
■事業者健診（定期健康診断）結果データの提供が可能な健診機関一覧■
令和4年11月1日現在

＊ 下記の健診機関を含め、健康診断を協会けんぽの「生活習慣病予防健診」の制度を利用してご受診の場合は、健診機関より
健診結果データが協会けんぽへ自動的に連携されますので、事業所様からの同意書提出、データ提出は不要となります。

＊ 同意書に記入した健診機関から受診先を変更している場合は、協会けんぽ東京支部へ再度お手続きください。

札幌市 1 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 千代田区 93 医療法人社団　鈴森内科クリニック

札幌市 2 医療法人社団明日佳　札幌健診センター 千代田区 94 医療法人財団同仁記念会　明和病院健診センター

札幌市 3 公益財団法人　北海道対がん協会 千代田区 95 医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ

旭川市 4 一般社団法人旭川市医師会　健康管理診療所 千代田区 96 医療法人社団雄治会　小川町メディカルクリニック

旭川市 5 医療法人社団慶友会　吉田病院 千代田区 97 医療法人財団福音医療会　神田キリスト教診療所

盛岡市 6 医療法人社団愛和会　盛岡南病院 千代田区 98 公益財団法人結核予防会　総合健診推進センター

盛岡市 7 公益財団法人岩手県対がん協会　いわて健康管理センター 千代田区 99 医療法人財団小畑会　浜田病院

盛岡市 8 医療法人　遠山病院 千代田区 100 医療法人財団小畑会　浜田病院健康クリニック

宮城県 仙台市 9 一般財団法人　宮城県予防医学協会 千代田区 101 医療法人社団慶洋会　ケイアイ飯田橋クリニック

秋田県 秋田市 10 公益財団法人　秋田県総合保健事業団 千代田区 102 国家公務員共済組合連合会　九段坂病院

山形市 11 一般財団法人日本健康管理協会　山形健康管理センター 千代田区 103 一般財団法人健康医学協会附属　東都クリニック

鶴岡市 12 一般社団法人鶴岡地区医師会　荘内地区健康管理センター 中央区 104 医療法人社団墨水会　浜町センタービルクリニック

福島市 13 公益財団法人　福島県労働保健センター 中央区 105 医療法人社団KYG医療会　ライフサイエンス健診クリニック

白河市 14 福島県厚生農業協同組合連合会　農村健診センター 中央区 106 一般財団法人近畿健康管理センター　ＫＫＣウエルネス東京日本橋健診クリニック

牛久市 15 コスモメディカルクリニック 中央区 107 医療法人社団ミッドタウンクリニック　日本橋室町三井タワー　ミッドタウンクリニック

ひたちなか市 16 医療法人社団秀峰会　つだ中央クリニック 中央区 108 医療法人厚生会　神田南口健診クリニック

笠間市 17 一般財団法人　全日本労働福祉協会茨城県支部 中央区 109 医療法人社団さわやか済世　健診プラザ日本橋

栃木県 宇都宮市 18 特定非営利活動法人ルネサンス　巡回健診クリニック 中央区 110 公益財団法人　早期胃癌検診協会

高崎市 19 医療法人社団美心会　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 中央区 111 医療法人社団善仁会　日本橋ヘルチェッククリニック

前橋市 20 医療法人　星医院 中央区 112 一般財団法人日本健康開発財団　東京・八重洲総合健診センター

さいたま市 21 医療法人　川久保病院健診センター 中央区 113 医療法人社団進興会　東京ダイヤビルクリニック

さいたま市 22 一般社団法人浦和医師会　健診センター 中央区 114 医療法人社団中央みなと会　中央みなとクリニック

さいたま市 23 独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター 中央区 115 医療法人社団神和会　銀座富士クリニック

さいたま市 24 医療法人　大宮シティクリニック 中央区 116 医療法人財団百葉の会　銀座医院

さいたま市 25 医療法人三慶会　指扇療養病院健康診断部 港区 117 医療法人財団南葛勤医協　芝健診センター

さいたま市 26 医療法人社団協友会　彩の国東大宮メディカルセンター 港区 118 一般財団法人労働医学研究会　新橋クリニック

さいたま市 27 ユニットワンクリニック 港区 119 医療法人社団康生会　シーエスケー・クリニック

さいたま市 28 医療法人財団新生会　大宮共立病院 港区 120 医療法人社団神州　日比谷公園健診クリニック

川口市 29 ライフサポートクリニック 港区 121 医療法人社団生栄会　浜松町メディカルクリニック

川口市 30 川口パークタワークリニック 港区 122 医療法人社団天宣会　汐留健診クリニック

川口市 31 医療生協さいたま生活協同組合　川口診療所 港区 123 医療法人社団進興会　浜松町ハマサイトクリニック

川口市 32 医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院 港区 124 医療法人社団東京桜十字　城山ガーデン桜十字クリニック

川口市 33 社会医療法人社団大成会　武南病院附属クリニック 港区 125 汐留ガーデンクリニック

戸田市 34 医療法人社団東光会　戸田中央総合健康管理センター 港区 126 医療法人社団六医会　汐留シティセンターセントラルクリニック

草加市 35 医療法人社団協友会　メディカルトピア草加病院 港区 127 医療法人財団厚生会　古川橋病院

草加市 36 医療法人親和会　鳳永病院 港区 128 医療法人社団東京桜十字　赤坂桜十字クリニック

三郷市 37 医療法人財団健和会　みさと健和病院健診センター 港区 129 医療法人社団大星会　大星クリニック

三郷市 38 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院 港区 130 医療法人社団純慶会　新青山クリニック

越谷市 39 医療法人社団仁心会　越谷ハートフルクリニック 港区 131 医療法人社団ミッドタウンクリニック　東京ミッドタウンクリニック

春日部市 40 医療法人春明会　みくに中央クリニック 港区 132 医療法人社団重宣会　鈴木胃腸消化器クリニック

久喜市 41 社会医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院 港区 133 医療法人社団健勝会　港三田クリニック

加須市 42 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会加須病院 港区 134 一般財団法人　ライフ・プランニング・センター

加須市 43 医療法人社団弘人会　中田病院 港区 135 東京都済生会中央病院

羽生市 44 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 港区 136 一般財団法人健康予防医学財団　みなと健診クリニック

川越市 45 医療法人豊仁会　三井病院 港区 137 一般財団法人船員保険会　品川シーズンテラス健診クリニック

川越市 46 医療法人　武蔵野総合病院 台東区 138 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会東京支部　オリエンタル上野健診センター

狭山市 47 社会医療法人　入間川病院 台東区 139 公益社団法人地域医療振興協会　台東区立台東病院

狭山市 48 医療法人社団清心会　至聖病院 台東区 140 医療法人社団康裕会　浅草クリニック

新座市 49 新座ＮＫクリニック 台東区 141 医療法人社団医の森　医の森クリニック浅草橋　健診センター

東松山市 50 公益社団法人東松山医師会　東松山医師会病院健診センター 文京区 142 医療法人社団同友会　春日クリニック

比企郡 51 公益財団法人　埼玉県健康づくり事業団 文京区 143 一般財団法人近藤記念医学財団　富坂診療所

飯能市 52 医療法人靖和会　飯能市東吾野医療介護センター診療所 文京区 144 医療法人社団七星会　カスガメディカルクリニック

入間市 53 医療法人社団宏志会　豊岡第一病院 文京区 145 医療法人社団大坪会　東都文京病院　総合健診センター

入間市 54 医療法人永仁会　入間ハート病院 北区 146 東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院

所沢市 55 医療生協さいたま生活協同組合　埼玉西協同病院 北区 147 医療法人社団健診会　東京メディカルクリニック

所沢市 56 医療法人社団和風会　所沢中央病院健診クリニック 北区 148 医療法人社団埴原会　赤羽病院

所沢市 57 医療生協さいたま生活協同組合　所沢診療所 北区 149 公益社団法人地域医療振興協会　東京北医療センター

行田市 58 医療法人社団清幸会　行田中央総合病院 北区 150 医療法人社団生栄会　赤羽台診療所

上尾市 59 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 北区 151 医療法人財団逸生会　大橋病院

桶川市 60 医療法人社団兜中央会　中島クリニック巡回健診センター 荒川区 152 医療法人社団桂文会　堀メディカルクリニック

桶川市 61 医療法人財団聖蹟会　埼玉県央病院 荒川区 153 みかわしまタワークリニック

ふじみ野市 62 医療生協さいたま生活協同組合　大井協同診療所 足立区 154 医療法人社団俊秀会　エヌ・ケイ・クリニック

本庄市 63 医療法人　本庄福島病院本庄総合病院 足立区 155 医療法人財団健和会　柳原病院

秩父市 64 医療生協さいたま生活協同組合　秩父生協病院 足立区 156 医療法人社団哲仁会　井口病院

千葉市 65 医療法人社団報徳会　報徳千葉診療所 足立区 157 博慈会記念総合病院

千葉市 66 一般財団法人柏戸記念財団　ポートスクエア柏戸クリニック 葛飾区 158 医療法人社団さわやか済世　葛飾健診センター

千葉市 67 医療法人社団普照会　井上記念病院　健康管理センター 墨田区 159 社会福祉法人賛育会　賛育会病院

千葉市 68 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　千葉健生病院付属まくはり診療所　健康管理センター 墨田区 160 錦糸町しんえいクリニック

千葉市 69 医療法人社団直心会　轟クリニック 墨田区 161 公益財団法人　東京都結核予防会

千葉市 70 医療法人社団創進会　みつわ台総合病院 墨田区 162 医療法人社団さわやか済世　健診プラザ両国

流山市 71 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院健診センター 江戸川区 163 医療法人財団南葛勤医協　新小岩診療所

印旛郡 72 医療法人社団育誠會　北総栄病院 江戸川区 164 医療法人財団京映会　京橋クリニック

松戸市 73 医療法人社団誠馨会　新東京病院 江戸川区 165 医療法人財団南葛勤医協　葛西みなみ診療所

松戸市 74 医療法人社団誠馨会　新東京クリニック 江戸川区 166 医療法人財団綜友会　第二臨海クリニック

市川市 75 医療法人社団聖進会　市川東ヘルスクリニック 江東区 167 一般財団法人日本予防医学協会　　ウェルビーイング毛利

市川市 76 医療法人社団嵐川　大野中央病院　健康管理センター 江東区 168 社会福祉法人あそか会　あそか病院

船橋市 77 医療法人社団千葉秀心会　東船橋病院 江東区 169 医療法人財団南葛勤医協　扇橋診療所

八千代市 78 医療法人社団心和会　シンワ総合健診センター 江東区 170 医療法人財団三友会　深川ギャザリアクリニック

柏市 79 医療法人社団天宣会　柏健診クリニック 江東区 171 医療法人社団優人会　東西線メディカルクリニック

野田市 80 医療法人社団圭春会　小張総合病院 江東区 172 医療法人社団TIK　大手町さくらクリニックin豊洲

浦安市 81 医療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門クリニック 江東区 173 公益財団法人がん研究会　有明病院健診センター

佐倉市 82 一般社団法人　日本健康倶楽部千葉支部 江東区 174 医療法人社団彩新会　テレコムセンタービルクリニック

銚子市 83 医療法人積仁会　島田総合病院　健診センター 江東区 175 医療法人社団日健会　日健クリニック

山武郡 84 医療法人社団徳風会　髙根病院 江東区 176 医療法人社団心和会　江東健診クリニック

館山市 85 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター 品川区 177 公益財団法人河野臨牀医学研究所　附属　北品川クリニック

君津市 86 一般財団法人君津健康センター　君津健康センター君津診療所 品川区 178 医療法人社団六医会　品川シーサイドセントラルクリニック

千代田区 87 医療法人財団健貢会　東京クリニック 品川区 179 いすゞ自動車株式会社　いすゞ病院

千代田区 88 医療法人社団　丸の内クリニック 品川区 180 社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院　健診プラザOmori

千代田区 89 医療法人社団ウイリング　鉄鋼ビル丸の内クリニック 品川区 181 医療法人社団ケイ・メディカルオフィス　テーオーシービル診療所

千代田区 90 一般財団法人日本がん知識普及協会　有楽町電気ビルクリニック 品川区 182 医療法人社団旭清会　ゲートシティ大崎メディカルクリニック

千代田区 91 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所 品川区 183 医療法人社団慶繁会　青山セントラルクリニック

千代田区 92 社会福祉法人　三井記念病院総合健診センター 品川区 184 一般財団法人　全日本労働福祉協会　旗の台健診センター
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大田区 185 東海渡井クリニック あきる野市 277 医療法人社団豊信会　草花クリニック

大田区 186 医療法人社団京浜会　京浜病院 あきる野市 278 医療法人財団暁　あきる台病院

大田区 187 医療法人社団松英会　馬込中央診療所 あきる野市 279 公立阿伎留医療センター

大田区 188 社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院人間ドック健診センター 青梅市 280 医療法人社団　新町クリニック

大田区 189 東京中央クリニック 清瀬市 281 医療法人財団保養会　竹丘病院

大田区 190 一般財団法人　産業保健協会 多摩市 282 医療法人財団医親会　多摩海上ビル診療所

大田区 191 医療法人社団松和会　池上総合病院 大島町 283 大島医療センター

渋谷区 192 医療法人社団和会　渋谷コアクリニック 西多摩郡 284 医療法人社団崎陽会　日の出ヶ丘病院

渋谷区 193 医療法人社団東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック 川崎市 285 医療法人社団葵会　ＡＯＩ国際病院　健康管理センター

渋谷区 194 医療法人社団鴻鵠会　恵比寿クリニック 川崎市 286 東扇島診療所

渋谷区 195 一般財団法人日本健康増進財団　恵比寿ハートビル診療所 川崎市 287 医療法人社団 愛成会　京浜総合病院

渋谷区 196 一般財団法人産業保健研究財団　聖仁会診療所 川崎市 288 医療法人社団亮正会　高津中央クリニック

渋谷区 197 医療法人社団ウイリング　渋谷ウエストヒルズクリニック 川崎市 289 一般財団法人　京浜保健衛生協会

渋谷区 198 医療法人社団東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイスクリニック 川崎市 290 医療法人社団日米会　鷺沼診療所

渋谷区 199 医療法人社団鳳凰会　フェニックスメディカルクリニック 横浜市 291 医療法人社団善仁会　横浜西口ヘルチェッククリニック

渋谷区 200 医療法人財団東京勤労者医療会　代々木病院 横浜市 292 横浜東口クリニック

渋谷区 201 医療法人社団ひさわ会　久野マインズタワークリニック 横浜市 293 医療法人社団善仁会　ヘルチェックファーストプレイス横浜クリニック

渋谷区 202 医療法人財団東友会　 横浜市 294 一般財団法人船員保険会　横浜リーフみなとみらい健診クリニック

渋谷区 203 クロス病院 横浜市 295 医療法人財団コンフォート　横浜健診センター

目黒区 204 医療法人社団アルコ会　アルコクリニック 横浜市 296 医療法人財団俊陽会　古川病院

世田谷区 205 医療法人社団治成会　シグマクリニック 横浜市 297 医療法人社団善仁会　横浜東口ヘルチェッククリニック

世田谷区 206 公益財団法人　世田谷区保健センター 横浜市 298 医療法人健水会　総合健診クリニックＭＥＤＯＣ

新宿区 207 医療法人社団慶洋会　ケイアイクリニック 横浜市 299 一般社団法人日本厚生団　長津田厚生総合病院

新宿区 208 一般財団法人日本健康管理協会　新宿健診プラザ 横浜市 300 公益財団法人　神奈川県予防医学協会

新宿区 209 医療法人社団生光会　新宿追分クリニック 横浜市 301 公益財団法人神奈川県結核予防会　中央健康相談所

新宿区 210 医療法人社団幸楽会　幸楽メディカルクリニック 横浜市 302 医療法人社団成澤会　清水橋クリニック

新宿区 211 医療法人社団敬昭会　芙蓉診療所成人病医学センター 横浜市 303 医療法人社団康心会　慶心会汐見台病院

新宿区 212 医療法人社団菱秀会　金内メディカルクリニック 横浜市 304 京浜健診クリニック

新宿区 213 医療法人社団善仁会　新宿西口ヘルチェッククリニック 横浜市 305 一般財団法人　神奈川県労働衛生福祉協会

新宿区 214 社会福祉法人聖母会　聖母病院 横浜市 306 医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院

新宿区 215 市谷薬王寺クリニック 横浜市 307 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立メディカルサテライトクリニック

新宿区 216 医療法人社団真昌会　神楽坂岡田診療所神楽坂メディカルサポート 横浜市 308 医療法人メディカルフロンティア　さわやかクリニック

新宿区 217 公益財団法人　東京都予防医学協会 三浦市 309 三浦市立病院

新宿区 218 医療法人財団綜友会　新宿野村ビルメディカルクリニック 厚木市 310 医療法人仁厚会　仁厚会病院

新宿区 219 医療法人社団善仁会　ヘルチェックレディース新宿クリニック 厚木市 311 社会医療法人社団三思会　東名厚木メディカルサテライトクリニック

新宿区 220 医療法人財団綜友会　 海老名市 312 医療法人社団医誠会　湘陽かしわ台病院

新宿区 221 医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック 藤沢市 313 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院人間ドック健診センター

新宿区 222 独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京山手メディカルセンター 藤沢市 314 公益財団法人　藤沢市保健医療財団

新宿区 223 医療法人社団予防会　 座間市 315 医療法人興生会　相模台健診クリニック

新宿区 224 医療法人財団綜友会　高戸橋クリニック 相模原市 316 医療法人社団相和会　ソーワ健診クリニック産業健診センター

中野区 225 医療法人社団省賢会　古藤クリニック 相模原市 317 一般財団法人　ヘルス・サイエンス・センター

中野区 226 医療法人社団朋翔会　弥生ファーストクリニック 相模原市 318 医療法人社団蒼紫会　森下記念病院

中野区 227 東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 横須賀市 319 医療法人社団優和会　湘南健診クリニック　湘南健康管理センター

中野区 228 医療法人財団健貢会　総合東京病院 高座郡 320 宗教法人寒川神社　寒川病院

杉並区 229 医療法人社団はなぶさ会　しんえい糖健診クリニック 新潟県 新潟市 321 一般社団法人　新潟県労働衛生医学協会

杉並区 230 立正佼成会　附属　佼成病院 富山県 富山市 322 一般財団法人　北陸予防医学協会

杉並区 231 一般財団法人日本健診財団　診療所杉並健診プラザ 石川県 金沢市 323 一般財団法人　石川県予防医学協会

豊島区 232 医療法人社団絆　アーバンハイツクリニック 駿東郡 324 医療法人社団聡誠会　池田病院

豊島区 233 医療法人社団日心会　総合病院一心病院 静岡市 325 一般社団法人静岡市静岡医師会　医師会健診センターＭＥＤＩＯ

豊島区 234 医療法人社団景星会　大塚北口眼科・健康管理クリニック 浜松市 326 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター

豊島区 235 医療法人財団 　豊島健康診査センター 浜松市 327 公益財団法人静岡県予防医学協会　浜松健診センター

豊島区 236 医療法人社団善仁会　池袋ヘルチェッククリニック 名古屋市 328 一般財団法人全日本労働福祉協会　東海診療所

豊島区 237 社会医療法人社団大成会　長汐病院 名古屋市 329 医療法人松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック

板橋区 238 一般社団法人　労働保健協会 名古屋市 330 医療法人慶和会　ひまわりクリニック

板橋区 239 医療法人社団生光会　新宿追分クリニック板橋分院 名古屋市 331 一般財団法人　公衆保健協会

板橋区 240 医療法人社団桐心会　林クリニック 名古屋市 332 医療法人財団医親会　マリンクリニック

板橋区 241 公益財団法人愛世会　愛誠病院 豊田市 333 医療法人豊昌会　豊田健康管理クリニック

板橋区 242 医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック 京都府 京都市 334 医療法人社団京健会　松井クリニック

練馬区 243 医療法人社団浩生会　スズキ病院 大阪市 335 一般財団法人日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング南森町

練馬区 244 医療法人社団白鳳会　大角医院 大阪市 336 医療法人健人会　那須クリニック

練馬区 245 医療法人社団はなぶさ会　島村記念病院健診センター 大阪市 337 一般財団法人大阪府結核予防会　相談診療所

練馬区 246 東京保健生活協同組合　大泉生協病院 大阪市 338 医療法人厚生会　大阪西クリニック

武蔵野市 247 公益財団法人　武蔵野健康づくり事業団 吹田市 339 社会医療法人愛仁会　井上病院附属診療所

武蔵野市 248 医療法人社団正友会　松井健診クリニック　吉祥寺プレイス 茨木市 340 医療法人崇孝会　北摂クリニック

武蔵野市 249 医療法人啓仁会　吉祥寺南病院 堺市 341 セントラルクリニック岡本

武蔵野市 250 医療法人社団友志育成会　むさし野クリニック 貝塚市 342 医療法人厚生会　厚生会クリニック

三鷹市 251 医療法人社団撫子　高松メディカルクリニック 兵庫県 加古川市 343 公益財団法人　加古川総合保健センター

三鷹市 252 医療法人財団慈生会　野村病院　予防医学センター 津山市 344 公益財団法人中国労働衛生協会　津山検診所

調布市 253 医療法人社団大和会　多摩川病院 倉敷市 345 一般財団法人　倉敷成人病健診センター

調布市 254 医療法人社団東山会　調布東山病院 広島県 福山市 346 医療法人社団仁恵会　福山検診所

府中市 255 医療法人社団共済会　共済会櫻井病院 山口県 山口市 347 公益財団法人　山口県予防保健協会

府中市 256 医療法人社団成仁会　さくら通りクリニック 高松市 348 一般財団法人三宅医学研究所　セントラルパーククリニック

府中市 257 医療法人社団恵仁会　府中恵仁会病院 高松市 349 ＫＫＲ高松病院

国分寺市 258 社会福祉法人浴光会　国分寺病院 高松市 350 一般社団法人　香川労働基準協会

東村山市 259 社会福祉法人緑風会　緑風荘病院 綾歌郡 351 香川県厚生農業協同組合連合会　滝宮総合病院

東村山市 260 社会医療法人社団愛有会　久米川病院 福岡県 福岡市 352 公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構　赤坂総合健診センター

東村山市 261 社会福祉法人白十字会　東京白十字病院 熊本県 熊本市 353 一般社団法人　日本健康倶楽部熊本支部

立川市 262 医療法人社団進興会　立川北口健診館 大分県 大分市 354 一般財団法人西日本産業衛生会　大分労働衛生管理センター

立川市 263 一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会　多摩健康管理センター 鹿児島市 355 公益財団法人　鹿児島県民総合保健センター

立川市 264 医療法人財団　立川中央病院 日置市 356 一般社団法人　日本健康倶楽部鹿児島支部

日野市 265 医療法人社団厚潤会　花輪病院

日野市 266 医療法人社団もりくぼ会　森久保クリニック

八王子市 267 医療法人社団厚誠会　孫田クリニック

八王子市 268 医療法人社団歩武会　

八王子市 269 医療法人社団永生会　南多摩病院

町田市 270 医療法人社団多摩医療会　原町田診療所

町田市 271 医療法人社団三友会　あけぼの病院

町田市 272 医療法人社団創生会　町田病院

町田市 273 医療法人社団幸隆会　多摩丘陵病院

昭島市 274 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院健康管理センター

昭島市 275 医療法人社団潮友会　うしお病院

小平市 276 昭和病院企業団　公立昭和病院
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香川県

鹿児島県

東京都
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東京都


