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健診機関名 実施期間 所在地 電話番号

井上クリニック 4/1～ 足立区竹の塚5-11-8 03-3850-5771

エヌ・ケイ・クリニック 4/1～ 足立区綾瀬3-2-8　シティプレイスアヤセ３Ｆ 03-3620-2034

健診センター等潤 4/1～ 足立区一ツ家4-4-14 03-3850-7221

井口病院 4/1～ 足立区千住2-19 03-3881-2470

柳原病院 4/1～ 足立区千住曙町35-1 03-5284-1800

西新井病院 4/1～ 足立区西新井本町1-12-12 03-5647-1700

堀メディカルクリニック（KBメディカルドック） 4/1～ 荒川区町屋1-1-9　メディカルセンターMedium町屋 03-3895-8808

みかわしまタワークリニック 4/1～ 荒川区東日暮里6-1-1　アトラスブランズタワー三河島2階 03-3806-2711

小豆沢病院 4/1～ 板橋区小豆沢1-6-8 03-3968-7041

板橋区医師会病院 未定 板橋区高島平3-12-6 03-3975-1081

労働保健協会　健診センター 4/1～ 板橋区南町9-11 03-3530-2132

イムス板橋健診クリニック 未定 板橋区小豆沢2-23-15 03-3967-1515

江戸川病院　総合健診センター 4/1～ 江戸川区東小岩2-24-18 03-3673-1045

第二臨海クリニック 4/1～ 江戸川区西葛西7-28-8　4階 03-5658-3558

西小岩内科医院 未定 江戸川区西小岩3-5-3 03-3658-3782

京橋クリニック 未定 江戸川区南篠崎町2-40-3　京橋ビル 03-3678-5791

JCHO（ジェイコー）　東京蒲田医療センター 4/1～ 大田区南蒲田2-19-2 03-5744-3268

馬込中央診療所　健診センター 4/1～ 大田区中馬込1-5-8 03-3773-6773

健康館　鈴木クリニック 4/1～ 大田区大森西5-25-11　2階 03-3765-9536

牧田総合病院　人間ドック健診センター 4/1～ 大田区西蒲田4-29-1 03-3751-3489

医療法人社団　厚生会　栗原医院 未定 葛飾区新小岩2-21-21 03-5607-1088

葛飾健診センター 4/1～ 葛飾区立石2-36-9 0120-489-231

健診会　東京メディカルクリニック 4/1～ 北区滝野川6-14-9 0120-770-929

王子生協病院 4/1～ 北区豊島3-4-15 03-3912-5181

花と森の東京病院 4/1～ 北区西ヶ原2-3-6 03-5567-1332

赤羽東口病院 4/1～ 北区赤羽1-38-5 03-3902-2131

赤羽病院　健康管理センター 4/1～ 北区赤羽2-2-1 03-3901-4941

あそか病院 4/1～ 江東区住吉1-18-1 03-3632-0491

寿康会健診センター 4/1～ 江東区南砂7-13-5 03-3615-3020

深川ギャザリアクリニック 未定 江東区木場1-5-25　S棟3階 03-5653-3502

扇橋診療所 未定 江東区三好4-7-10-102 03-3630-1631

日本予防医学協会　ウェルビーイング毛利 4/1～ 江東区毛利1-19-10　江間忠錦糸町ビル5階 03-3635-5711

東西線メディカルクリニック 4/1～ 江東区門前仲町1-4-8　9階 03-3643-0077

大手町さくらクリニックin豊洲 未定 江東区豊洲3-2-20　豊洲フロント2F 03-6219-5688

協和メディカルクリニック 4/1～ 江東区北砂2-15-40 03-3648-4166

JCHO（ジェイコー）東京城東病院 4/1～ 江東区亀戸9-13-1 03-3637-0945

北品川クリニック 4/1～ 品川区北品川1-28-15 03-6433-3273

全日本労働福祉協会　旗の台健診センター 4/1～ 品川区旗の台6-16-11 03-3783-9411

進興クリニック 4/1～ 品川区大崎2-1-1　ThinkPark　Tower　3F 03-5408-8181

オーバルコート健診クリニック 4/1～ 品川区東五反田2-17-1　オーバルコート大崎マークウエスト14F 03-5408-8181

青山セントラルクリニック 未定 品川区小山台1-24-1　石井ハイム１階 03-5378-8123

牧田総合病院健診プラザOmori 4/1～ 品川区南大井6-28-12　ヒューリック大森ビル7・8階 03-3751-3489

目黒メディカルクリニック 4/1～ 品川区東五反田5-22-33　TK池田山ビル4F 03-3280-5877

品川シーサイド　セントラルクリニック 未定 品川区東品川4-12-6　日立ソリューションズタワー1F 03-3458-2121

平成31年度　「特定健診プラス」　実施機関一覧

健診機関により実施期間や受診対象者（地域在住の方のみなど）が異なります。詳しくは受診をご希望の健診機関へお問い合わせください。
また、協会けんぽ東京支部のホームページでも随時、情報を更新いたします。「特定健診プラス」でご検索ください。
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健診機関名 実施期間 所在地 電話番号地域

新宿つるかめクリニック（旧　新宿海上ビル診療所） 4/1～ 渋谷区代々木2-11-15　新宿東京海上日動ビルディング4F 03-3299-8900

恵比寿健診センター（恵比寿ハートビル診療所） 4/1～ 渋谷区恵比寿1-24-4 03-5420-8015

新宿ロイヤル診療所 4/1～ 渋谷区代々木2-9　久保ビル2F 03-3375-3371

恵比寿ガーデンプレイスクリニック 未定 渋谷区恵比寿4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー3階 03-6854-1515

ＭＹメディカルクリニック 未定 渋谷区宇田川町20-17　NMF渋谷公園通りビル５Ｆ 03-4579-9011

恵比寿桜十字クリニック 未定 渋谷区東3-9-19　VORT恵比寿maximB1F 03-6854-4003

クロス病院　健診センター 未定 渋谷区幡ヶ谷2-18-20 03-3376-6450

代々木病院健診センター 4/1～ 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7　東館1階 03-3478-7038

聖母病院 4/1～ 新宿区中落合2-5-1 03-3951-1129

JCHO（ジェイコー）東京新宿ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　（旧　東京厚生年金病院） 4/1～ 新宿区津久戸町5-1 03-3269-8118

新宿三井ビルクリニック 4/1～ 新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビル4階 03-3344-3300

神楽坂メディカルサポート 未定 新宿区矢来町28番地 03-5228-2191

金内メディカルクリニック 4/1～ 新宿区西新宿7-5-25　2階 03-3365-5521

西早稲田クリニック 4/1～ 新宿区西早稲田2-21-16　2F 03-3232-6465

総合健診センターヘルチェック新宿西口センター 4/1～ 新宿区西新宿3-2-4　新和ビルディング7階 03-3345-7766

ケイアイクリニック 未定 新宿区四谷1-20-23 03-5269-2111

新宿追分クリニック 4/1～ 新宿区新宿3-1-13　京王新宿追分ビル7階 0120-28-3113

ヒロオカクリニック　健診センター 4/1～ 新宿区新宿2-5-12　フォーキャスト新宿アベニュー3階 03-3225-1720

芙蓉診療所　成人病医学センター 4/1～ 新宿区新宿5-14-5 03-3350-6731

高戸橋クリニック 4/1～ 新宿区高田馬場2-5-24　メゾンドール高田馬場1F 03-3200-1561

総合健診センターヘルチェック　レディース新宿 4/1～ 新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル26F 03-3345-7766

JCHO（ジェイコー）東京山手ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　（旧　社会保険中央総合病院） 4/1～ 新宿区百人町3-22-1　4階 03-3364-0251

幸楽メディカルクリニック 4/1～ 新宿区新宿1-8-11 03-3355-0308

新宿野村ビルメディカルクリニック 4/1～ 新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル5F 03-6273-8277

新宿健診プラザ 4/1～ 新宿区歌舞伎町2-3-18 03-3207-2222

東京都予防医学協会 4/1～ 新宿区市谷砂土原町1-2 03-3269-2190

高井戸東健診クリニック 4/1～ 杉並区高井戸東2-3-14　（1．2階） 03-3331-6823

医療法人社団はなぶさ会しんえい糖クリニック 未定 杉並区高円寺南4-6-7　アンフィニビル３F 03-6383-1873

城西病院　健診センター 4/1～ 杉並区上荻2-42-11　6階 03-3390-6910

東京衛生病院 4/1～ 杉並区天沼3-17-3 03-3392-8079

佼成病院　健康管理室 4/1～ 杉並区和田2-25-1 03-5340-5102

松田内科医院 未定 墨田区東向島6-62-10-1F 03-3611-1663

３Sメディカルクリニック 4/1～ 墨田区江東橋2-19-7　富士ソフトビル15F 03-5624-5325

駒沢健康管理センター 未定 世田谷区上馬4-5-8 03-3424-8562

シグマクリニック 未定 世田谷区下馬5-41-21 0120-978-922

鶯谷健診センター 4/1～ 台東区根岸2-19-19 03-3873-9161

永寿総合健診・予防医療センター 未定 台東区東上野3-3-3　プラチナビル2階 03-3833-7351

浅草病院 未定 台東区今戸2-26-15 03-6892-2525

銀座富士クリニック 4/1～ 中央区銀座4-11-2　丸正ビル2階 03-3542-8371

築地クリニック　健康管理センター 未定 中央区築地6-25-10　3F 03-3549-6662

中央みなとクリニック 4/1～ 中央区明石町8-1　聖路加タワー2階 03-3547-1395

浜町センタービルクリニック 未定 中央区日本橋浜町2-31-1　浜町センタービル7階 03-3664-2767

三井タワークリニック 4/1～ 中央区日本橋室町2-1-1　日本橋三井タワー5階 03-3510-9945

イムス東京健診クリニック 4/1～ 中央区京橋1-1-5　セントラルビル7階 03-3548-2451

イムス八重洲クリニック 4/1～ 中央区京橋2-7-19　京橋イーストビル5Ｆ 03-3567-2080

銀座医院　健康管理センター 4/1～ 中央区銀座4-12-15　歌舞伎座タワー16階 03-3541-3340

KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック 4/1～ 中央区日本橋箱崎町5-14　アルゴ日本橋ビル1階 050-3541-2529

ライフサイエンス健診クリニック 4/1～ 中央区日本橋堀留町2-6-6　2，3F 03-5652-0808
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健診機関名 実施期間 所在地 電話番号地域

浜田病院　レディース健診センター 4/1～ 千代田区神田駿河台2-5-1　4階 03-5280-1080

浜田病院　健康クリニックメンズ健診センター 4/1～ 千代田区神田駿河台1-7-4　小畑ビルB1階 03-5280-1080

結核予防会　総合健診推進センター 4/1～ 千代田区神田三崎町1-3-12 03-3292-9244

有楽町電気ビルクリニック 未定 千代田区有楽町1-7-1 03-3213-0099

鈴森内科クリニック 未定 千代田区神田岩本町1番地　岩本町ビル4F 03-6260-8865

東都クリニック 4/1～ 千代田区紀尾井町4-1　ホテルニューオータニガーデンタワー2階 03-3239-0302

神田クリニック　健康管理センター 4/1～ 千代田区内神田2-4-1　5階 03-3252-0763

ケイアイ飯田橋クリニック 未定 千代田区飯田橋3-10-10　2階 03-3239-2777

こころとからだの元氣プラザ 4/1～ 千代田区飯田橋3-6-5 03-5210-6636

神田キリスト教診療所 未定 千代田区神田美土代町7-4 03-5283-8119

秋葉原メディカルクリニック 4/1～ 千代田区外神田1-16-9　朝風二号館ビル6階 03-3280-5877

ケイアイ秋葉原クリニック 未定 千代田区神田松永町11　AT第一ビル3～5階 03-3255-8755

小川町メディカルクリニック 未定 千代田区神田小川町2-12　進興ビル地下1階 03-5848-4355

霞が関ビル診療所 4/1～ 千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビル3階 03-3239-0017

秋葉原メディカルクリニックアネックス 4/1～ 千代田区神田練塀町68　ムラタヤビル4階 03-3280-5877

三楽病院 4/1～ 千代田区神田駿河台2-5　御茶ノ水ファーストビル７階 03-3292-3981

明和病院　健診センター 4/1～ 千代田区神田須田町1-18　明和病院3階 03-3251-0271

長汐病院 4/1～ 豊島区池袋1-5-8 03-3984-6180

大塚北口眼科・健康管理クリニック 未定 豊島区北大塚2-6-12　3階 03-3940-5689

池袋ロイヤルクリニック 4/1～ 豊島区東池袋1-21-11　オーク池袋ビル8F～10F 03-3989-1112

サン虎の門クリニック 4/1～ 豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60.7階 03-3988-1862

アーバンハイツクリニック 4/1～ 豊島区巣鴨1-16-2　B棟1階 03-3946-6721

総合健診センターヘルチェック池袋センター 4/1～ 豊島区東池袋1-25-8　タカセビル1Ｆ・2Ｆ 03-3345-7766

古藤クリニック 4/1～ 中野区中野2-13-23　岡デンタルビル2F 03-3229-6582

弥生ファーストクリニック（旧：弥生診療所） 未定 中野区本町2-46-1　中野坂上サンブライトツイン3階 03-3320-7213

総合東京病院 4/1～ 中野区江古田3-15-2 03-3387-5462

中野共立病院附属健診センター 未定 中野区中野5-45-4 03-3386-9106

スズキ病院　健診センター 未定 練馬区栄町7-1 03-3557-3003

大角医院 未定 練馬区上石神井4-3-23 03-3920-0966

大泉生協病院 未定 練馬区東大泉6-3-3 03-5387-3111

練馬総合病院 4/1～ 練馬区旭丘1-24-1 03-5988-2246

島村記念病院　健診センター 4/1～ 練馬区関町北2-4-2 03-3920-9788

医療法人社団　七星会　カスガメディカルクリニック 4/1～ 文京区本郷4-24-8　春日タワービル3F 03-5689-8211

春日クリニック 4/1～ 文京区小石川1-12-16　TGビル 03-3816-5840

富坂診療所 4/1～ 文京区本郷1-33-9　ドン・キホーテ後楽園ビル3F 03-3814-2662

東京健生病院　健診センター 4/1～ 文京区大塚4-3-8 03-3944-6116

JCHO（ジェイコー）東京高輪病院 4/1～ 港区高輪3-10-11 03-3443-9555

古川橋病院　健診センター 4/1～ 港区南麻布2-10-21 03-3453-5013

新橋クリニック 未定 港区新橋5-15-5　交通ビル2階 03-3434-5151

セラヴィ新橋クリニック 4/1～ 港区西新橋2-39-3　SVAX西新橋ビル6F 03-5408-8181

パークサイドクリニック 未定 港区芝公園2-6-8　日本女子会館2階 03-3434-7800

品川クリニック 4/1～ 港区港南2-16-3　品川グランドセントラルタワー１階 03-6718-2816

汐留ガーデンクリニック 4/1～ 港区東新橋1-8-2　カレッタ汐留B1 03-5537-8080

大星クリニック 未定 港区赤坂2-9-11　オリックス赤坂二丁目ビルB1 03-6426-5933

みなと健診クリニック 4/1～ 港区港南2-5-3　オリックス品川ビル2F 03-5781-5020

赤坂桜十字クリニック 未定 港区赤坂3-21-13　ヒューリック赤坂ビル2階 03-6854-1220

品川シーズンテラス健診クリニック 4/1～ 港区港南1-2-70　品川シーズンテラス5階 03-3452-3382

新青山クリニック 未定 港区南青山1-1-1　新青山ビル西館3階 03-3475-1181

日比谷公園健診クリニック 4/1～ 港区新橋1-18-1　航空会館4階 03-3595-0781

城山ガーデン桜十字クリニック 未定 港区虎ノ門4-3-1　城山トラストタワー3F 03-6854-1220

芝健診センター 4/1～ 港区新橋6-19-21 03-3431-7491
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健診機関名 実施期間 所在地 電話番号地域

昭島市 東京西徳洲会病院健康管理センター 4/1～ 昭島市松原町3-1-1 042-500-6622

医療法人社団豊信会　草花クリニック 4/1～ あきる野市草花2724 042-558-7127

あきる台病院 4/1～ あきる野市秋川6-5-1 042-559-5449

青梅市 医療法人社団新町クリニック　健康管理センター 4/1～ 青梅市新町3-53-5 0428-31-5312

複十字病院　健康管理センター 4/1～ 清瀬市松山3-1-24 042-491-4712

ベトレヘムの園病院 未定 清瀬市梅園3-14-72 042-491-2525

武蔵野総合クリニック 未定 清瀬市元町1-8-30 042-497-8571

小金井市 医療法人社団鶴亀会小金井つるかめクリニック 未定 小金井市本町6-14-28　プラウドタワー武蔵小金井3階（ｱｸｳｪﾙﾓｰﾙ内） 042-386-3737

国分寺市 国分寺病院 未定 国分寺市東恋ヶ窪4-2-2 042-322-0125

立川相互ふれあいクリニック 4/1～ 立川市錦町1-23-4　5階 042-524-7365

立川北口健診館 4/1～ 立川市曙町2-37-7　コアシティ立川6F・9F 042-521-1212

立川中央病院附属健康クリニック 4/1～ 立川市柴崎町3-14-2　BOSEN5F 0120-137-322

多摩健康管理センター 4/1～ 立川市錦町3-7-10 042-528-2011

調布病院 未定 調布市下石原3-45-1 042-484-2626

調布東山病院 4/1～ 調布市小島町2-32-17 042-481-5515

西多摩郡 日の出ヶ丘病院 4/1～ 西多摩郡日の出町大久野310 042-588-8666

孫田クリニック 未定 八王子市旭町6-6　ピオスビル5階 042-627-1175

エヌ・エスクリニック 未定 八王子市明神町2-26-9　MZビル4F 042-648-5880

南多摩病院 未定 八王子市散田町3-10-1 042-663-0519

東村山市 久米川病院 4/1～ 東村山市萩山町3-3-10 042-397-8811

森久保クリニック　健康管理センター 未定 日野市高幡328　森久保医療モール2F 042-594-6610

森末クリニック 未定 日野市多摩平1-4-19　2F 042-589-3030

回心堂第二病院 未定 日野市万願寺2-34-3 042-584-0099

府中市 共済会櫻井病院 未定 府中市是政2-36 042-362-5141

原町田診療所 4/1～ 町田市原町田4-17-11 042-710-1100

多摩丘陵病院 4/1～ 町田市下小山田町1491 042-797-1512

鶴川記念病院 未定 町田市三輪町1059-1 044-987-9716

野村病院　予防医学センター 4/1～ 三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-8811

高松メディカルクリニック 未定 三鷹市下連雀4-16-12　2F 0422-70-1037

むさし野クリニック 4/1～ 武蔵野市吉祥寺本町1-10-3　古城会館７階 0422-21-1411

にしくぼ診療所 4/1～ 武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825

松井健診クリニック　吉祥寺プレイス 未定 武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 0120-037-388

吉祥寺南病院 未定 武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 0422-45-2161
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清瀬市

立川市

調布市

八王子市

日野市

町田市

三鷹市

武蔵野市


