﾞﾙ7･8F 03-3751-3489

柳原病院 ★ 足立区千住曙町35-1 03-5284-1800 目黒メディカルクリニック ★ 指 品川区東五反田5-22-33　TK池田山ﾋﾞﾙ4階 03-3280-5877

いずみ記念病院 足立区本木1-3-7 03-5888-2111 いすゞ病院 指 品川区南大井6-21-10 03-5471-4611

西新井病院 ★ 足立区西新井本町1-12-12 03-5647-1700 東京品川病院 総合健診センター 品川区東大井6-3-22 03-3761-4260

みかわしまタワークリニック ★ 荒川区東日暮里6-1-1 ｱﾄﾗｽﾌﾞﾗﾝｽﾞﾀﾜｰ三河島2F 03-3806-2711 日本赤十字社医療センター 指 渋谷区広尾4-1-22 03-3400-1311

日暮里健診プラザ ★ 荒川区西日暮里2-20-1 ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾟｰﾄﾀﾜｰ4階 03-5850-1700 新宿つるかめクリニック ★ 渋谷区代々木2-11-15 03-3299-8900

荒木記念東京リバーサイド病院 荒川区南千住8-4-4 03-5850-0311 恵比寿健診センター ★ 渋谷区恵比寿1-24-4 03-5420-8015

堀メディカルクリニック ★ 荒川区町屋1-1-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰMedium町屋 03-3895-8808 新宿ロイヤル診療所 ★ 渋谷区代々木2-9-26　久保ﾋﾞﾙ２F 03-3375-3371

バリューHRビルクリニック 渋谷区千駄ヶ谷5-21-14 ﾊﾞﾘｭｰHRﾋﾞﾙ2階 0570-075-710

富士見病院 板橋区大和町14-16 03-3962-2431 聖仁会診療所 ★ 渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTﾋﾞﾙ地下１階 03-6277-5076

小豆沢病院　健診センター ★ 板橋区小豆沢1-6-8 03-3968-7041 東海大学医学部付属東京病院 渋谷区代々木1-2-5 03-3379-1304

愛誠病院 板橋区加賀1-3-1 03-3961-5125 代々木病院 ★ 指 渋谷区千駄ケ谷1-30-7 03-3478-7038

板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1198 恵比寿ガーデンプレイスクリニック ★ 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰ3F 03-6854-1515

林クリニック ★ 板橋区小茂根4-28-14 03-3956-2090

労働保健協会 ★ 板橋区南町9-11 03-3530-2132 聖母病院 ★ 新宿区中落合2-5-1 03-3951-1129

新宿追分クリニック板橋分院 板橋区小茂根3-13-4 03-3973-0641 東京新宿メディカルセンター ★ 指 新宿区津久戸町5-1 03-3269-8118

新宿三井ビルクリニック ★ 新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ﾋﾞﾙ4Ｆ 03-3344-3300
江戸川病院総合健診センター マックスライフ ★ 江戸川区東小岩2-24-18 03-3673-1045 金内メディカルクリニック ★ 指 新宿区西新宿7-5-25 西新宿ﾌﾟﾗｲﾑｽｸｴｱ2Ｆ 03-3365-5521

第二臨海クリニック ★ 江戸川区西葛西7-28-8 03-5658-3558 西早稲田クリニック ★ 新宿区西早稲田2-21-16 圓生楼高田馬場ﾋﾞﾙ2階 03-3232-6465

東京臨海病院　健康医学センター 江戸川区臨海町1-4-2 03-5605-8822 新宿西口ヘルチェッククリニック ★ 指 新宿区西新宿3-2-4 新和ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7Ｆ 03-3345-7766

葛西中央病院 江戸川区船堀7-10-3 03-3680-8121 フィオーレ健診クリニック 新宿区新宿7-26-9 03-5287-6211

松江病院 江戸川区松江2-6-15 03-3652-3121 楠樹記念クリニック 新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ﾋﾞﾙ6Ｆ 03-3344-6666

京映会京橋クリニック ★ 江戸川区南篠崎町2-40-3 03-3678-5791 新宿追分クリニック ★ 指 新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ﾋﾞﾙ7F 0120-28-3113

ヒロオカクリニック ★ 新宿区新宿2-5-12　3階 03-3225-1720

大森山王病院 大田区山王3-9-6 03-3775-7711 芙蓉診療所成人病医学センター ★ 新宿区新宿5-14-5 03-3350-6731

安田病院 大田区大森北1-11-18 03-3761-1023 高戸橋クリニック ★ 新宿区高田馬場2-5-24 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ高田馬場1階 03-3200-1561

東京蒲田医療センター ★ 指 大田区南蒲田2-19-2 03-5744-3268 ヘルチェックレディース新宿クリニック ★ 指 新宿区西新宿2-7-1 第一生命ﾋﾞﾙ26Ｆ 03-3345-7766

馬込中央診療所 ★ 大田区中馬込1-5-8 03-3773-6773 東京山手メディカルセンター ★ 指 新宿区百人町3-22-1 03-3364-0251

健康館鈴木クリニック 大田区大森西5-25-11 ｳﾞｨﾗｸﾞﾗﾉｰﾊﾞ2Ｆ 03-3765-9536 幸楽メディカルクリニック ★ 指 新宿区新宿1-8-11 03-3355-0308

池上総合病院 大田区池上6-1-19 03-3755-2950 新宿追分クリニック・レディース 指 新宿区新宿3-1-13　京王新宿追分ﾋﾞﾙ6階 0120-28-3113

渡辺病院 大田区羽田1-5-16 03-3741-0223 御苑前クリニック 新宿区新宿2-1-11　御苑ｽｶｲﾋﾞﾙ2階 03-3357-2276

牧田総合病院人間ドック健診センター ★ 大田区西蒲田4-29-1 03-3751-3489 新宿野村ビルメディカルクリニック ★ 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ﾋﾞﾙ5階 03-6273-8277

TRC内科･整形外科クリニック 大田区平和島6-1-1 東京流通ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階 03-3767-3365 新宿健診プラザ ★ 指 新宿区歌舞伎町2-3-18 03-3207-2222

産業保健協会 大田区多摩川1-3-18 03-5482-0801 ミラザ新宿つるかめクリニック 新宿区新宿3-36-10 ﾐﾗｻﾞ新宿7階 03-6300-0063

東京都予防医学協会 ★ 新宿区市谷砂土原町1-2 03-3269-2190

葛飾健診センター ★ 葛飾区立石2-36-9 0120-489-231

平成立石ペンギンクリニック 葛飾区立石5-7-3 03-3693-3131 荻窪病院 杉並区今川3-1-24 03-3399-1102

平成立石病院 葛飾区立石5-1-9 03-3692-2121 高井戸東健診クリニック ★ 指 杉並区高井戸東2-3-14 03-3331-6823

かつしか江戸川病院 葛飾区高砂3-27-13 03-3672-1046 新高円寺駅前クリニック 杉並区高円寺南2-16-13 エルニド1F 03-5378-5830

葛飾リハビリテーション病院 葛飾区亀有2-18-27 03-6231-2020 佼成病院 ★ 杉並区和田2-25-1 03-5340-5102

杉並リハビリテーション病院 杉並区西荻北2-5-5 03-3396-3181

富士病院 北区西ヶ原3-33-11 03-3910-6661 城西病院 ★ 杉並区上荻2-42-11 城西病院6F 03-3390-6910

東京メディカルクリニック ★ 北区滝野川6-14-9 0120-770-929 東京衛生アドベンチスト病院 ★ 杉並区天沼3-17-3 0570-02-8079

白報会王子病院 ★ 指 北区王子2-14-13 03-3912-6611

王子生協病院 ★ 北区豊島3-4-15 03-3912-5181 同愛記念病院 墨田区横網2-1-11 03-3625-6381

花と森の東京病院 ★ 指 北区西ケ原2-3-6 03-5567-1332 3Sメディカルクリニック ★ 墨田区江東橋2-19-7 富士ｿﾌﾄﾋﾞﾙ15F 03-5624-5325

赤羽東口病院 ★ 指 北区赤羽1-38-5 03-3902-2622 総合クリニック ドクターランド 墨田区太平4-1-2 ｵﾘﾅｽ･ﾓｰﾙ4階 03-5809-7389

赤羽病院 ★ 北区赤羽2-2-1 03-3901-4941 墨田中央病院 墨田区京島3-67-1 03-3617-1414

中村病院 墨田区八広2-1-1 03-3612-7131

江東病院 江東区大島6-8-5 03-3685-2166 東京都結核予防会 墨田区両国4-5-9 03-3633-4053

あそか病院 ★ 江東区住吉1-18-1 03-3632-0491

寿康会診療所健診センター ★ 江東区南砂7-13-5 03-3615-3020 東京明日佳病院 世田谷区奥沢3-33-13 03-3720-2155

ウェルビーイング毛利 ★ 指 江東区毛利1-19-10 江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ5階 03-3635-5711

東西線メディカルクリニック ★ 江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町9Ｆ 03-3643-0077 愛誠病院上野クリニック 台東区東上野2-18-6 常磐ﾋﾞﾙ2･3F 03-3834-3518

協和メディカルクリニック ★ 江東区北砂2-15-40 03-3648-4166 浅草クリニック 台東区浅草4-11-6 03-3876-3600

江東健診クリニック 江東区亀戸6-41-10 03-5858-8850 鶯谷健診センター ★ 指 台東区根岸2-19-19 03-3873-9161

東京城東病院 ★ 指 江東区亀戸9-13-1 03-3637-0945 医の森クリニック浅草橋 台東区浅草橋1-30-9 ﾋｭｰﾘｯｸ浅草橋江戸通4F 03-5809-3601

友仁病院 江東区亀戸2-41-1 03-3683-5661
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〔被扶養者（ご家族）様向け〕　令和２年度　特定健康診査実施機関一覧表（集合Aタイプ）　東京都内

足立区 江東区つづき

荒川区

板橋区

江戸川区

大田区

新宿区

渋谷区

品川区

この表は、被扶養者（加入者ご家族）様の特定健康診査が無料で受診できる健診実施機関（集合Aタイプ）の一覧です。

他に、自己負担が約3,000円から5,000円で受診できる健診実施機関（集合Bタイプ）もございます。集合Bタイプの実施機関につきましては、

協会けんぽ東京支部のホームページをご確認ください。契約が完了次第順次更新いたします。

なお、集合Aタイプと集合Bタイプは契約形態の違いであり、健診内容は同一です。
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○健診機関名横の「★」の表示は「特定健診プラス」の実施機関を、「指」の表示は健診当日の特定保健指導が可能な健診機関を表しています。 令和2年7月31日現在

健診機関名 ★ 指 所在地 電話番号 健診機関名 ★ 指 所在地 電話番号

銀座富士クリニック ★ 中央区銀座4-11-2 丸正ﾋﾞﾙ2F 03-3542-8371 みなと健診クリニック ★ 港区港南2-5-3　ｵﾘｯｸｽ品川ﾋﾞﾙ2階 03-5781-5020

中央みなとクリニック ★ 中央区明石町8-1 聖路加ﾀﾜｰ2F 03-3547-1395 日比谷公園健診クリニック ★ 港区新橋1-18-1　航空会館4F 03-3595-0781

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5F 03-3510-9945 芝健診センター ★ 指 港区新橋6-19-21 03-3431-7491

日本橋ハートクリニック 中央区日本橋本石町3-2-12 社労士ﾋﾞﾙ2F 03-3244-4810 鈴木胃腸消化器クリニック 港区芝5-27-1 03-3455-6188

イムス東京健診クリニック ★ 中央区京橋1-1-5 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ7Ｆ 03-3548-2451 アジュール竹芝総合健診センター　 港区海岸1-11-2 ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾎﾃﾙｱｼﾞｭｰﾙ竹芝17Ｆ 03-3437-2701

イムス八重洲クリニック ★ 中央区京橋2-7-19 京橋ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ5F 03-3567-2080 品川シーズンテラス健診クリニック ★ 港区港南1-2-70 品川ｼｰｽﾞﾝﾃﾗｽ5階 03-3452-3382

中島クリニック 中央区日本橋兜町8-8 03-3669-0287 赤坂桜十字クリニック 港区赤坂3-21-13 キーストーン赤坂ビル2F 03-6854-1220

銀座医院　 ★ 中央区銀座4-12-15 歌舞伎座ﾀﾜｰ16階 03-3541-3340

日本橋ヘルチェッククリニック ★ 指 中央区日本橋1-3-13 03-3345-7766 東京共済病院 目黒区中目黒2-3-8 03-5794-7331

神田南口健診クリニック 指 中央区日本橋室町4-1-6 ｸｱﾄﾛ室町ﾋﾞﾙ7階 03-3527-1915 三宿病院 目黒区上目黒5-33-12 03-3711-5771

KKCウエルネス 東京日本橋健診クリニック ★ 中央区日本橋箱崎町5-14 ｱﾙｺﾞ日本橋ﾋﾞﾙ1F 050-3541-2529

ライフサイエンス健診クリニック ★ 中央区日本橋堀留町2-6-6 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾋﾞﾙ2･3階 03-5652-0808 うしお病院 昭島市武蔵野2-7-12　地下1階～4階 042-541-5425

東京西徳洲会病院 ★ 昭島市松原町3-1-1 042-500-6622

浜田病院　総合健診センター ★ 千代田区神田駿河台2-5 03-5280-1080 昭和の杜病院 昭島市宮沢町522-2 042-500-2611

三井記念病院総合健診センター 指 千代田区神田和泉町1 03-5687-6331

結核予防会総合健診推進センター ★ 指 千代田区神田三崎町1-3-12 03-3292-9244 草花クリニック ★ 指 あきる野市草花2724 042-558-7127

東都クリニック ★ 千代田区紀尾井町4-1 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ2F 03-3239-0302 あきる台病院 ★ 指 あきる野市秋川6-5-1 042-559-5449

神田クリニック健康管理センター ★ 千代田区内神田2-4-1 神田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ5Ｆ 03-3252-0763

こころとからだの元氣プラザ ★ 千代田区神田神保町1-105 03-5210-6636 新町クリニック ★ 青梅市新町3-53-5 0428-31-5312

秋葉原メディカルクリニック ★ 指 千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ﾋﾞﾙ6F 03-3280-5877

霞が関ビル診療所 ★ 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ﾋﾞﾙ3Ｆ 03-3239-0017 清瀬リハビリテーション病院 清瀬市竹丘3-3-33 042-493-6111

秋葉原メディカルクリニックアネックス ★ 千代田区神田練塀町68 ﾑﾗﾀﾔﾋﾞﾙ4階 03-3280-5877 複十字病院 ★ 清瀬市松山3-1-24 042-491-4712

九段クリニック 千代田区九段北1-9-5 03-3222-0071 竹丘病院 清瀬市竹丘2-3-7 042-491-6111

そねクリニック丸の内 ★ 千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ地下1階 03-6212-3888 織本病院 清瀬市旭が丘1-261 042-491-2121

日本歯科大学附属病院 千代田区富士見2-3-16 03-3261-5511

三楽病院 ★ 千代田区神田駿河台2-5 御茶ノ水ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ7階 03-3292-3981 桜町病院 小金井市桜町1-2-20 042-383-4111

半蔵門病院 千代田区麹町1-10 03-3239-3355 東小金井さくらクリニック 小金井市東町4-37-26 042-382-3888

明和病院 ★ 千代田区神田須田町1-18 03-3251-0271 小金井太陽病院 小金井市本町1-9-17 042-383-5511

東京逓信病院 人間ドックセンター 千代田区富士見2-14-23 03-5214-7055

内幸町診療所 千代田区内幸町1-1-1 帝国ﾎﾃﾙﾀﾜｰ7Ｆ 03-3501-5567 立川相互ふれあいクリニック ★ 立川市錦町1-23-4 042-524-7365

立川北口健診館 ★ 立川市曙町2-37-7 ｺｱｼﾃｨ立川6F･9F 042-521-1212

池袋病院 豊島区東池袋3-5-4 03-3971-2836 立川中央病院附属健康クリニック ★ 立川市柴崎町3-14-2 BOSEN4F 0120-137-322

長汐病院 ★ 豊島区池袋1-5-8 03-5924-6150 多摩健康管理センター ★ 立川市錦町3-7-10 042-528-2011

豊島健康診査センター 豊島区上池袋2-5-1 健康ﾌﾟﾗｻﾞとしま6階 03-5974-7205

池袋ロイヤルクリニック ★ 豊島区東池袋1-21-11 ｵｰｸ池袋ﾋﾞﾙ8F.9F.10F 03-3989-1112 天本病院 多摩市中沢2-5-1 042-310-0333

サン虎の門クリニック ★ 豊島区東池袋3-1-1 ｻﾝｼｬｲﾝ60-7Ｆ 03-3988-1862

オリエンタルクリニック ★ 豊島区西池袋1-29-5 山の手ﾋﾞﾙ3階 03-3988-1292 飯野病院 調布市布田4-3-2 042-483-8811

アーバンハイツクリニック ★ 豊島区巣鴨1-16-2 ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ巣鴨B棟 03-3946-6721 調布東山病院 ★ 調布市小島町2-32-17 042-481-5515

池袋ヘルチェッククリニック ★ 指 豊島区東池袋1-25-8 ﾀｶｾﾋﾞﾙ1･2階 03-3345-7766

目白駅前クリニック 豊島区目白3-4-11 ﾋｭｰﾘｯｸ目白ﾋﾞﾙ3階 03-5906-5806 日の出ヶ丘病院 ★ 西多摩郡日の出町大久野310 042-588-8666

平塚胃腸病院 豊島区西池袋3-2-16 03-3982-1161 大久野病院 西多摩郡日の出町大久野6416 042-597-0873

大同病院 豊島区高田3-22-8 03-3981-3213

佐々総合病院 指 西東京市田無町4-24-15 042-461-8383

新渡戸記念中野総合病院 指 中野区中央4-59-16 03-3382-1231

古藤クリニック ★ 指 中野区中野2-13-23　岡ﾃﾞﾝﾀﾙﾋﾞﾙ2階 03-3229-6582 東京天使病院 八王子市上壱分方町50-1 042-651-5671

総合東京病院 ★ 中野区江古田3-15-2 03-3387-5462 八王子診療所 八王子市明神町4-30-2 042-648-1621

森クリニック 練馬区石神井町2-15-1 NMSﾋﾞﾙ1階 03-3904-5312 小山クリニック 東久留米市金山町1-7-1 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ88 042-470-2131

氷川台内科クリニック 練馬区氷川台3-39-12 03-5912-5700 アルテミスウイメンズホスピタル 東久留米市中央町1-1-20 042-472-6111

西大泉呼吸器科内科クリニック 練馬区西大泉6-20-3 03-5905-5300

練馬総合病院 ★ 練馬区旭丘1-24-1 03-5988-2246 新山手病院 東村山市諏訪町3－6－1 042-391-1425

島村記念病院健診センター ★ 練馬区関町北2-4-2 03-3920-9788 久米川病院 ★ 東村山市本町4-7-14 042-397-8811

慈愛病院 文京区本郷6-12-5 03-3812-7360 花輪病院 日野市日野本町3-14-15 042-582-0061

山田胃腸科外科医院総合健診センター 文京区根津1-16-10 03-3821-3381

カスガメディカルクリニック ★ 文京区本郷4-24-8 春日ﾀﾜｰﾋﾞﾙ3F 03-5689-8211 府中恵仁会病院 府中市住吉町5-21-1 042-365-1238

春日クリニック ★ 文京区小石川1-12-16 ＴＧﾋﾞﾙ 03-3816-5840

富坂診療所 ★ 指 文京区本郷1-33-9 03-3814-2662 原町田診療所 ★ 町田市原町田4-17-11 042-710-1100

東京健生病院 ★ 指 文京区大塚4-3-8 03-3944-6116 多摩境内科クリニック 町田市小山ヶ丘3-24 多摩境ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ303 042-703-1920

多摩丘陵病院 ★ 町田市下小山田町1491 042-797-1512

東京慈恵会医大 新橋健診センター 指 港区西新橋3-19-18　N棟2階 03-3433-1111 南町田病院 町田市鶴間4-4-1 042-799-6161

東京高輪病院 ★ 港区高輪3-10-11 03-3443-9555 町田慶泉病院 町田市南町田2-1-47 042-795-1668

古川橋病院 ★ 港区南麻布2-10-21 03-3453-5013 あけぼの病院 町田市中町1-23-3 042-728-4010

日産厚生会診療所 港区西新橋1-2-9 日比谷ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F 03-3504-1643

セラヴィ新橋クリニック ★ 指 港区西新橋2-39-3 ＳＶＡＸ西新橋ﾋﾞﾙ6Ｆ 03-5408-8181 野村病院予防医学センター ★ 三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-8811

パークサイドクリニック ★ 指 港区芝公園2-6-8 日本女子会館ﾋﾞﾙ2F 03-3434-7800

品川クリニック ★ 港区港南2-16-3 03-6718-2816 むさし野クリニック ★ 武蔵野市吉祥寺本町1-10-3 古城会館7階 0422-21-1411

シーエスケー・クリニック 港区新橋1-13-12 堤ﾋﾞﾙ4階 03-5157-5121 にしくぼ診療所 ★ 武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825

汐留ガーデンクリニック ★ 港区東新橋1-8-2 ｶﾚｯﾀ汐留B1 03-5537-8080

武蔵野市

三鷹市

町田市

あきる野市

青梅市

清瀬市

小金井市

立川市

多摩市

調布市

西多摩郡日の出町

東村山市

日野市

府中市

港区

練馬区

文京区

西東京市

八王子市

東久留米市

豊島区

中野区

千代田区

〔被扶養者（ご家族）様向け〕　令和２年度　特定健康診査実施機関一覧表（集合Aタイプ）　東京都内

中央区 港区つづき

目黒区

昭島市

この表は、被扶養者（加入者ご家族）様の特定健康診査が無料で受診できる健診実施機関（集合Aタイプ）の一覧です。

他に、自己負担が約3,000円から5,000円で受診できる健診実施機関（集合Bタイプ）もございます。集合Bタイプの実施機関につきましては、

協会けんぽ東京支部のホームページをご確認ください。契約が完了次第順次更新いたします。

なお、集合Aタイプと集合Bタイプは契約形態の違いであり、健診内容は同一です。


