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MEDICAL

The time for the
annual medical
check-up has
arrived.



is easy
Taking the exam 

After you booked your checkup,
inform us your booking details
online

01.

02.

See the hospital list
Call the hospital and book
your checkup



Points
Important 

The checkup must be done until 2023/2/28
Exams after that date will not be accepted or
paid.

The checkup must be carried out within the
period of the employment contract.
Techno Service will not pay for exams outside
the employment contract.

CHECK UP DEADLINE  2023/2/28

CONTRACT WITH TECHNO SERVICE



your checkup
on the phone

How to book

After you found the hospital from our list.
Call them to book your exam.

The sequence might change a bit but basically
these are the key words you have to say

Kochira wa ●●● Byouin desu
This is ●●● Hospital

At this point they are probably going to ask you details like, 
is it the first time? and if yes, your information like your name,
and the date you want to book it.

Book it as Staff Service Group, not as Techno Service
Staff Service is our group, the hospitals might not recognize
it as Techno Service. 

They will inquire you at some point about what course you
want to take, check the next page for the details on the course

COURSES↓

Value HR kara no Staff Service no
kenko shindan wo yoyaku shitai

I want to book my medical checkup, from
Value HR for Staff Service Group

I want to book on  ●● month,
 ●● day, ●● time of day

●● gatsu ●● nichi no ●● ji kibou



If you're exactly  40 or 50 years old by April 1st, 2023

How old are you
by April 1st, 2023? 

The checkup course changes 
depending on your age

"Houtei Kenshin wo
yoyaku shitai desu"

 
"I want to book the

houtei kenshin"
 

"Ippan Kenshin wo
yoyaku shitai desu"

 
"I want to book the

Ippan kenshin"

34 years old
or younger

Exactly 40 or 50 years old

35 years old
or older

Houtei Kenshin Ippan Kenshin 

Fuka Kenshin
You can book and pay for an extra optional exam

NOT PAID by Techno Service, you pay it
NOT MANDATORY, it is optional

PAID by Techno Service PAID by Techno Service



After Booking
You must inform us the details of your exam, 
on this link so we can process the payment for you.

Minimum deadline for declaration is 2
weeks before the booked exam date.

If you declare after the deadline or do
not report to Techno Service, we will not
be able to pay for your physical exam.

We may call you to confirm your physical exam
details.

Declare
here→

https://krs.bz/techno-service/m?f=10


FAQ

Do I have to pay for the
exams?

No, you won't have to pay, as long as you
notify Techno Service within the deadline

and take your hoken-sho on the day of
the exam.

Is it mandatory?
No, the physical exam is not mandatory.

However, for your well-being, we suggest
that everyone take the exam. 

Can I take a day off to take
the exam?

Since it is optional, the hours used to take the
exam will not be paid. However, you can request

paid leave (Yukyu) to take the exam.

I need to change the date /
cancel the exam

For any changes in the physical exam,
call the hospital and then let us know what has

changed at 0120-803-762.



Exam contents

Your health 
comes first!



Pィらりらょtウィら Cろtオ Hoイァろtゅl Hoイァろtゅl nゅmら ろn のゅァゅnらイら づよよィらイイ がEnよらィらＴoき Pれonら
Sゅtウィよゅオイ   
がSゅゆゅよoイき

Hokkゅろよo Mウィoィゅn Mウィoィゅn Noゆoィろゆらtイウ イōるō kらnイれろn イらntā 室蘭・登別総合健診 ー 室蘭市東町じ丁目2ごけず ごさじしけじすけすせす9 X
Hokkゅろよo Tomゅkomゅろ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn れゅイウkゅァァウァウィゅカゅ Tomゅkomゅろ れokらn イらntā 一般財団法人 苫小牧保健 ー 北海道苫小牧市旭町2丁目9番せ号 ごさじじけしすけごご8さ △
Hokkゅろよo イゅァァoィo Sらnかろn れokらn Hokkゅろよō kらnkō kゅnィろ イらntāパ 船員保険北海道健康管理 ー 北海道札幌市中央区北2条⻄さけさ 札幌 すな ごささけ2ごごけじ8ささ ○
Hokkゅろよo イゅァァoィo はゅゆウイれろkろるゅろイれゅ Sゅァァoィo りろttonらイウイらntā イゅァァoィoりウjろkウィろnろkkウ 株式会社札幌 ー札幌 北海道札幌市中央区北じ条⻄すけさ ごささけ2ずさけず8じす ○

Hokkゅろよo イゅァァoィo Mらよろkゅィウ Pウィゅカゅ Sゅァァoィo kらnイれろn kウィろnろkkウ 札幌健診
北海道札幌市中央区北す条⻄2丁目のR ワー

せな
ごささけ2ご9けすじすご △

Hokkゅろよo イゅァァoィo
はōらkろ カゅろよゅnれōjろn ァゅゆウィろkkウれらィウイウィろイāょれろイらntā りウカokウ kらnkō カōイれろn イらntā 
Sゅァァoィo イれōkō イれろnィオōイれo

公益財団法人 ー ー付属健康増
進 ー札幌商⼯診療所

北海道札幌市中央区南一条⻄すけさすけ2 ごささけ2ずさけ2ごさご ○

Hokkゅろよo イゅァァoィo ねァァゅnけイれゅけよゅn れōjろn Nろれon kらnkō kウィゅゆウ Hokkゅろよō イれろゆウ 一般社団法人⽇本健康倶楽部北海道⽀部 札幌市北区北七条⻄じけさけ2はDX札幌 ごさ2ごけじ89けさすす ○
Hokkゅろよo イゅァァoィo ねィオō れōjろn イれゅよゅn Hokkゅろよō kらnイれろn・nゅろkゅ kウィろnろkkウ 医療法人社団北海道健診・内科 北海道札幌市中央区北⼆条東さ2け98けさ ごささけ2ごごけさすす8 X

Hokkゅろよo イゅァァoィo がはōけカゅろき Hokkゅろよō kらkkゅkウ オoゆōけkゅろ Sゅァァoィo りウkウ  Sらnt ā 公財 北海道結核予防会札幌複⼗字総合健診 ー
北海道札幌市北区北8条⻄し丁目

階
ごささけせごごけさししさ △

Hokkゅろよo イゅァァoィo ねィオō れōjろn イれゅよゅn ゅイウkゅ Sゅァァoィo kらnイれろn イらntā 医療法人社団明⽇佳札幌健診 ー
北海道札幌市中央区南さご条⻄さ丁目さけしご

ー 札幌すな
ごささけすしさけ222ず ○

Hokkゅろよo イゅァァoィo Hokkゅろよō tゅろるゅn kオōkゅろ 北海道対 ん協会 北海道札幌市東区北⼆⼗六条東 丁目 － ごささけせじ8けすす22 △
Hokkゅろよo Oゆろれろィo はゅろイらろ がkゅろ イらろき ゆオōろn 開⻄ い い 病院 帯広市⻄ 条南 丁目 － ごさすすけし8けせすじさ X
Hokkゅろよo はウイれろィo はウイれろィo Rōイゅろゆオōろn 釧路労災病院 北海道釧路市中園町さし番2し号 ごさすじけ22けせさ9さ X
づomoィろ づomoィろ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn づomoィろ kらn イōるō kらnイれろn イらntā 公益財団法人⻘森県総合健診 ー ⻘森県⻘森市佃 け け ごさせけせじさけ2ししず X
づomoィろ Hゅょれろnoれら はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Hゅょれろnoれらけイれろ イōるō kらnイれろn イらntā 公益財団法人⼋⼾市総合健診 ー ⻘森県⼋⼾市⽥向しけずけさす ごさせ8けせごけすすずし X
づomoィろ れろィoイゅkろ Tイウるゅィウ れokらn Sらろkゅtイウkオōよōkウmろゅろ はらnイらろゆオōろn 津軽保健生活協同組合健生病院 ⻘森県弘前市⼤字扇町2け2け2 ごさせ2けすすけせせさせ X
づomoィろ づomoィろ ねァァゅn イれゅよゅnれōjろn のろらけkゅろ イれろァァらろ オoゆō イれろイらtイウ jろkらろkウィろnろkkウ 一般社団法人慈恵会疾病予防施設慈恵 ⻘森県⻘森市安⽥近野さずごけし ごさせけせ82け8せささ △

づomoィろ Hゅょれろnoれら
はōらkろ カゅろよゅnれōjろn イれろィウゆāィろれゅゆろィろtēイれon kオōkゅろ mらよろkゅィウkōto Hゅょれろnoれら 
Nろイれろ ゆオōろn りウカokウ Hゅょれろnoれら Nろイれろ kらnイれろn ァウィゅカゅ

ー 協会 ー ⼋⼾⻄病院付属⼋⼾⻄
健診

⻘森県⼋⼾市⻑苗代字中坪せじけさ ごさせ8け2さけさせさせ X

ねエゅtら moィろokゅ Moィろokゅ Mろnゅmろ ゆオōろn 盛岡南病院 岩手県盛岡市津志⽥ 地割 － ごさ9けずし2け2しささ ○
ねエゅtら moィろokゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn ねエゅtら kらn tゅろるゅn kオōkゅろ オウエゅtら kらnk ō kゅnィろ イらntā 公益財団法人岩手県対 ん協会いわ 健康管理 ー 岩手県盛岡市⻄仙北さけさせけさ8 ごさ9けずしすけ88すご X
ねエゅtら moィろokゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn ねエゅtら kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ 公益財団法人岩手県予防医学協会 岩手県盛岡市北飯岡じけ8けすご ごさ9けずし8けせさ82 ○
ねエゅtら ねょれろnoイらkろ がねけイれゅき づろoろけkゅろ Sれōエゅゆオōろn 医社 愛生会昭和病院 岩手県一関市⽥村町ずけし ごさ9さけ2しけ2ご2ご X
ねエゅtら ねイゅエゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn ねエゅtら kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ kらnかnゅn イらntā 公益財団法人岩手県予防医学協会県南 ー 岩手県胆沢郡⾦ 崎町⻄根前野2ご9けさ ごさ9せけじじけすせさし ○
Mろオゅるろ イらnよゅろ Mろオゅるろ kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ kらnイれろn イらntā 宮城県予防医学協会健診 ー 宮城県仙台市⻘葉区上杉 － － ー ご22け2ず2け2ず2さ ○

Mろオゅるろ イらnよゅろ
ねィオō れōjろn カゅろよゅn mらろィろkゅろ ねMSMらけばろりら kウィろnろkkウ イらnよゅろ がkオūき ろmウイウ イらnよゅろ 
kウィろnろkkウ

医療法人財団明理会ねMSMらけばろりら 仙台 旧 仙台
宮城県仙台市宮城野区榴岡さけさけさのR仙台 ー ー じな ご22けせ92けすごごご △

Mろオゅるろ ろイれろnomゅkろ ねイれろnomゅkろ イれろィろtイウ ゆオōろn ⽯巻市⽴病院 宮城県⽯巻市穀町さすけさ ご22すけ2すけすすすす 2すごさ X
Mろオゅるろ イらnよゅろ Dokウィろtイウ るオōイらろ れōjろn ょれろろkろ ろィオō kろnō イウろイれろn kろkō Sらnよゅろ ゆオōろn 独⽴⾏政法人地域医療機能推進機構仙台病院 宮城県仙台市泉区紫山2けさけさ ご22けしせ8け9ささ9 X
Mろオゅるろ イらnよゅろ ねィオō れōjろn tokウイれūkゅろ イらnよゅろ tokウイれūkゅろ ゆオōろn 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 宮城県仙台市泉区高玉町9け8 ご22けせせさけすささせ △

Mろオゅるろ イらnよゅろ
ねァァゅnけカゅろけよゅn れōjろn イれū るōけkゅろ イれū るōけkゅろ Uらイウるろ kウィろnろkkウ kらnイれろn イらntā 
がkオūぞ Sれū るōけkゅろ kらnイれろn
kウィろnろkkウき

一般財団法人周⾏会周⾏会上杉 健診 ー
旧︓周⾏会健診

宮城県仙台市⻘葉区上杉 け け
ー ー 階

ご22け22さけすずず8 ○

Mろオゅるろ イらnよゅろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sウカウmウ kオōけkゅろ Sらnよゅろ イōるō kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人社団進興会 ん い総合健診
宮城県仙台市⻘葉区さ番町さ丁目9けさ
仙台 ワーじな

ご22け22さけごごずず ○

Mろオゅるろ イらnよゅろ ねィオō れōjろn カゅろよゅn ゅkゅィろけkゅろ ろmウイウ Sらnよゅろ kウィろnろkkウ 医療法人財団明理会 仙台
宮城県仙台市⻘葉区一番町2丁目じけさ
仙台興和 じ階

ご22け2ず2け9ししさ ○

Mろオゅるろ イらnよゅろ ねァァゅnけカゅろけよゅn れōjろn Mろオゅるろ kらn イらろjろnゆオō オoゆō kオōkゅろ ょれ ūō イれろnィオōイれo 一般財団法人宮城県成人病予防協会中央診療所 宮城県仙台市⻘葉区中央さけしけさ さ2な ご22けしせすけせささし ○

Mろオゅるろ イらnよゅろ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Mろオゅるろ kらn イらろjろnゆオō オoゆō kオōkゅろ りウカokウ Sらnよゅろ jウnkゅnけ
ゆオō イらntā

一般財団法人宮城県成人病予防協会附属仙台循環病 ー 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目ずけさ2 ご22けしせすけせささし ○

Mろオゅるろ イらnよゅろ ねィオō れōjろn jろnイらnけkゅろ mろ オゅるろ kらnイれろn ァウィゅカゅ 医療法人仁泉会 健診 宮城県仙台市若林区卸町さけずけ9 ご22け2しさけしずすす ○
Mろオゅるろ ろイれろnomゅkろ ねイれろnomゅkろ はらn ねkウけkゅろ ゆオōろn ⽯巻健育会病院 宮城県⽯巻市⼤街道⻄しけしけ2せ ご22すけ98けせささし X
Mろオゅるろ Sれろィoろイれろ がね き のō のろnけkゅろ ōろカウmろ kろnらnゆオōろn 医 浄仁会⼤泉記念病院 宮城県白⽯市福岡深谷一本松すけさ ご22じけ22け2さささ X
づkろtゅ ゅkろtゅ ねィオō れōjろn ウn Cれūけkゅろ Tイウょれろカゅkろ ゆオōろn 医療法人運忠会⼟崎病院 秋⽥県秋⽥市⼟崎港中央四丁目じけ2ず ごさ8け8じすけじさ2さ X

ぽゅmゅるゅtゅ ぽゅmゅるゅtゅ ねィオō れōjろn Sれろnoよゅ ぽoイれろoけkゅろ Sれろnoよゅ イōるō ゆオōろn 医療法人篠⽥好生会篠⽥総合病院 山形県山形市桜町2けず8 ご2しけず2しけさせささ X
ぽゅmゅるゅtゅ ぽゅmゅるゅtゅ がねょれろ カゅろき Nろれon kらnkō kゅnィろ kオōkゅろ ぽゅmゅるゅtゅ kらnkō kゅnィろ イらntā 一財 ⽇本健康管理協会山形健康管理 ー 山形県山形市桧町じけ8けしご ご2しけず8さけせせずご ○
ぽゅmゅるゅtゅ ぽゅmゅるゅtゅ がねょれろ カゅろき カらnかnろれon ィōよō りウkウイれろ kオōkゅろ ぽゅmゅるゅtゅ kらnイれろn イらntā 一財 全⽇本労働福祉協会山形健診 ー 山形県山形市⻄崎じ9けず ご2しけずせしけごせごせ ○
ぽゅmゅるゅtゅ オonらカゅエゅ がねょれろ カゅろき イゅnかオūよōゆオōろn が一財 三友堂病院 山形県米沢市中央ずけさけ2さ9 ご2し8け2じけしせさご X
ぽゅmゅるゅtゅ Sれろnjō がね き Tokウイれūkゅろ Sれろnjō Tokウイれūkゅろ ゆオōろn kらnkō kゅnィろ イらntā 医 徳洲会新庄徳洲会病院健康管理 ー 山形県新庄市⼤字鳥越字駒場じず2し ご2ししけ2しけしじしじ ○
ぽゅmゅるゅtゅ tイウィウokゅ Sōnゅろ ょれろkウ kらnkō kゅnィろ イらntā 荘内地区健康管理 ー 山形県鶴岡市馬場町 － ご2しすけ22けずじじす ○
なウkウイれろmゅ りウkウイれろmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn はらろゅろkゅろ りウkウイれろmゅイらろゆウゆオōろn kらnイれろn イらntā 医療法人社団敬愛会福島⻄部病院健診 ー 福島県福島市東中央しけさす ご2じけすししけ2さ22 ○
なウkウイれろmゅ kōィろオゅmゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn ぽウゅイゅれōonkゅろ はotoゆウkろ イらn よō kウィろnろkkウ 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂 福島県郡山市駅前さけすけせ ご2じけ9し9けじずさず ○
なウkウイれろmゅ kōィろオゅmゅ はウエゅno kオōィろtイウゆオōろn 桑野協⽴病院 福島県郡山市島 － － ご2じけ92しけずさせせ ○
なウkウイれろmゅ づろカウエゅkゅmゅtイウ がねょれろ カゅろき Onょれろkゅろ づろよカウ Cれūōゆオōろn 一財 温知会会津中央病院 福島県会津若松市鶴賀町さけさ ご2じ2け2すけ2ご82 △
なウkウイれろmゅ kōィろオゅmゅ Nろttō ゆオōろn kらnイれろn イらntā ⽇東病院健診 ー 福島県郡山市細沼町しけささ ご2じけ92ずけごすさ2 △
なウkウイれろmゅ ろエゅkろ がね き はōィろオゅmゅ ゆオōろn ねエゅkろ kらnkō kゅnィろ イらntā 医 郡山病院いわ 健康管理 ー 福島県いわ 市中央台飯野じけ9け2 ご2じずけ28け9し88 ○
なウkウイれろmゅ ろエゅkろ Sれゅよゅn ろィオō れōjろn オōイらろkゅろ kゅイれろmゅゆオōろn 社団医療法人養生会 病院 福島県いわ 市⿅島町下蔵持字中沢目 け ご2じずけす8け8ご9ご ○
なウkウイれろmゅ ろエゅkろ Sれゅよゅn ろィオō れōjろn はウィられゅけkゅろ kウィられゅイōるōゆオōろn 社団医療法人呉⽻会呉⽻総合病院 福島県いわ 市錦町落合さけさ ご2じずけず2けしごせす ○

ねゆゅィゅkろ tイウょれろウィゅ はゅnよゅtイウ ゆオōろn kらnイれろn イらntā 神⽴病院健診 ー 茨城県⼟浦市神⽴中央 － － ご29け89ずけずさ2し ○
ねゆゅィゅkろ Uイれろkウ Uイれろkウゅろエゅイōるōゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 牛久愛和総合病院総合健診 ー 茨城県牛久市猪子町89ず ご29け8せしけじししじ ○
ねゆゅィゅkろ はゅmろイウ Sれゅkゅろりウkウイれろ れōjろn onイれろカゅろよゅn イゅろイらろkゅろ はゅmろイウ イゅろイらろkゅろ ゆオōろn 社会福祉法人恩 財団済生会神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央 － － ご299け9せけ2ささず △
ねゆゅィゅkろ tイウkウゆゅ Tイウkウゆゅ イōるō kらnイれろn イらntā 総合健診 ー 茨城県 市天久保さけ2 ご29け8すずけしすごご △
ねゆゅィゅkろ tイウkウゆゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn o kō kゅろ Tイウkウゆゅ イれろtろゅ nゅろkゅ kウィろnろkkウ 医療法人社団雄好会 内科 茨城県 市吾妻2け8け8 ご29け8ずごけすせごご ○
ねゆゅィゅkろ mろto Hろるゅイれろkゅntō kウィろnろkkウ 東関東 茨城県⽔⼾市白梅 － － ご29け22さけさ2ごご ○
ねゆゅィゅkろ mろto がねけイれゅき はオōらろけkゅろ Ōkウゆo ゆオōろn 医社 協栄会⼤久保病院 茨城県⽔⼾市⽯川じけじごじごけし2 ご29け2すじけじすすす X
ねゆゅィゅkろ mろto ねィオō れōjろn イれゅよゅn ぽoイれろkゅカウけkゅろ ろゆゅィゅkろ kらnkō kゅnィろ イらntā 医療法人社団啓和会い 健康管理 ー 茨城県⽔⼾市⾒川町丹下一 牧 け ご29け2じしけず22ご ○
ねゆゅィゅkろ mろto ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn ねゆゅィゅるろkらn mらよろkゅィウイらntā 一般財団法人茨城県 ー 茨城県⽔⼾市笠原町じ89 ご29け2じしけさささし X
ねゆゅィゅkろ はゅイれろmゅ はoオゅmゅ kろnらn ゆオōろn 小山記念病院 茨城県⿅嶋市厨 け け ご299け8すけささし9 ○
ねゆゅィゅkろ れろtゅょれろ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Hろtゅょれろ mらよろkゅィウイらntā 公益財団法人⽇⽴ ー 茨城県⽇⽴市幸町さけさせけさ ご29じけししけす9ささ ○
ねゆゅィゅkろ れろtゅょれろ がね き らろjろけkゅろ nゅるゅろ れろtゅょれろnomoィろゆオōろn が医き永慈会永井ひ 森病院 茨城県⽇⽴市小⽊津町9ずず ご29じけじじけ88ごご ○
Toょれろるろ ウtイウnomろオゅ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn Nゅkゅオゅmゅけkゅろ ウtイウnomろオゅ kろnらnゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 社会医療法人中山会宇都宮記念病院総合健診 ー 栃⽊県宇都宮市⼤通 さけしけさず ご28けず2すけせ8しさ △
Toょれろるろ ウtイウnomろオゅ Hokウtoけkゅろ Utイウnomろオゅ ゅカウmゅゆオōろn 北⽃会宇都宮東病院 栃⽊県宇都宮市平出町 け ご28けず8しけすせせさ ○

Toょれろるろ oオゅmゅ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Nろれon kらnkō kゅnィろ kオōkゅろ はろtゅkゅntō イれろゆウ to ょれろるろ kらnイれろn 
ァウィゅカゅ

一般財団法人⽇本健康管理協会北関東⽀部と 健診 栃⽊県小山市駅南町ずけさじけさ8 ご28すけ28けしさささ ○

Toょれろるろ Oオゅmゅ Cれろれō よokウィろtイウるオōイらろ れōjろn イれろn oオゅmゅイれろmろnゆオōろn オoゆ ō ろるゅkウ イらntā 地⽅独⽴⾏政法人新小山市⺠病院予防医学 ー 小山市⼤字神鳥谷22すさけさ ご28すけしずけご2すご X
Toょれろるろ Ōtゅエゅィゅ Nゅイウ Cれūōゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 那須中央病院総合健診 ー 栃⽊県⼤⽥原市下⽯上 ご28せけ29け2す2す ○
にウnmゅ Tゅkゅイゅkろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Hろよゅkゅけkゅろ Hろよゅkゅ ゆオōろn 医療法人社団⽇高会⽇高病院 高崎市中尾町88ず ご2せけしず2けさ9じじ ○
にウnmゅ Tゅkゅイゅkろ Soりろゅ kウィろnろkkウ ソ 高崎市南⼤類町888けさ ご2せけし8ずけ8せ8せ ○
にウnmゅ Tゅkゅイゅkろ Mゅkろ ゆオōろn 真⽊病院 群馬県高崎市上並榎町さ8せ ご2せけしずしけ8すす8 ○
にウnmゅ tゅtらゆゅオゅイれろ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn イれゅよゅn kらろオūkゅろ kらろオū kらnイれろn イらntā 社会医療法人社団慶友会慶友健診 ー 群馬県館林市松原さけさごけしご ご2せずけせすけせごごご △
にウnmゅ Tゅkゅイゅkろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sゅnかゅろけkゅろ イゅnかゅろkウィろnろkkウ 医療法人社団三愛会三愛 群馬県高崎市⾦古町させす8 ご2せけしせしけしさささ ○
にウnmゅ ろイらイゅkろ がね き ろイれろろ kゅろ ねイれろろ ゆオōろn 医 ⽯井会⽯井病院 群馬県伊勢崎市波志江町ささす2 ご2せごけ2しけ8す2ず ○

にウnmゅ ろイらイゅkろ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Nろれon kらnkō kゅnィろ kオōkゅろ はろtゅkゅntō イれろゆウ ねイらイゅkろ kらnイれろn 
ァウィゅカゅ がkオū ろァァゅn カゅろよゅnれōjろn Hろるゅイれろnろれon ィōよō らろイらろ イらntāき

北関東⽀部伊勢崎健診  旧一般財団法人東⽇本労働
衛生 ーき

群馬県伊勢崎市中町ずすすけさ ご2せごけ2ずけせせごご ○

にウnmゅ ōtゅ ねmウイウ Ōtゅ Cれūō イōるō ゆオōろn 太⽥中央総合病院 群馬県太⽥市東今泉町8せすけさ ご2せずけしせけ8ささ8 ○
にウnmゅ ōtゅ ねィオō れōjろn イれろmゅtoけkゅろ れontō イōるō ゆオōろn 医療法人島門会本島総合病院 群馬県太⽥市⻄本町しけ8 ご2せずけ22けせさしさ ○

にウnmゅ Tゅkゅイゅkろ
ねィオō れōjろn イれゅよゅn ゆろイれろnけkゅろ はウィoイゅエゅ ゆオōろn りウカokウ れらィウイウァākウkウィろnろkkウ 
tゅkゅイゅkろ kらnkō kゅnィろ イらntā

医療法人社団美⼼会⿊沢病院付属
ー 高崎健康管理 ー

群馬県高崎市矢中町さ88 ご2せけしすしけ22せせ ○

Sゅろtゅmゅ イゅろtゅmゅ づィウイれら kウィろnろkkウ 埼玉県 い 市⼤宮区桜⽊町2けさけさ 8な ごじ8けずじごけずすずさ ○
Sゅろtゅmゅ イゅろtゅmゅ づオゅnokウnろ Hろるゅイれろōmろオゅ mらよろkゅィウイらntā 彩 国東⼤宮 ー 埼玉県 い 市北区⼟呂町さす22 ごじ8けずずすけず2さご ○
Sゅろtゅmゅ kゅエゅるウょれろ はゅエゅるウょれろ ァゅィk toエらィ kウィろnろkkウ 川口 ー ワー 埼玉県川口市幸町 け け 川口 ー ワー ごじ8け299けじさごず ○
Sゅろtゅmゅ toよゅ ねィオō れōjろn カゅろよゅn はらn Tゅkゅイれろけkゅろ Toよゅ Cれūō イōるō kらnk ō kゅnィろ イらntā 医療法人財団健隆会⼾⽥中央総合健康管理 ー 埼玉県⼾⽥市上⼾⽥ － － ごさ2ごけし88け8ささ △
Sゅろtゅmゅ イōkゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅnけkオō tomokゅろ mらよろkゅィウtoァろゅ Sōkゅ ゆオō ろn 医療法人社団協友会 草加病院 埼玉県草加市谷塚さけささけさ8 ごじ8け9さ2けししごご ○
Sゅろtゅmゅ オゅイれろo ぽゅイれろo ょれūōイōるōゆオōろn kらnイれろn イらntā ⼋潮中央総合病院健診 ー 埼玉県⼋潮市南川崎8じす番地 ごじ8け998け8ごごさ ○
Sゅろtゅmゅ オoイれろkゅエゅ がね きけkオō tomokゅろ オoイれろkゅエゅ ょれūōイōるōゆオōろn 医 協友会吉川中央総合病院 埼玉県吉川市平沼さささ番地 ごじ8け982け8しささ ○
Sゅろtゅmゅ kゅエゅるoら ぽウkろイゅよゅゆオōろn ⾏定病院 埼玉県川越市脇⽥本町じけさし ごじ9け2じ2けごし82 ○
Sゅろtゅmゅ イゅオゅmゅ Sらろイれろnkゅろ Sゅろイらろ ゆオoろn 清⼼会至聖病院 埼玉県狭山市下奥富さ22さ ごじけ29す2けさごご2 ○
Sゅろtゅmゅ りウjろmろno ねィオōイらろkオō Sゅろtゅmゅ Sらろkゅtイウkオōよōkウmろゅろ Ōろ kオōよō イれろnィオōイれo 医療生協 い 生活協同組合⼤井協同診療所 埼玉県ふ 野市ふ 野さけさけさす ごじ9け2ずせけささごさ △
Sゅろtゅmゅ kウmゅるゅオゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn はō Tomoけkゅろ kゅるoれゅィゅゆオōろn 医療法人社団紘智会籠原病院 埼玉県熊谷市美⼟⾥町しけさしず ごじ8けすし2けずせじせ ○
Sゅろtゅmゅ kウmゅるゅオゅ ねィオō れōjろn kウィらmonゅけkゅろ tīらmウkウィろnろkkウ 医療法人 会 ー 埼玉県熊谷市三ヶ尻じ8 ごじ8けすししけ88しせ ○
Sゅろtゅmゅ ゅるらo づろオūkゅろ ゅるらoょれūōイōるōゆオōろn 愛友会上尾中央総合病院 埼玉県上尾市柏座さけさごけさご ごじ8けせせしけさささじ ○
Cれろゆゅ ょれろゆゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn なウイイゅけkゅろ イゅろtō ィōイゅろゆオōろn 医療法人社団福生会斎藤労災病院 千葉県千葉市中央区道場南さけさ2けせ ごじしけ22せけせじすし ○
Cれろゆゅ ょれろゆゅ ねィオō れōjろn カゅろよゅn ゅkゅィろけkゅろ Cれろゆゅ ィoろオゅィウkウィろnろkkウ 医療法人財団明理会千葉 千葉県千葉市中央区新町さごごご ワー8階 ごじしけ2ごじけすすささ ○
Cれろゆゅ ょれろゆゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn イらろkらろkゅろ Cれろゆゅ mらよろkゅィウイらntā 医療法人社団誠馨会千葉 ー 千葉県千葉市中央区南町 丁目 番 号 ごじしけしさごけせごし8 X
Cれろゆゅ ょれろゆゅ ねィオō れōjろnけイれゅ ウょれろエゅ kokoィoけkゅろ Mゅkウれゅィろ mゅィろゆウkウィろnろkkウ 医療法人社団扇⼼会幕張 千葉県千葉市美浜区中 2けずけさワー ー な ごじしけ29せけごさ88 ○
Cれろゆゅ ょれろゆゅ Mろtイウエゅよゅろイōるōゆオōろn わ台総合病院 千葉県千葉市若葉区若松町すしさけじ8ず ごじしけ2すじけし2ごさ ○
Cれろゆゅ nゅるゅィらオゅmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn kオōオūkゅろ づろオūkゅろ Cれろゆゅ づろオūkゅろ kろnらn ゆオōろn 医療法人社団協友会千葉愛友会記念病院 千葉県流山市鰭ヶ崎さけさ ごじけせささごけご8す8 ○

Cれろゆゅ ろょれろkゅエゅ
ねィオō れōjろn イれゅよゅn Hろjろィろ Sウイウmウけkゅろ ねょれろkゅエゅ ゅカウmゅゆオō ろnけイれろ はゅエゅれろるゅイれろ 
れらィウイウkウィろnろkkウ

医療法人社団聖進会市川東病院市川東 千葉県市川市⼆俣2けさじけさ ごじせけし2せけ2さささ ○

Cれろゆゅ りウnゅゆゅイれろ ねィオō れōjろn イれゅよゅnけkオō tomokゅろ りウnゅゆゅイれろイōるōゆオōろn 医療法人社団協友会船橋総合病院 千葉県船橋市北本町 け け ごじせけじ2すけささすし ○
Cれろゆゅ nゅィゅイれろno Tイウよゅnウmゅ ょれūōイōるōゆオōろn 津⽥沼中央総合病院 千葉県習志野市谷津 － － ごじせけじせずけすさしじ ○
Cれろゆゅ kゅイれろエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn tらn イらnけkゅろ kゅイれろエゅ kらnイれろnkウィろnろkkウ 医療法人社団天宣会柏健診 千葉県柏市柏じけすけ22 ごじけせさずせけじささ9 ○
Cれろゆゅ kゅイれろエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅnけkオō tomokゅろ kゅイれろエゅ kōイらろイōるōゆオōろn 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 千葉県柏市篠籠⽥ずさせ ごじけせさじじけ88ず8 ○
Cれろゆゅ ウィゅオゅイウ Dゅろ 2 Uらよゅ kウィろnろkkウ りウカokウ Uらよゅ kウィろnろkkウ kらnイれろn イらntā 第2上⽥ 附属上⽥ 検診 ー 千葉県浦安市猫実しけさ8けさせ ごじせけしさずけずごごず ○
Cれろゆゅ ウィゅオゅイウ Mらよろkゅィウるāよらn Sれろnかウィゅオゅイウ ー 新浦安 千葉県浦安市⽇ 出さ丁目さけ2す ごじせけせご9けし8ごご ○
Cれろゆゅ イゅkウィゅ Sらろィらろイゅkウィゅイれろmろnゆオōろn kらnイれろn イらntā 聖隷佐倉市⺠病院健診 ー 千葉県佐倉市江原台2けしずけ2 ごじしけじ8ずけごごごず X
Cれろゆゅ ろょれろれゅィゅ ねィオō れōjろn りウオōけkゅろ にoろ ゆオōろn kらnイれろn イらntā 医療法人芙蓉会五井病院健診 ー 千葉県市原市五井すさすす ごじしずけ2さけすす2さ ○
Cれろゆゅ イoよらるゅウィゅ がね き Sゅtイウkろけkゅろ Soよらるゅウィゅ Sゅtイウkろよゅろ ゆオōろn 医 会袖ヶ浦 台病院 千葉県袖ヶ浦市⻑浦駅前すけ2さ ごじし8けし8けずすせす ○
Cれろゆゅ kろmろtイウ はろmろtイウ kらnkō イらntā はろmろtイウ イれろnィオōイれo 君津健康 ー君津診療所 千葉県君津市君津 番地 ごじし9けすすけず8ささ X

Tokオo ょれろオoよゅ Sれōōkゅろ がイれoウ ō kゅろき イれろnィオōイれo Ōtらmゅょれろ kらnイれろn ァウィゅカゅ 松翁会 う う い 診療所⼤手町健診
東京都千代⽥区⼤手町 － －
⼤手町 ワー地下

ごしけし2ごさけせごごさ X

Tokオo ょれろオoよゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn ウろィろnるウ tらkkō ゆろィウ mゅィウnoウょれろ kウィろnろkkウ 医療法人社団 鉄鋼 丸 内 東京都千代⽥区丸 内さけ8け2けてさな ごしけず2さ2けし888 ○
Tokオo Cれoりウ Tゅmゅるゅエゅ ゆオōろn 多摩川病院 東京都調布市国領町すけしさけさ ごじ2けじ99けし292 ○
Tokオo ょれろオoよゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn オūkōけkゅろ づkろれゅゆゅィゅ mらよろkゅィウkウィろnろkkウ 医療法人社団友好会秋葉原 東京都千代⽥区外神⽥さけさずけ9朝風⼆号館ずな ごしけし28ごけす8せせ △
Tokオo ょれろオoよゅ ぽūkōけkゅろ づkろれゅゆゅィゅ mらよろkゅィウkウィろnろkkウゅnらkkウイウ 友好会秋葉原 東京都千代⽥区神⽥練塀町ず8 じ階 ごしけし28ごけす8せせ X
Tokオo ょれろオoよゅ がね き Oゆゅtゅけkゅろ Hゅmゅよゅ ゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 医 小畑会浜⽥病院総合健診 ー 東京都千代⽥区神⽥駿河台2けす ごしけす28ごけさご8ご ○
Tokオo ょれろオoよゅ はらkkゅkウ オoゆōけkゅろ イōるō kらnイれろn イウろイれろn イらntā 結核予防会総合健診推進 ー 東京都千代⽥区神⽥三崎町さけしけさ2 ごしけし292け92しじ △
Tokオo ょれろオoよゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn kokoィo to kゅィゅよゅ no るらnkろ ァウィゅカゅ 医療法人社団 と 元気 東京都千代⽥区飯⽥橋しけずけす ごしけす2さごけずずじす X



Pィらりらょtウィら Cろtオ Hoイァろtゅl Hoイァろtゅl nゅmら ろn のゅァゅnらイら
づよよィらイイがEnよらィらＴoき

のゅァゅnらイら
Pれonら

Sゅtウィよゅオイ   
がSゅゆゅよoイき

Tokオo ょれウo ねィオō れōjろn イれゅよゅn Cれūō Mろnゅtoけkゅろ Cれūō Mろnゅto kウィろnろkkウ 医療法人社団中央 と会中央 と 東京都中央区明⽯町8けさ聖路加 ワー2な ごしけしすじせけさし9す ○
Tokオo ょれウo ねィオō れōjろn イれゅよゅn Cれūō Mろnゅtoけkゅろ Mろtイウろ tゅエākウィろnろkkウ 医療法人社団中央 と会三井 ワー 東京都中央区⽇本橋室町2けさけさ⽇本橋三井 ワー す階 ごしけしすさごけ99じす ○
Tokオo ょれウo Sōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウ Nろれonゆゅイれろ イらntā 総合健診 ー  ⽇本橋 ー 東京都中央区⽇本橋さけしけさし東京建物⽇本橋 ごしけししじすけせせずず X
Tokオo mろnゅto ねィオō れōjろn イれゅよゅn Dōオūkゅろ Sれろnゅるゅエゅ kウィろnろkkウ 医療法人社団同友会品川 東京都港区港南2けさずけし品川 ワーさ階 ごしけずせさ8け28さず X
Tokオo ょれウo ねィオō れōjろn イれゅよゅn mらろれōけkゅろ ろmウイウ Tōkオō kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人社団明芳会 東京健診 東京都中央区京橋 け け せ階 ごしけしすじ8け2じすさ ○
Tokオo ょれウo ねィオō れōjろn イれゅよゅnけイれろn はゅカウら にろnカゅ なウjろ kウィろnろkkウ 医療法人社団神和会銀座富⼠ 東京都中央区銀座じけささけ2丸正 2な ごしけしすじ2け8しせさ △
Tokオo mろnゅto がね き kらろイらろけkゅろ ァākウイゅろよokウィろnろkkウ 医 会 ー 東京都港区芝公園2けずけ8⽇本⼥子会館 2 ごしけしじしじけせ8ごご X
Tokオo mろnゅto Sれろoよomら イれろtろイらntāイらntoィゅィウkウィろnろkkウ 汐留 ー 東京都港区東新橋 － － 汐留 ー ごしけすすず8け8せご2 X
Tokオo mろnゅto ねィオō れōjろn イれゅよゅn Tōkオō Sゅkウィゅ jūjろ づkゅイゅkゅ イゅkウィゅ jūjろ kウィろnろkkウ 医療法人社団東京桜⼗字⾚坂桜⼗字 東京都港区⾚坂しけ2さけさし ー ⾚坂 2 ごしけず8すじけさ22ご △
Tokオo mろnゅto Rゅろりウ ァウィゅnかnろnるウ イらntā Hろnoれゅィゅ kろnらn kウィろnろkkウ ・ ・ ー⽇野原記念 東京都港区三⽥しけさ2けさ2笹川記念会館ささな ごしけしじすじけすごず8 X
Tokオo mろnゅto のCHO Tōkオō Tゅkゅnゅエゅ ゆオōろn Ｏ東京高輪病院 東京都港区高輪しけさごけささ ごしけしじじしけ9すすす ○
Tokオo tゅろto Sらろ ō kゅろ Uるウろイウよゅnろ kらnイれろn イらntā い う会鶯谷健診 ー 東京都台東区根岸2けさ9けさ9 ごしけし8せしけ9さずさ △
Tokオo tゅろto ねィオō れōjろn イれゅよゅn ィūょれらkゅろ てらnら づイゅkウイゅ ィらよīイウ kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人社団 ー 会てらnら浅草 ー 健診 東京都台東区花川⼾さけじけさ浅草駅 EはねMねSEせ階 ごしけず8ご2けせ8ずじ ○

Tokオo tゅろto
はōらkろ カゅろよゅnれōjろn ィゅろりウ らkウイウtらnイれon kらnkオūjo りウカokウ Eろjウ イōるō kらnイれろn 
オoゆō ろィオō イらntā

公益財団法人 ･ 研究所付属永寿総合
健診・予防医療 ー

東京都台東区東上野しけしけし 2階 ごしけし8ししけせしすさ ○

Tokオo ゆウnkオo ねィオō れōjろn イれゅよゅn Dōオūkゅろ はゅイウるゅ kウィろnろkkウ 医療法人社団同友会春⽇ 東京都文京区小⽯川さけさ2けさず ごしけし8さずけす8じご △
Tokオo kろtゅ はらnイれろnけkゅろ Tōkオō mらよろkゅィウkウィろnろkkウ 健診会東京 東京都北区滝野川ずけさじけ9東京先端医療 ー 内 ごさ2ごけせせごけ929 ○
Tokオo ゅィゅkゅエゅ はて mらよろkゅィウよokkウ 東京都荒川区町屋 － － ﾒ ｶ ﾀｰMらよろウm町屋 ごしけし89すけ88ご8 ○
Tokオo ゅよゅょれろ Enウ kらろ kウィろnろkkウ ・ ・ 東京都⾜⽴区綾 しけ2け8 しな ごしけしず2ごけ2ごしじ X
Tokオo イウmろよゅ し S mらよろkゅィウkウィろnろkkウ 東京都墨⽥区江東橋2けさ9けせ富⼠ソ さすな ごしけすず2じけすし2す ○
Tokオo koto ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Nろれon オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ ウ~らィウゆīろnるウ Mōィろ 一般財団法人⽇本予防医学協会 ー ⽑利 東京都江東区⽑利さけさ9けさご江間忠錦糸町 階 ごしけしずしすけすせささ X
Tokオo koto なウkゅるゅエゅ るオゅカゅィろゅkウィろnろkkウ 深川 東京都江東区⽊場さけすけ2す深川 ワー 棟 ごしけすずすしけしすご2 ○
Tokオo koto Tōカゅろイらn mらよろkゅィウkウィろnろkkウ 東⻄線 東京都江東区門前仲町さけじけ8 門前仲町9階 ごしけしずじしけごごせせ ○
Tokオo イれろnゅるゅエゅ Mゅkろtゅイōるōゆオōろn kらnイれろn ァウィゅカゅ Omoィろ 牧⽥総合病院健診 Omoィろ 東京都品川区南⼤井ずけ28けさ2HUばねC せな・8な ごしけしせすさけしじ89 △
Tokオo イれろnゅるゅエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn オūkōけkゅろ Mらるウィo mらよろkゅィウkウィろnろkkウ 医療法人社団友好会目⿊ 東京都品川区東五反⽥すけ22けししTは池⽥山 じな ごしけし28ごけす8せせ △

Tokオo イれろnゅるゅエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sウカウmウ kオōけkゅろ ōゆゅィウkōto kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人社団進興会 ー ー 健診
東京都品川区東五反⽥2けさせけさ ー ー ⼤崎 ー

さじな
ごしけすじご8け8さ8さ ○

Tokオo イれろnゅるゅエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sウカウmウ kオōけkゅろ イれろnkōkウィろnろkkウ づnらkkウイウ 医療法人社団進興会進興 東京都品川区⼤崎さけずけさTOC⼤崎 さ階 ごしけすじご8け8さ8さ ○
Tokオo イれろnゅるゅエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sウカウmウ kオōけkゅろ イれろnkōkウィろnろkkウ 医療法人社団進興会進興 東京都品川区⼤崎2けさけさTれろnkPゅィkToエらィしな ごしけすじご8け8さ8さ ○

Tokオo otゅ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn カゅろよゅn のろnかろkゅろ Mゅkろtゅイōるōゆオōろn nろnるらnよokkウ kらnイれろn イらntā
社会医療法人財団仁医会牧⽥総合病院人間 健診

ー
東京都⼤⽥区⻄蒲⽥じけ29けさ ごしけしせすさけしじ89 △

Tokオo イれろゆウオゅ Sれろゆウオゅ koゅkウィろnろkkウ 渋谷 東京都渋谷区渋谷 － － 朝⽇生命宮益坂 ごしけずじ98け2さささ ○
Tokオo イれろゆウオゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn kゅカゅnkゅろ Mぽ mらよろkゅィウkウィろnろkkウ 医療法人社団霞山会ＭＹ 東京都渋谷区宇⽥川町2ごけさせNOな渋谷公園通 す階 ごしけずじす2けすさごご ○
Tokオo イれろゆウオゅ てゅィオū HR ゆろィウ kウィろnろkkウ ーHR 東京都渋谷区千駄ヶ谷すけ2さけさじ ーHR ごすせごけごせすけせさご ○
Tokオo イれろゆウオゅ がね き tイウィウkゅmらけkゅろ Sれろnjウkウ Tイウィウ kゅmら kウィろnろkkウ 医 鶴⻲会新宿 め 東京都渋谷区代々⽊2けささけさす新宿東京海上⽇ ごしけし299け89ごご ○
Tokオo イれろゆウオゅ Hろイゅno mゅろnカウtゅエākウィろnろkkウ 久野 ワー 東京都渋谷区代々⽊2けさけさ新宿 ワー2階 ごさ2ごけせさす9ごせ ○
Tokオo イらtゅるゅオゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn kōnomらよろkゅィウkウィろnろkkウ 医療法人社団幸野 東京都世⽥谷区祖師谷 け け ごしけしじ8しけ89せず ○

Tokオo イれろnjウkウ はらろゅろkウィろnろkkウ
東京都新宿区四谷 － －

ごしけす2ず9け2さささ ○

Tokオo イれろnjウkウ はらろ づkろィゅけkゅろ りウオō イれろnィオōイれo イらろjろnゆオō ろるゅkウ イらntā 敬昭会芙蓉診療所成人病医学 ー 東京都新宿区新宿すけさじけす ごしけししすごけずせしさ ○
Tokオo イれろnjウkウ ねィオō れōjろn イれゅよゅn nゅmゅ れろkゅィろけkゅろ Sれろnjウkウ Oろエゅkら kウィろnろkkウ ィらよīイウ 医療法人社団生光会新宿追分 ・ ー 東京都新宿区新宿しけさけさし京王新宿追分 ずな ごさ2ごけ28けしささし ○

Tokオo イれろnjウkウ ねィオō れōjろn イれゅよゅn nゅmゅ れろkゅィろけkゅろ Sれろnjウkウ Oろエゅkら kウィろnろkkウ 医療法人社団生光会新宿追分 東京都新宿区新宿しけさけさし京王新宿追分 せな ごさ2ごけ28けしささし
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○

Tokオo イれろnjウkウ ねィオō れōjろn イれゅよゅn イれろnかオūkゅろ ァウィゅカゅ しごけkゅろ kウィろnろkkウ 医療法人社団新友会 しご階 東京都新宿区⻄新宿2け2けさ京王 本館しご階 ごしけすし2しけじししご
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○
Tokオo イれろnjウkウ まらnjろけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウ Sれろnjウkウ Nろイれろるウょれろ イらntā 善仁会総合健診 ー 新宿⻄口 ー 東京都新宿区⻄新宿しけ2けじ新和 せ階 ごしけししじすけせせずず ○
Tokオo Mろnゅto Sれろn づkゅイゅkゅ kウィろnろkkウるウィūァウ イれろn づkゅイゅkゅ kウィろnろkkウ Roァァonるろ れonかろn 新⾚坂 ー 新⾚坂 六本⽊本院 東京都港区六本⽊すけすけさ六本⽊ ささな ごしけすせせごけさ2すご ○
Tokオo イれろnjウkウ のCHO Tōkオō Sれろnjウkウ mらよろkゅィウイらntā Ｏ東京新宿 ー 東京都新宿区津久⼾町すけさ ごしけし2ず9け8ささ8 X
Tokオo イれろnjウkウ Nゅnjウ がnゅnjろ ~オウき kろnらn kウィろnろkkウ 楠樹 ん 記念 東京都新宿区⻄新宿 － － 新宿住友 しな ごしけししじじけずずずず ○
Tokオo イれろnjウkウ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sゅkゅkろゆゅィゅ はōイらろkゅろ イれろnjウkウmろtイウろゆろィウ kウィろnろkkウ 医療法人社団榊原厚生会新宿三井 東京都新宿区⻄新宿 け 三井 ・ ごしけししじじけししごご △
Tokオo イれろnjウkウ まらnjろけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウィらよīイウ Sれろnjウkウ 善仁会総合健診 ー ー 新宿 東京都新宿区⻄新宿2けせけさ小⽥急第一生命 2ずな ごしけししじすけせせずず ○
Tokオo イウるろnゅmろ Sれろィonろイれろゆオōろn オoゆō ろるゅkウ れonゆウ kらnイれろn イらntā 城⻄病院予防医学本部健診 ー 東京都杉並区上荻 － － 城⻄病院 ごしけしし9ごけず9さご △
Tokオo toイれろmゅ Āゆゅnれゅろtイウkウィろnろkkウ ー 東京都豊島区巣鴨さけさずけ2 ー 巣鴨て棟 ごしけし9じずけずせ2さ ○
Tokオo toイれろmゅ Toイれろmゅ kらnkō イれろnイゅ イらntā 豊島健康診査 ー 東京都豊島区上池袋2けすけさ健康 ず階 ごしけす9せじけせ2ごす ○
Tokオo toイれろmゅ まらnjろけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウ ねkらゆウkウィo イらnt ā 善仁会総合健診 ー 池袋 ー 東京都豊島区東池袋さけ2すけ8 さ・2 ごしけししじすけせせずず ○
Tokオo toイれろmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn mらろれōけkゅろ ねkらゆウkウィo ィoろオゅィウkウィろnろkkウ 医療法人社団明芳会池袋 東京都豊島区東池袋さけ2さけささ ー 池袋 さごな ごしけし989けさささ2 ○
Tokオo toイれろmゅ ねkらゆウkウィo ゆオōろn りウカokウ kウィろnろkkウ 池袋病院附属 東京都豊島区東池袋しけさけさ ずご 8な ごしけす9ささけすごずず ○
Tokオo nらィろmゅ がね き Hろィooけkゅろ Sウカウkろゆオōろn kらnイれろn イらntā 医 浩生会 病院健診 ー 東京都練馬区栄町せけさ ごしけしすすせけしごごし X
Tokオo mウイゅイれろno ねィオō れōjろn イれゅよゅn イらろオūkゅろ Mゅtイウろ kらnイれろn kウィろnろkkウ はろょれろjōjろ ァウィらろイウ 医療法人社団正友会松井健診 吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺東町 け け ごさ2ごけごしせけし88 ○
Tokオo koるゅnらろ Tイウィウ kゅmらけkゅろ はoるゅnらろ Tイウィウ kゅmら kウィろnろkkウ め会小⾦井 め 東京都小⾦井市本町ずけさじけ28 ワー武蔵小⾦井し階 ごじ2けし8ずけしせしせ ○
Tokオo tゅょれろkゅエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sウカウmウ kオōけkゅろ Tゅょれろkゅエゅ はろtゅるウょれろ kらnイれろnけkゅn 医療法人社団進興会⽴川北口健診館 東京都⽴川市曙町2けしせけせ ⽴川 ず・9 ごじ2けす2さけさ2さ2 ○
Tokオo tゅょれろkゅエゅ ねィオō れōjろn カゅろよゅn Tゅょれろkゅエゅ Cれūōゆオōろn りウカokウ kらnkō kウィろnろkkウ 医療法人財団⽴川中央病院附属健康 東京都⽴川市柴崎町しけさじけ2てOSENじな ごさ2ごけさしせけし22 X
Tokオo れゅょれろojろ づtイウ Mゅkotoけkゅろ mゅるotゅ kウィろnろkkウ 厚誠会孫⽥ 東京都⼋王子市旭町ずけず す階 ごじ2けず2せけささせす ○
Tokオo oウmら ねィオō れōjろn イれゅよゅn イれろnmゅょれろ kウィろnろkkウ 医療法人社団新町 東京都⻘梅市新町しけすしけす ごじ28けしさけすしさ2 ○
Tokオo tゅmゅ Tゅmゅ kゅろjō ゆろィウ イれろnィオōイれo 多摩海上 診療所 東京都多摩市鶴牧2けさけさ多摩海上 中央館さな ごじ2けしすずけ2222 △

はゅnゅるゅエゅ はゅエゅイゅkろ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn カゅろよゅn イらkろイれろnkゅろ はゅエゅイゅkろ kらnイれろn kウィろnろkkウ 社会医療法人財団⽯⼼会川崎健診 神奈川県川崎市川崎区駅前本町さごけす 川崎8な ごじじけすささけずささず ○

はゅnゅるゅエゅ はゅエゅイゅkろ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn カゅろよゅn イらkろイれろnkゅろ ゅィウりゅmらよろkkウ kウィろnろkkウ 社会医療法人財団⽯⼼会 ・
神奈川県川崎市幸区堀川町す8ごけさず
川崎 ー8階

ごじじけすささけずささず ○

はゅnゅるゅエゅ はゅエゅイゅkろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn イゅろ イれろnけkゅろ はSP kウィろnろkkウ Mろカonokウょれろ kらnkō kゅnィろ イらntā 医療法人社団彩新会はSP 溝 口健康管理 ー 神奈川県川崎市高津区坂⼾しけ2けさ わ ー はSP⻄すごし号 ごしけしせさしけす8ごご ○
はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ Sōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウ ィらよīイウ ぽokoれゅmゅ 総合健診 ー ー 横浜 神奈川県横浜市⻄区北幸さけじけさ横浜天理 ごしけししじすけせせずず ○
はゅnゅるゅエゅ Sゅるゅmろれゅィゅ Sゅるゅmろno ゆオōろn 相模野病院 神奈川県相模原市渕野辺さ丁目2番しご号 ごじ2けせすさけさ2ずす X

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ まらnjろけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウ ぽokoれゅmゅ Nろイれろるウょれろ イらntā 善仁会総合健診 ー 横浜⻄口 ー
神奈川県横浜市⻄区北幸さけささけさす
横浜ST しな

ごじすけじすしけささすご ○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ ぽokoれゅmゅ れろるゅイれろるウょれろ kウィろnろkkウ 横浜東口
神奈川県横浜市⻄区高島2けさ9けさ2

させな
ごじすけじすしけししずず ○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ まらnjろけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntāれらィウょれらkkウりāイウtoァウィらろイウ ぽokoれゅmゅ 善仁会総合健診 ー ー 横浜 神奈川県横浜市⻄区高島2けせけさ ｰ ｲ 横浜ずな ごすせごけごさ2けじ89 ○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ はonりōto ゆオōろn ぽokoれゅmゅ kらnイれろn イらntā ー 病院横浜健診 ー 神奈川県横浜市⻄区平沼2け8け2す ごじすけしさしけ8ご8ご
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ
ねィオō れōjろn イれゅよゅn まらnjろけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntā れらィウょれらkkウ ぽokoれゅmゅ 
れろるゅイれろるウょれろ イらntā

医療法人社団善仁会総合健診 ー 横浜東口
ー

神奈川県横浜市神奈川区⾦港町ずけ2ご
善仁会⾦港町 2階

ごしけししじすけせせずず ○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ がね き はらn mろカウけkゅろ イōるō kらnイれろn kウィろnろkkウ MEDOC 医 健⽔会総合健診 Ｍ Ｏ 神奈川県横浜市港北区⽇吉2け9けし ごじすけすずすけごせす2 ○
はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sゅnkろけkゅろ オokoれゅmゅイれろnmろよoィろイōるōゆオ ōろn 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 神奈川県横浜市緑区⼗⽇市場町させ2ずけせ ごじすけ98じけしごごし ○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn はゅnゅるゅエゅ kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ 公益財団法人神奈川県予防医学協会
神奈川県横浜市中区⽇本⼤通す8
⽇本⼤通

ごじすけずじさけ8すごし X

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ はゅnゅカゅエゅ イゅkウィゅ ろろn がはオū はゅnゅカゅエゅ kらnイれろn kウィろnろkkウき ⾦沢 医院 旧⾦沢健診 神奈川県横浜市⾦沢区谷津町しす番地VねCS 階・ 階 ごじすけせ8ずけご9さす ○
はゅnゅるゅエゅ はゅエゅイゅkろ Sōるō kらnイれろn イらntā れらィウイウ ょれらkkウ はゅエゅイゅkろ イらntā 総合健診 ー 川崎 ー 神奈川県川崎市川崎区⽇進町さけささ川崎 8階 ごすせごけごさ2けじ89 ○
はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ はらろれろn kらnイれろn kウィろnろkkウ 京浜健診 神奈川県横浜市⾦沢区柳町しけ9 ごじすけせ82けし222 ○
はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ ぽokoれゅmゅ Tイウィウるゅmろnら ゆオōろn りウカokウ オoゆō ろィオō kウィろnろkkウ 横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2け82けさ 鶴ヶ峰すな ごじすけしせごけす2せご ○
はゅnゅるゅエゅ づtイウるろ はらnkō オoゆō ろるゅkウ カゅろよゅn れらィウイウkらゅ kウィろnろkkウ づtイウるろ 健康予防医学財団 厚⽊ 神奈川県厚⽊市旭町さけ2すけさ本厚⽊ し階 ごじずけ22せけささしさ ○

はゅnゅるゅエゅ ぽokoれゅmゅ
ねィオō れōjろn ぽokoれゅmゅ mろィゅろ れらィウイウkらゅ イれろイウtらmウ Totイウkゅ kオōィろtイウ mらよろkゅィウ 
イゅtらィゅろto kらnイれろn イらntā

医療法人横浜未来 ⼾塚共⽴
健診 ー

神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町し9せごけす ごさ2ごけせししけさすし
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき△
はゅnゅるゅエゅ なウjろイゅエゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn なウjろ jウnけkゅろ なウjろイゅエゅ イōるō kらnイれろn イらntā 医療法人社団藤順会藤沢総合健診 ー 神奈川県藤沢市鵠沼橘さけさせけささ ごじずずけ2しけし2ささ ○

はゅnゅるゅエゅ Sゅるゅmろれゅィゅ Hらィウイウ Sゅろらnイウ イらntā ・ ・ ー 神奈川県相模原市南区相模⼤野しけしけ2けじごさ ー 相模⼤野南棟じな ごじ2けせじごけず2ごご
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○
はゅnゅるゅエゅ Hろィゅtイウkゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Sゅイゅkろ kらnkオūjo りウカokウ Sれōnゅn kらnイれろn イらntā 公益財団法人佐々⽊研究所附属湘南健診 ー 神奈川県平塚市宝町さごけじ ごじずしけ2さけし8ささ ○
はゅnゅるゅエゅ Hゅよゅno がね き kオōィろnkゅろ ぽゅるろ ゆオōろn 医 杏林会⼋⽊病院 神奈川県秦野市本町さけしけさ ごじずしけせすけ8222 ○

Nろるゅtゅ Nゅるゅokゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn kらnkō ろるゅkウ オoゆō kオōkゅろ Nゅるゅokゅ kらnkō kゅnィろ イらntā 一般財団法人健康医学予防協会⻑岡健康管理 ー 新潟県⻑岡市千秋2け229けさ ご2す8け28けしずずず △
Nろるゅtゅ Nゅるゅokゅ ねィオō れōjろn Tゅkゅnoィろけkゅろ Nゅるゅokゅnろイれろゆオōろn 医療法人崇徳会⻑岡⻄病院 新潟県⻑岡市三 郷屋町しせさけさ ご2す8け2せけ8せさ2 ○
Nろるゅtゅ Mろnゅmろウonウmゅ Mろnゅmろウonウmゅ イれろィろtイウ オウ kろるウ nろ よゅろエゅゆオōろn 南⿂沼市⽴ ⼤和病院 南⿂沼市浦佐じささす ご2すけせせせけじじせせ X

Nろるゅtゅ Nろるゅtゅ ねァァゅn イれゅよゅnれōjろn Nīるゅtゅ kらn kらnkō kゅnィろ kオōkゅろ 一般社団法人新潟県健康管理協会 新潟県新潟市中央区新光町ささ番地さ ご2すけ28しけし9し9
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○
Nろるゅtゅ Nろるゅtゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Nīるゅtゅ kらn れokらn らろイらろ イらntā 公益財団法人新潟県保健衛生 ー 新潟県新潟市中央区川岸町2けささけささ ご2すけ2ずせけずし28 ○

Nろるゅtゅ のoらtイウ ねァァゅn イれゅよゅnれōjろn のōらtイウ ろイれろけkゅろ のōらtイウ ょれろろkろ イōるō kらnkō kゅnィろ イらntā
一般社団法人上越医師会
上越地域総合健康管理 ー

新潟県上越市春⽇野 け け ご2すけす2さけごす2さ X

Toオゅmゅ Toオゅmゅ がね き エゅkゅゆゅけkゅろ Tゅkゅイれろるら kろnらn kウィろnろkkウ 医 若葉会高重記念 富山県富山市元町2けしけ2ご ごせずけじ2ごけずず82 ○
Toオゅmゅ Toオゅmゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Hokウィろkウ オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ 一般財団法人北陸予防医学協会 富山県富山市⻄⼆俣2せせけし ごせずけじしずけさ2じじ △
Toオゅmゅ Toオゅmゅ Toオゅmゅけイれろ ろイれろけkゅろ kらnkō kゅnィろ イらntā 富山市医師会健康管理 ー 富山県富山市経堂じけさけしず ごせずけじ22けじ8ささ ○
Toオゅmゅ Tゅkゅokゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Hokウィろkウ オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ Tゅkゅokゅ イōるō kらnイれろn イらntā 一般財団法人北陸予防医学協会高岡総合健診 ー 富山県高岡市⾦屋本町さ番し号 ごせずずけ2じけし22さ △
Toオゅmゅ Uoカウ がね き れoイウァオī Uィゅtゅ kウィろnろkkウ 医 ー浦⽥ 富山県⿂津市本江さけ2ず ごせずすけ2しけすせすし ○
ねイれろkゅエゅ はゅnゅカゅエゅ がね き れoイウァオī Uィゅtゅ kウィろnろkkウこ イウkōィウ はゅnゅカゅエゅ 医 ー浦⽥ ／ ー ⾦沢 ⽯川県⾦沢市広岡しけしけせご ごせずけ2ししけすごずご X
ねイれろkゅエゅ はゅnゅカゅエゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn ねイれろkゅエゅ kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ 一般財団法人⽯川県予防医学協会 ⽯川県⾦沢市神野町東ささす番地 ごせずけ2じ9けせ222 ○
ねイれろkゅエゅ Nonoろょれろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn オōエゅkゅろ ねkらよゅ ゆオōろn 医療法人社団洋和会池⽥病院 ⽯川県野々市市新庄2丁目さご番地 ごせずけ2じ8け88ごご △
ねイれろkゅエゅ はゅnゅカゅエゅ はゅnゅカゅエゅ mらよろkゅィウイウtēイれon ェウ~īkウ ⾦沢 ー ー ⽯川県⾦沢市⽊ 新保町 け ⾦沢駅⻄口 ごせずけ2しすけじささじ ○
ねイれろkゅエゅ はゅnゅカゅエゅ はゅnゅカゅエゅ イらろィらろ イōるō ゆオōろn kらnイれろn イらntā ⾦沢聖霊総合病院健診 ー ⽯川県⾦沢市⻑町さけすけしご ごせずけ2しさけせ9ごご ○
ねイれろkゅエゅ Nゅnゅo はらろjウイōるōゆオōろn kらnkō kゅnィろ イらntā 恵寿総合病院健康管理 ー ⽯川県七尾市富岡町9じ ごせずせけすしけずご2せ X

なウkウろ なウkウろ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn なウkウろ kらn ィōよō らろイらろ イらntā 公益財団法人福井県労働衛生 ー 福井県福井市⽇光さ丁目し番さご号 ごせせずけ2すけ22ごず ○
なウkウろ なウkウろ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn なウkウろ kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ 公益財団法人福井県予防医学協会 福井県福井市和⽥2丁目さごごず番地 ごせせずけ2しけ2せせせ X

ぽゅmゅnゅイれろ はoりウ はōりウ kオōィろtイウ ゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 甲府共⽴病院総合健診 ー 山梨県甲府市宝さけ9けさ ごすすけ22ずけす2ごさ ○
ぽゅmゅnゅイれろ Otイウkろ Ōtイウkろイれろィろtイウ ょれウō ゆオōろn kらnイれろn イらntā ⼤⽉市⽴中央病院健診 ー 山梨県⼤⽉市⼤⽉町花咲 ごすすじけ22けさしじせ X
ぽゅmゅnゅイれろ なウらりウkろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn kオōオūkゅろ なウらりウkろ ょれウō ゆオōろn 医療法人社団協友会笛吹中央病院 山梨県笛吹市⽯和町四⽇市場 け ごすすけ2ず2け22しず △
ぽゅmゅnゅイれろ Mろnゅmろ づlァイ ぽゅmゅnゅイれろ kろnィoウイれゅ ろィオōkオōkゅろ はomゅ kオōィろtイウ ゆオōろn 山梨勤労者医療協会巨摩共⽴病院 山梨県南 市桃園 ごすすけ28しけしさしさ △
ぽゅmゅnゅイれろ Uらnoれゅィゅ Uらnoれゅィゅイれろィろtイウ ゆオōろn 上野原市⽴病院 山梨県上野原市上野原しすごじけし ごすすじけず2けすさ2さ △

Nゅるゅno Nゅるゅno ねィオō れōjろn ゅろエゅkゅろけゅろ エゅ ゆオōろn 医療法人愛和会愛和病院 ⻑野県⻑野市⼤字鶴賀さごじじけ2 ご2ずけ2させけし99さ ○
Nゅるゅno Nゅるゅno はウィろtゅ ゆオōろn 栗⽥病院 ⻑野県⻑野市栗⽥ず9す ご2ずけ22ずけごごごせ X
Nゅるゅno Uらよゅ はらnイらろkゅろ Uらよゅ ゆオōろn 健静会上⽥病院 ⻑野県上⽥市中央さ丁目し番し号 ご2ず8け22けしす8ご ○
Nゅるゅno ねろよゅ がね き kろカゅnkゅろ イōるō kらnイれろn イらntā 医 輝山会総合健診 ー ⻑野県飯⽥市⽑賀させごせ ご2ずすけ2ずけずせささ ○
Nゅるゅno Sれろojろィろ はろkオōるゅれゅィゅ ゆオōろn 桔梗ヶ原病院 ⻑野県塩尻市宗賀 ご2ずしけすじけごごすす ○

にろりウ にろりウ Mろイゅo kらnkō kウィろnろkkウ 操健康 岐阜県岐阜市薮⽥南さけじけ2ご ごす8け2せずけしさしさ ○
にろりウ にろりウ がねイイれゅき るろりウ イōるō kらnイれろn イらntā 一社 ふ綜合健診 ー 岐阜県岐阜市⽇置江じけじせ ごす8け2せ9けししせし X
にろりウ Mろnokゅmo がねょれろ カゅろき にろりウ kらnkō kゅnィろ イらntā 一財 岐阜健康管理 ー 岐阜県美濃加茂市⻄町さけ292 ごすせじけ2すけ2すすす ○
にろりウ Mろnokゅmo Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn koウイらろけkゅろ ょれūゆウ kokウイゅろ ろィオō イらntā 社会医療法人厚生会中部国際医療 ー 岐阜県美濃加茂市健康 一丁目さ番地 ごすせじけずずけさすせご ○
にろりウ Tokろ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろnkろ kオō no okゅ kらnイれろn ァウィゅカゅ 一般財団法人 う 丘健診 岐阜県⼟岐市⼟岐ヶ丘2丁目さ2番地 さ ごすせ2けすずけごささす X
にろりウ Enゅ Sれろィろtイウらnゅゆオōろn 市⽴恵那病院 岐阜県恵那市⼤井町2せ2す番地 ごすせしけ2ごけさずす8 X

Sれろカウokゅ Sウnto ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sゅtoイれろ Mゅkotoけkゅろ ねkらよゅ ゆオōろn 医療法人社団聡誠会池⽥病院 静岡県駿東郡⻑泉町本宿じささけす ごすすけ98ずけ8ずごご ○
Sれろカウokゅ にotらnゆゅ なウjろ Toィゅnomon kらnkō カōイれろn イらntā ⻁ 門健康増進 ー 静岡県御殿場市川島⽥字中原さごずせけさ ごすすごけ89けす8すさ X
Sれろカウokゅ なウjろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Mゅイゅれろよらけkゅろ Mろmウィゅ kウィろnろkkウ kらnkō kゅnィろ イらntā 医療法人社団正秀会三村 健康管理 ー 静岡県富⼠市永⽥町2けずご ごすすけ9せ2けせじじせ ○
Sれろカウokゅ なウjろ Tōゆウ mらよろkゅィウ kらnkō kゅnィろ イらntā 東部 健康管理 ー 静岡県富⼠市永⽥町2けずご ごすすけ9せ9け2ずすせ ○

Sれろカウokゅ Sれろカウokゅ Sれろカウokゅけイれろ Sれろカウokゅ ろイれろけkゅろ kらnイれろn イらntā ろイれろけkゅろ kらnイれろn イらntā MEDねO
静岡市静岡医師会健診 ー・医師会健診 ー
MEDねO

静岡県静岡市葵区呉服町さけ2ご呉服町 ワー2階 ごすじけ2せしけさ92さ ○

Sれろカウokゅ Sれろカウokゅ Sれゅkゅろ りウkウイれろ れōjろn Sらろィらろりウkウイれろjろるオōよゅn Sらろ Sれろカウokゅkらnイれろnkウィろnろkkウ 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷静岡健診 静岡県静岡市葵区⿊⾦町すす静岡交通 内 ごさ2ごけ9し8けしせす ○

Sれろカウokゅ Sれろカウokゅ がなウkウき Sらろィらろりウkウイれろjろるオōよゅn Sらろ  はらnkō イゅァōtoイらntā Sれろカウokゅ
福 聖隷福祉事業団聖隷健康 ー ー ｚｕ

ｏｋａ
静岡県静岡市駿河区曲⾦ずけ8けすけ2 ごさ2ごけ28しけさせご ○

Sれろカウokゅ なウjろらよゅ
はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Sれろカウokゅ kらn オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ イōるō kらnイれろn イらntā
れらィウイウァōto

公益財団法人静岡県予防医学協会総合健診 ー
ー

静岡県藤枝市善左衛門2けさ9け8 ごさ2ごけし9けずじずご △



Pィらりらょtウィら Cろtオ Hoイァろtゅl Hoイァろtゅl nゅmら ろn のゅァゅnらイら
づよよィらイイがEnよらィらＴoき

のゅァゅnらイら
Pれonら

Sゅtウィよゅオイ   
がSゅゆゅよoイき

Sれろカウokゅ Hゅmゅmゅtイウ ねィオō れōjろn kōらnけkゅろ Sウカウkゅkら イらntoィゅィウ ゆオōろn 医療法人弘遠会 病院 静岡県浜松市南区⽥尻さ2ごけさ ごさ2ごけせせさけ8ごじ △
Sれろカウokゅ Hゅmゅmゅtイウ Sれゅkゅろ りウkウイれろ れōjろn Sらろィらろりウkウイれろjろるオōよゅn Sらろ  ぽoゆō kらnイれろn イらntā 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷予防検診 ー 静岡県浜松市北区三⽅原町しじすしけさ ごさ2ごけ9し8けしせす ○
Sれろカウokゅ Hゅmゅmゅtイウ のū カらn kろnらn ゆオōろn ⼗全記念病院 静岡県浜松市浜北区小松させごご ごさ2ごけすずすけずし9 ○
Sれろカウokゅ ねエゅtゅ がね き mらろtokウkゅろ イれろn toイれろ ゆオōろn 医 明徳会新都市病院 静岡県磐⽥市中泉 ごすし8けしじけごさすご ○

づろょれろ Toオoれゅイれろ ねィオō れōjろn イらろウnkゅろ Sゅno ろろn 医療法人⻘雲会佐野医院 愛知県豊橋市松葉町しけさご ごすし2けす2けし9ごず ○
づろょれろ Okゅカゅkろ Okゅカゅkろけイれろ ろイれろけkゅろ Hゅィウ Sゅkろ kらnイれろn イらntā 岡崎市医師会 健診 ー 愛知県岡崎市針崎町春咲さけし ごすずじけす2け288ご ○
づろょれろ Okゅカゅkろ Uno ゆオōろn kらnイれろn イらntā 宇野病院健診 ー 愛知県岡崎市中岡崎町 － ごすずじけ2じけ22させ ○
づろょれろ づnjo Mろkゅエゅゅnjō kウィろnろkkウ 三河安城 愛知県安城市相生町さじけさじ ごすずずけせすけせすさす ○
づろょれろ づnjo Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn カゅろよゅn イれろn はゅカウら ぽゅょれろオo ゆオōろn 社会医療法人財団新和会⼋千代病院 愛知県安城市住吉町 け け ごすずずけ98けししずせ X
づろょれろ はゅィろオゅ ねィオō れōjろn Toオotゅけkゅろ kゅィろオゅ toオotゅイōるōゆオōろn kらnイれろn イらntā 医療法人豊⽥会刈谷豊⽥総合病院健診 ー 愛知県刈谷市住吉町すけさす ごすずずけ2すけ8さ82 △
づろょれろ Nゅるoオゅ ねィオō れōjろn イれōれゅkウkゅろ kokウイゅろ イらntoィゅィウkウィろnろkkウ 医療法人松柏会国際 愛知県名古屋市中村区那古野さけじせけさ国際 ー さごな ごす2け82さけごご9ご ○

づろょれろ Nゅるoオゅ Nゅoれろtoけkゅろ Nゅるoオゅ イウtēイれonkウィろnろkkウ 尚仁会名古屋 ー
愛知県名古屋市中村区名駅じけずけさせ
名古屋 8

ごす2けすすさけずずずし ○

づろょれろ Nゅるoオゅ まらnかnろれon ィōよō りウkウイれろ kオōkゅろ Tōkゅろ イれろnィオōイれo 全⽇本労働福祉協会東海診療所 愛知県名古屋市中村区 名駅南さけ2じけ2ご名古屋三井 新館 階 ごさ2ごけす82けせすさ △

づろょれろ Nゅるoオゅ ねィオō れōjろn イれōれゅkウkゅろ よゅろ Nゅるoオゅ ゆろィウイらntoィゅィウkウィろnろkkウ 医療法人松柏会⼤名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅しけ28けさ2⼤名古屋 9階 ごす2け82さけごごさご
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○

づろょれろ Nゅるoオゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn Sウカウmウ kオōけkゅろ mろよよotゅウnkウィろnろkkウ Mらろらkろ 医療法人社団進興会 名駅
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目さけさ
のP ワー名古屋す階

ごす2けすすさけささず9 X

づろょれろ Nゅるoオゅ ねィオō れōjろnけmらろ Sれōけkゅろ Nゅるoオゅ イらntoィゅィウkウィろnろkkウ 医療法人名翔会名古屋 愛知県名古屋市南区千竈通七丁目さず番地 さ ごす2け82さけごご9ご ○
づろょれろ Nゅるoオゅ Cれūnろょれろ ゆオōろn kらnイれろn イらntā 中⽇病院健診 ー 愛知県名古屋市中区丸 内しけさ2けし ごす2け9ずさけ2じ9ず X

づろょれろ Nゅるoオゅ ねィオō れōjろnけjウn イれūけkゅろ イウkゅろィウ nゅろkゅ イウkゅろィウ kらnkō kゅnィろ イらntā 医療法人順秀会 内科・ 健康管理 ー
愛知県名古屋市中区栄し丁目じ番地す
栄が き ささ階

ごす2けせしじけ22ごご ○

づろょれろ Nゅるoオゅ Nゅるoオゅtōらろkウィろnろkkウ 名古屋東栄 愛知県名古屋市中区栄2けささけ2す ごす2け2ごさけささささ ○
づろょれろ Nゅるoオゅ Eィウカウmらよろkらゅ nゅるoオゅ 名古屋 愛知県名古屋市中区栄2けさけさ⽇⼟地名古屋 しな ごす2けせしせけずすごご ○
づろょれろ Toるo ねィオō れōjろnけmらろ Sれōけkゅろ エゅるō イらntoィゅィウkウィろnろkkウみ 医療法人名翔会和合 愛知県東郷町⼤字春⽊字白⼟さけさ88じ ごす2け82さけごご9ご ○
づろょれろ Toオoゅkら ねィオō れōjろn kオū ゅろけkゅろ Cれūkオō イゅtらィゅろtokウィろnろkkウ 医療法人九愛会中京 愛知県豊明市沓掛町⽯畑さ8ごけさ ごすず2け9しけ8222 ○
づろょれろ Hゅnよゅ Hゅnよゅけイれろ ろイれろけkゅろ はゅィろオゅよo イれろtらn 半⽥市医師会雁宿⽀所 愛知県半⽥市雁宿町さけすじけさ ごすず9け2せけせ88せ ○
づろょれろ はomゅkろ はomゅkろ よゅろろょれろゆオōろn 小牧第一病院 愛知県小牧市中央すけし9 ごすず8けせさけじし9ご ○
づろょれろ Sらto ねィオō れōjろn イれゅよゅnけjウn kokoィoけkゅろ ねnoウら ゆオōろn kらnkō kゅnィろ イらntā 医療法人社団順⼼会井上病院健康管理 ー 愛知県 ⼾市川北町 け ごすずさけせずけ2しごご ○
づろょれろ ねょれろnomろオゅ がねき Oエゅィろ kらnかオūkゅろ イらnイれū ゆオōろn 医 尾張健友会千秋病院 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王さ ごす8ずけせせけごごさ2 ○
Mろら はウエゅnゅ ねィオō れōjろn イれōtokウけkゅろ ぽonゅれゅ kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人尚徳会 健診 三重県桑名市和泉 け け ごす9じけ2しけせ2じ2 △
Mろら ぽokkゅろょれろ ねィオō れōjろn nゅo ぽウtゅkゅけkゅろ mろtゅkろ kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人尚豊会 健診 三重県四⽇市市生桑町菰池 け ごさ2ごけさせせけずずせ △
Mろら Tイウ Mろら kらn kらnkō kゅnィろ jろるオō イらntā 三重県健康管理事業 ー 三重県津市観音寺町字東浦じじずけしご ごす9け228けじすご2 ○

Mろら Tイウ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はろnkろ kらnkō kゅnィろ イらntā Mろら jろるオōゆウ ははC kらnkō イウkウらゅ 
ウらィウnらイウ Mろら kらnイれろn kウィろnろkkウ

ー三重事業部ははC健康 三重健診
三重県津市あ 台じ丁目さ番し ごすごけしすじさけ22ずず X

Mろら ねるゅ ねるゅ イれろィろtイウ Uらno イōるōイれろmろn ゆオōろn ねるゅけイれろ kらnイれろn イらnt ā 伊賀市⽴上野総合市⺠病院伊賀市健診 ー 三重県伊賀市四⼗九町8しさ ごす9すけ2じけささ8ず X

Sれろるゅ Otイウ Dokウィろtイウるオōイらろ れōjろn ょれろろkろ ろィオō kろnō イウろイれろn kろkō Sれろるゅ ゆオōろn 独⽴⾏政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 滋賀県⼤津市富⼠⾒台さず番さ号 ごせせけすしさけさし8せ
SウnがDomき

○
Sれろるゅ ぽゅイウ Sれろるゅ れokらn kらnkオū イらntā 滋賀保健研究 ー 滋賀県野洲市永原字上町ずずじ番地 ごさ2ごけしすけ999せ ○

Sれろるゅ Rろtto
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はろnkろ kらnkō kゅnィろ イらntā ははC ウらィウnらイウ Rろttō kらnイれろn 
kウィろnろkkウ

一般財団法人近畿健康管理 ー 栗東健
診

滋賀県栗東市小野すごさけさ ごすごけしすじさけ22ずさ X

Sれろるゅ Rろtto Sゅろイらろkゅろ Sれろるゅ kらn ゆオōろn 済生会滋賀県病院 滋賀県栗東市⼤橋2けじけさ ごせせけすす2け98ごず X

Sれろるゅ Hろkonら
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はろnkろ kらnkō kゅnィろ イらntā ははC ウらィウnらイウ れろko nら kらnイれろn 
kウィろnろkkウ

一般財団法人近畿健康管理 ーははC ひ 健
診

滋賀県彦根市駅東町さす番さ近江鉄道 2な ごすごけしすじさけ22ずす X

はオoto はオoto ねィオō れōjろn オゅmゅto らろjオウけkゅろ オゅmゅto kらnイれろn イらntā 医療法人⼤和英寿会⼤和健診 ー 京都府京都市中京区烏丸通 御池下 ⻁屋町すせせ番2太陽生命御池 ず･8･9な ごせすけ2すずけじさじさ △

はオoto はオoto ねィオō れōjろn kらろイれろnけkゅろ はオōto Sれろjō イれろnィオōイれo kらnkō kゅnィろ イらntā 医療法人啓信会京都四条診療所健康管理 ー
京都府京都市下京区醒ヶ井通四条下
高野堂町じさ2けじさじ

ごせすけしずさけしじごご ○

はオoto はオoto Hoィろkゅエゅ ゆオōろn 堀川病院
京都府京都市上京区堀川通今出川上
北⾈橋町8ずす番地

ごせすけじじさけ8さ8さ ○

はオoto はオoto Ōイゅエゅ kウィろnろkkウ ⼤澤
京都府京都市中京区錦小路通東洞院東⼊
⻄⿂屋町ずさせ

ごせすけ2すずけせしすす X

はオoto はオoto ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はオōto kōjō れokらnけkゅろ イōるō kらnイれろn イらntā 一般財団法人京都⼯場保健会総合健診 ー 京都府京都市中京区⻄ 京北壷井町ずせ ごさ2ごけ82しけごすし X
はオoto はオoto ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はオōto オoゆō ろるゅkウ イらntā 一般財団法人京都予防医学 ー 京都府京都市中京区⻄ 京左馬寮町28 ごせすけ8ささけ9さしせ ○
はオoto はオoto ねィオō れōjろn まゅろよゅnkōイらろkゅろ ぽゅmゅイれろnゅ Tゅkらよゅ ィゅkウto kらnイれろn イらntā 医療法人財団康生会山科武⽥ 健診 ー 京都府京都市山科区竹鼻竹街道町92山科駅前 山科Cしごさ ごせすけせじずけすさごご △
はオoto Ujろ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はオōto kōjō れokらnけkゅろ Ujろ kらnイれろn kウィろnろkkウ 一般財団法人京都⼯場保健会宇治健診 京都府宇治市広野町成⽥さけせ ごさ2ごけ82しけごすし X
はオoto づオゅゆら づオゅゆらイれろィろtイウゆオōろn 綾部市⽴病院 京都府綾部市⻘野町⼤塚2ご番地 さ ごせせしけじしけごさ2し X
Oイゅkゅ Oイゅkゅ Rゅりりウィウカウmらよろkゅィウ Ōイゅkゅ kウィろnろkkウ ⼤阪 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥2けすけ2す ー Pばづまづじな ごずけじ2すずけずさせご ○

Oイゅkゅ Oイゅkゅ
Wゅtゅnゅゆら ろるゅkkゅろ Sゅkウィゅゆゅイれろ Wゅtゅnゅゆら ゆオōろn りウカokウ らkろmゅら よゅろ イゅn ゆろィウ 
イれろnィオōイれo

渡辺医学会桜橋渡辺病院付属駅前第三 診療所 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥さけさけしけさ8ごご⼤阪駅前第し さ8 ごずけずしじ8けごじささ ○

Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねィオō れōjろn れゅkウれōけkゅろ Ōイゅkゅ ょれūō ゆオōろn 医療法人伯鳳会⼤阪中央病院 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥しけしけしご ごずけじせ9すけすすごご ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ Hろjろィろ  ならイウtろゆゅィウtゅエākウィろnろkkウ 聖授会 ワー ⼤阪市北区中之島⼆丁目し番さ8号 中之島 ワーさす階 ごさ2ごけ8じすけじ89 ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねィオō れōjろn Ejōkゅろ Ejōkゅろ ゅァウィōカウtゅエākウィろnろkkウ 医療法人恵生会恵生会 ー ワー ⼤阪府⼤阪市北区茶屋町さ9けさ9 ごずけずしせせけすず2ご △

Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねィオō れōjろn kらnイれōけkゅろ はろnkろ kらnイれろn イらntā 医療法人健昌会近畿健診 ー ⼤阪府⼤阪市北区⻄天満すけ9けし ー 本館2 ごずけずしずすけさずすす
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○

Oイゅkゅ Oイゅkゅ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Nろれon オoゆō ろるゅkウ kオōkゅろ Nろイれろnろれon jろるオōゆウ りウカokウ イれろnィオ
ōイれo ウ~らィウゆīろnるウ Mろnゅmろmoィろけょれō

一般財団法人⽇本予防医学協会⻄⽇本事業部附属診療所
ー 南森町

⼤阪府⼤阪市北区⻄天満すけ2けさ8
三共 東館

ごずけずしず2け9ごずし △

Oイゅkゅ Oイゅkゅ はらntoけkゅろ Nゅイウ kウィろnろkkウ 健人会那須
⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島じけじけ2さ

ごずけずしご8けし9ご9 X

Oイゅkゅ Oイゅkゅ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はろnkろ kらnkō kゅnィろ イらntā ははC ウらィウnらイウ Sれろnかōイゅkゅ kらnイれろn 
kウィろnろkkウ

一般財団法人近畿健康管理 ーははC 新⼤阪健
診

⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島ずけさけさ
新⼤阪 ワーせな

ごすごけしすじさけ22ず2 X

Oイゅkゅ Oイゅkゅ はらろイらtイウけkゅろ Nろイれろnゅkゅjろmゅ kウィろnろkkウ 敬節会⻄中島 ⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島しけ2けささ ごずけずしごさけすす8ず ○

Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねィオō れōjろn カゅろよゅnけろ イれろnkゅろ OてP kウィろnろkkウ 医療法人財団医親会OてP
⼤阪府⼤阪市中央区城⾒2け2けすし
⼤阪東京海上 じな

ごずけず9じさけ8ず8せ X

Oイゅkゅ Nらオゅるゅエゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn  Ōイゅkゅりウ kらkkゅkウ オoゆōけkゅろ Ōイゅkゅ なウkウjウjろ ゆオōろn 一般財団法人⼤阪府結核予防会⼤阪複⼗字病院 ⼤阪府寝屋川市打上高塚町しけさご ごせ2け82さけし888 X

Oイゅkゅ Oイゅkゅ はゅnイゅろろkゅよゅろるゅkウ Tらnmゅゆゅイれろ イōるō kウィろnろkkウ 関⻄医科⼤学天満橋総合
⼤阪府⼤阪市中央区⼤手前 － － Ｏ
ＭＭ

ごずけず9じしけ22ずご ○

Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねィオō れōjろn Tomo づろけkゅろ ぽoよoオゅゆゅイれろ kらnイれろn ァウィゅカゅ 医療法人朋愛会淀屋橋健診 ⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町じけさけさ 明治安⽥生命⼤阪御堂筋 じ階 ごずけず2し2けせせせご ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Ōイゅkゅりウ kらkkゅkウ オoゆōけkゅろ Ōイゅkゅ イōる ō kらnイれろn イらntā 一般財団法人⼤阪府結核予防会⼤阪総合健診 ー ⼤阪府⼤阪市中央区道修町じけずけす ごずけず2ご2けずずずせ X
Oイゅkゅ Oイゅkゅ Oィろらntゅィウ ィōよō らろイらろ kオōkゅろ Ōイゅkゅ イれろゆウ 労働衛生協会⼤阪⽀部 ⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町さけ9け2ずばUCねDSQUづRESEMてづ2な ごずけず2ずずけずじじご ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ ねィオō れōjろn カゅろよゅnけろ イれろnkゅろ OてP kウィろnろkkウ 社会医療法人寿楽会ｍ・ｏ ⼤阪府⼤阪市中央区難波2け2けし御堂筋 ささ階 ごずけず2さごけしさ2さ △

Oイゅkゅ Oイゅkゅ がね き はōイらろkゅろ Sれろnイゅろゆゅイれろ kウィろnろkkウ 医 厚生会⼼斎橋
⼤阪府⼤阪市中央区南船場しけさ2けさ2
⼼斎橋 本館す階

ごずけず2じしけごささせ ○

Oイゅkゅ Oイゅkゅ Sれろn Nゅるゅれoィろ イれろnィオōイれo 新⻑堀診療所 ⼤阪府⼤阪市中央区島之内さけささけさ8 ごずけず2すさけごすごさ ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ ぽゅイウよゅ kウィろnろkkウ 安⽥ ⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋 － － ごずけず2す2けせごさご ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ がね き Hろjろィろ Sōるō kらnイれろn イらntā 医 聖授会総合健診 ー ⼤阪府⼤阪市天王寺区東高津町せけささ⼤阪府教育会館すな ごずけずせずさけ22ごご ○
Oイゅkゅ Oイゅkゅ Sらnかろn れokらn Ōイゅkゅ kらnkō kゅnィろ イらntā 船員保険⼤阪健康管理 ー ⼤阪府⼤阪市港区築港 － － ごずけずすせずけさごささ △

Oイゅkゅ Nゅnろエゅ
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はろnkろ kらnkō kゅnィろ イらntā ははC ウらィウnらイウ Nゅnゆゅ kらnイれろn 
kウィろnろkkウ

一般財団法人近畿健康管理 ーははC ん 健
診

⼤阪府浪速区難波中さけさごけじ南海Sは難波 さごな ごすごけしすじさけ22ずし X

Oイゅkゅ Sウろtゅ Ōイゅkゅ kらnkō kウィゅゆウ はotゅnろ イれろnィオōイれo がkオūぞ Sらkろオゅmゅ イれろnィオōイれoき
⼤阪健康倶楽部小谷診療所

旧︓関山診療所
⼤阪府吹⽥市江坂町じけさごけさ ごずけずし8ずけさずすさ ○

Oイゅkゅ Hろィゅkゅtゅ はらろイらtイウけkゅろ kらろイらtイウ kウィろnろkkウ 敬節会敬節 ⼤阪府枚⽅市岡東町さ2けしけじご2ひ し号館じ階 ごせ2け8ごじけすす22 ○
Oイゅkゅ Hろィゅkゅtゅ ねィオō れōjろn ゅろイらろkゅろ ゅろイらろkウィろnろkkウ 医療法人愛成会愛成 ⼤阪府枚⽅市山之上⻄町し2けさす ごせ2け8じすけご888 ○

Oイゅkゅ Sゅkゅろ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Ōイゅkゅりウ kらkkゅkウ オoゆōけkゅろ Sゅkゅろ jオウjろ イれろnィオōイれo 一般財団法人⼤阪府結核予防会堺複⼗字診療所
⼤阪府堺市堺区三国 丘御幸通す9南海堺東 堺高島屋上 8階南海堺東駅

ー内
ごせ2け22さけすすさす

SゅtがSゅゆき○
SウnがDomき○

Oイゅkゅ Sゅkゅろ がね き はろオoらけkゅろ イらろkらろkゅろゆオōろn 医 清恵会清恵会病院 ⼤阪府堺市堺区南安井町さけさけさ ごせ2け22しけ8さ99 ○
Oイゅkゅ Sゅkゅろ はōnゅnmらよろkゅィウ Ōtoィろ イōるō kらnイれろn イらntā ー 鳳総合健診 ー ⼤阪府堺市⻄区鳳東町じけじごさけさ ごせ2け2ずごけすすすす ○
Oイゅkゅ ねカウmろイゅno ねィオō れōjろnけろ イれろnkゅろ Rろnkūtゅウn kウィろnろkkウ 医療法人医親会 ん う ⼤阪府泉佐野市 ん う往来北さ番 ごせ2けじずごささごご X
Hオoるo はoゆら ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はオōto kōjō れokらnけkゅろ kō ゆらkらnイれろnkウィろnろkkウ 一般財団法人京都⼯場保健会神⼾健診 兵庫県神⼾市中央区元町通2け8けさじ し階 ごさ2ごけ292けじしご ○

Hオoるo はoゆら
ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn はろnkろ kらnkō kゅnィろ イらntā ははC ウらィウnらイウ kō
ゆらkらnイれろnkウィろnろkkウ

一般財団法人近畿健康管理 ーははC 神⼾健診 兵庫県神⼾市中央区磯上通8けしけす
明治安⽥生命神⼾ さ2な

ごすごけしすじさけ22ずじ X

Hオoるo はoゆら ねィオō れōjろn イゅnイらろけkゅろ イゅnイらろゆオōろn kらnイれろn イらntā 医療法人三聖会三聖病院健診 ー 兵庫県神⼾市中央区琴 緒町じけ2けす ごさ2ごけじ8けさせし9 ○
Hオoるo はoゆら のCHO はōゆら Cれūōゆオōろn りウカokウ kらnkō kゅnィろ イらntā Ｏ神⼾中央病院附属健康管理 ー 兵庫県神⼾市北区惣山町2けさけさ ごせ8け9すじけ8ず22 X
Hオoるo はoゆら ねィオō れōjろn イれゅよゅn イウmろィらけkゅろ ねkゅエゅよゅnろ ゆオōろn 医療法人社団菫会伊川谷病院 兵庫県神⼾市⻄区池上2けじけ2 ごせ8け9せじけさささせ ○

Hオoるo づmゅるゅイゅkろ づろjろnkゅろ kāmウ づmゅるゅイゅkろ kらnイれろn ァウィゅカゅ 愛仁会 ー 尼崎健診 兵庫県尼崎市御園町すじ番地 ー 尼崎2な
ごさ2ごけず88けしささ
ごずけずじしごけさしさす

△

Hオoるo づmゅるゅイゅkろ Sれろmろn kらnkō kゅろれゅtイウ イらntā れātろ 2さ 市⺠健康開発 ー ー 兵庫県尼崎市南塚口町 － － ごずけずじ2ずけずさ2じ
SゅtがSゅゆき○

SウnがDomき○
Hオoるo Hろmらjろ ねィオō れōjろn るoオōkゅろ のōnゅn ゆオōろn 医療法人五葉会城南病院 兵庫県姫路市本町2しさ番地 ごせ9け22すけ22さす ○
Hオoるo Hろmらjろ がTokウけろき kろオoィゅけkゅろ Hろmらjろ らkろmゅら イれろィゅイゅ るろ kらnイれろn kウィろnろkkウ 特医 清良会姫路駅前 健診 兵庫県姫路市⻄駅前せし番地姫路 ー し ごせ9け289けさ2しじ ○
Hオoるo づkゅイれろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn jろnkらろけkゅろ ねイれろろ ゆオōろn 医療法人社団仁恵会⽯井病院 兵庫県明⽯市天文町さけすけささ ごせ8け9さ8けさ8ごさ ○
Hオoるo はゅkoるゅエゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn はゅkoるゅエゅ イōるō れokらn イらntā 公益財団法人加古川総合保健 ー 兵庫県加古川市加古川町篠原町 ョ ごせ9けじ29け2す2す ○

Nゅィゅ Nゅィゅ Nゅィゅイれろ イōるō ろィオō kらnイゅ イらntā 奈良市総合医療検査 ー 奈良県奈良市柏⽊町 け
ごせじ2けししけせ8せず

①
△

Nゅィゅ Nゅィゅ Okゅtゅnろゆオōろn 病院
奈良県奈良市南京終町 －
－

ごせじ2けずしけせせごご ○

Nゅィゅ はゅイれろれゅィゅ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn Hらろイらろ kろnらnけkゅろ れらろイらろkろnらnゆオōろn 社会医療法人平成記念会平成記念病院 奈良県橿原市四条町 ごせじじけ28けししし2 ○
Nゅィゅ はろtゅkゅtイウィゅるろ ぽゅmゅto kらnイれろn kウィろnろkkウ 健診 奈良県北葛城郡王寺町久度じけすけ2せ ごせじすけし2け8ず2ご ○

Wゅkゅオゅmゅ Wゅkゅオゅmゅ ねァァゅn イれゅよゅnれōjろn Wゅkゅオゅmゅけイれろ ろイれろけkゅろ イらろjろnゆオō イらnt ā 一般社団法人和歌山市医師会成人病 ー 和歌山県和歌山市手平2けさけ2 ごせしけじしすけすさ9す △
Wゅkゅオゅmゅ にoゆo Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn Rらろmらろkゅろ kらnイれろn イらntākろtゅよら 社会医療法人黎明会健診 ー 和歌山県御坊市湯川町財部 け ごせし8け2じけしごごご ○

Tottoィろ Tottoィろ Cれūるokウ ィōよō らろイらろ kオōkゅろ Tottoィろ kらnイれろnけイれo 中国労働衛生協会鳥取検診所 鳥取県鳥取市湖山町東じけ9すけさ ご8すせけしさけずずずず X
Tottoィろ ぽonゅるo ねィオō れōjろn Sれろnイらろけkゅろ Sれろnイらろけkゅろ イらntoィゅィウkウィろnろkkウ 医療法人真誠会真誠会 鳥取県米子市河崎す8ご ご8す9けしごけしせじせ ○
Tottoィろ ぽonゅるo はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Cれūるokウ ィōよō らろイらろ kオōkゅろ ぽonゅるo kらnイれろnけイれo 公益財団法人中国労働衛生協会米子検診所 鳥取県米子市⼆本⽊ － ご8す9けしせけさ8さ9 X

Sれろmゅnら Mゅtイウら Sれろmゅnら kらnkゅnkオō れokらn kōイれゅ 島根県環境保健公社 島根県松江市古志原 － － ご8す2け2じけごごし8 X
Sれろmゅnら Mゅtイウら Mゅtイウら れokらn Sらろkゅtイウkオōよōkウmろゅろ りウィらゅろ イれろnィオōイれo kらnイれろn イらntā 松江保健生活協同組合ふ あい診療所健診 ー 島根県松江市⻄津⽥ － － ご8す2け22けご8じし X
Sれろmゅnら ねカウmo ねカウmo イれろmろn ゆオōろn 出雲市⺠病院 島根県出雲市塩冶町さすしずけさ ご8すしけ2さけ2せ22 X
Sれろmゅnら ねカウmo ねィオō れōjろn Okろnゅエゅtokウイれūkゅろ ねカウmo Tokウイれūkゅろ ゆオōろn 医療法人沖縄徳洲会出雲徳洲会病院 島根県出雲市斐川町直江 け ご8すしけせしけせ8ご2 X
Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ Sらntoィゅィウ kウィろnろkkウ ねイれろmゅ ・ 伊島 岡山県岡山市北区伊島北町 － ご8ずけ2す2けし222 ○
Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ Sゅろイらろkゅろ Sれōエゅょれō kらnkō kゅnィろ イらntā 岡山済生会昭和町健康管理 ー 岡山県岡山市北区昭和町さ2けさす ご8ずけ2す2け22ごご △
Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn jウnァūkゅろ kらnkō kゅnィろ イらntā 一般財団法人淳風会健康管理 ー 岡山県岡山市北区⼤供2けしけさ ごすごけしさずしけごごご2 ○

Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ kらn kらnkōけよカウkウィろ カゅろよゅn 岡山県健康 財団 岡山県岡山市北区平⽥じご8けさ
法定︓ご8ずけ2じずけず2ずす

協会 ん ︓ご8ずけ2じずけず2すし
○

Okゅオゅmゅ Okゅオゅmゅ Mろオゅkら ō りウkウ kウィろnろkkウ がkオū Okゅオゅmゅ よゅろりウkウ kウィろnろkkウき 三宅 ふ 旧岡山⼤福 岡山県岡山市南区⼤福 － ご8ずけ2し9け282ご ○

Okゅオゅmゅ はウィゅイれろkろ
はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Ōれゅィゅ kろnらn はウィゅイれろkろ Cれūō ろィオō kろkō kウィゅイれろkろょれūōゆオōろn 
りウカokウ オoゆō ろィオō ァウィゅカゅ

公益財団法人⼤原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院付属
予防医療

岡山県倉敷市鶴形さ丁目ささ番ささ号 ご8ずけじ22けず8ごご ○

Okゅオゅmゅ はウィゅイれろkろ ねィオō れōjろn Sらろエゅけkゅろ はウィゅイれろkろ Noィろ nらn ゆオōろn 医療法人誠和会倉敷紀念病院 岡山県倉敷市中島 ご8ずけじずごけし2せせ ○
Hろィoイれろmゅ なウkウオゅmゅ ねァァゅn イれゅよゅnれōjろn なウkウオゅmゅけイれろ ろイれろけkゅろ kらnイれろn イらntā 一般社団法人福山市医師会健診 ー 広島県福山市三吉町南2丁目さ2け2す ご8じけ999けしししす ○

Hろィoイれろmゅ なウkウオゅmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn jろnkらろけkゅろ なウkウオゅmゅ kらnイれろnけイれo 医療法人社団仁恵会福山検診所
広島県福山市南本庄 丁目
け

ご8じけ92ずけ2す8ご ○

Hろィoイれろmゅ なウkウオゅmゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Cれūるokウ ィōよō らろイらろ kオōkゅろ 公益財団法人中国労働衛生協会 広島県福山市引野町すけさじけ2 ご8じけ9じさけ82さご X
Hろィoイれろmゅ Onomろょれろ ねィオō れōjろn イれゅよゅn はらろ ウけkゅろ mウィゅkゅmろ kろnらnゆオōろn 医療法人社団啓卯会村上記念病院 広島県尾道市新浜 け け ご8じ8け22けしさしさ ○
Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn kらnkōkゅろ づィウァākウ kらnイれろn kウィろnろkkウ 医療法人広島健康会 ー 検診 広島県広島市⻄区草津新町2け2ずけさ ー 東棟 ご82けすごさけさささす △
Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅ ねィオō れōjろn イれゅよゅn tomoれろtoけkゅろ Hろィoイれろmゅ Cれūō kらnイれろnけイれo 医療法人社団朋仁会広島中央健診所 広島県広島市中区⼋丁堀さごけさご ご82け228けささせせ △
Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅ ぽゅmゅnゅけkゅろ Hろィoイれろmゅ イらろkゅtイウイれūkゅnかオゅmゅろ るゅn kらnイれろn イらntā 会広島生活習慣病・ ん健診 ー 広島県広島市中区幟町さしけじ広島 じな ご82け22じけずずずさ ○

Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅ O o ウょれろ イōるō kらnイれろnけイれo う 総合健診所
広島県広島市中区⼤手町しけずけさ2

う
ご82けすじ2けす8さご ○

Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅ
Mらよろkkウイウ Hろィoイれろmゅ kらnイれろn イらntā ろァァゅn カゅろよゅnれōjろn Hろィoイれろmゅ kらn イれū
よゅn kらnイれろn kオōkゅろ

広島健診 ー一般財団法人広島県集団検診
協会

広島県広島市中区⼤手町さけすけさせ ご82け2じ8けじささす △



Pィらりらょtウィら Cろtオ Hoイァろtゅl Hoイァろtゅl nゅmら ろn のゅァゅnらイら
づよよィらイイがEnよらィらＴoき

のゅァゅnらイら
Pれonら

Sゅtウィよゅオイ   
がSゅゆゅよoイき

Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅ Hろィoイれろmゅkらnkゅnkオōれokらnkオōkゅろ 広島県環境保健協会 広島県広島市中区広 北町9けさ ご82け2し2けじ8すせ △
Hろィoイれろmゅ はウィら ねィオō れōjろn Emウ Emウけkゅろ kウィろnろkkウ Hろィoイれろmゅ kらnイれろn 医療法人 ・ 会 広島健診 広島県呉市本通さけさけさ ご82しけ2じけせすずせ ○

Hろィoイれろmゅ Hろるゅイれろ Hろィoイれろmゅ
Hろるゅイれろれろィoイれろmゅ kろnらn ゆオōろn Hろィoイれろmゅ イらろkゅtイウイれū kゅnかオゅmゅろ kらnイれろn 
イらntā

東広島記念病院広島生活習慣病健診 ー 広島県東広島市⻄条町吉⾏22さじ ご82けじ2しけずずず2 ○

ぽゅmゅるウょれろ ぽゅmゅるウょれろ ねィオō れōjろn kろろょれろけkゅろ ぽゅmゅるウょれろゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 医療法人樹一会山口病院総合健診 ー 山口県山口市駅通 2けさごけせ ご8しけ92さけすご88 ○
ぽゅmゅるウょれろ ぽゅmゅるウょれろ ねァァゅn イれゅよゅnれōjろn ぽゅmゅるウょれろ イōるō kらnイれろn イらntā 一般社団法人山口総合健診 ー 山口県山口市小郡下郷させせしけさ ご8しけ9せ2けじし2す ○

ぽゅmゅるウょれろ Sゅnオoonoよゅ Dokウィろtイウるオōイらろ れōjろn ィōよōけイれゅ kらnkō ゅnカらn kろkō ぽゅmゅるウょれろ Rōイゅろゆオōろn 独⽴⾏政法人労働者健康安全機構山口労災病院 山口県山陽小野⽥市⼤字小野⽥さしさすけじ
ご8しずけ8しけ288さ

内線2さずご
X

Tokウイれろmゅ Tokウイれろmゅ ねィオō れōjろn Tゅkゅkゅエゅけkゅろ nろjろ no れゅイれろ ゆオōろn 医療法人高川会虹 橋病院 徳島県徳島市中島⽥町しけずごけさ ご88けずししけす88ず ○
Tokウイれろmゅ Tokウイれろmゅ ねtイウkろkらnイれろnkウィろnろkkウ 伊⽉健診 徳島県徳島市東船場町 － ご88けずすしけ2しさす ○

はゅるゅエゅ Tゅkゅmゅtイウ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Mろオゅkら ろるゅkウ kらnkオūjo イらntoィゅィウァā kウkウィろnろkkウ 一般財団法人三宅医学研究所 ー 香川県高松市番町 け け ご8せけ8ずしけじすずご ○
はゅるゅエゅ Tゅkゅmゅtイウ Rろtイウ ィろn ゆオōろn ん病院 香川県高松市栗林町しけすけ9 ご8せけ8ず2け9せさじ X
Eれろmら Mゅtイウオゅmゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn Eれろmら kらn Sōるōれokらnkオōkゅろ 公益財団法人愛媛県総合保健協会 愛媛県松山市味酒町さけさごけす ご89け98せけ82ご2 △
Eれろmら Mゅtイウオゅmゅ がね き jウnァūけkゅろ jウnァūけkゅろ kらnイれろn イらntā 医 順風会順風会健診 ー 愛媛県松山市高砂町2丁目し番さ号 ご89け9さすけごごご2 ○
Eれろmら Mゅtイウオゅmゅ Mゅtイウオゅmゅけイれろ ろイれろけkゅろ kらnイれろn イらntā 松山市医師会健診 ー 愛媛県松山市藤原 － － ご89け9さすけせせごさ △

Eれろmら Mゅtイウオゅmゅ ねィオō れōjろn Dōjろnkゅろ o oカoけィゅ ゆオōろn がkオūぞ ぽoイれろよゅゆオōろnき
医療法人同仁会 病院

旧︓吉⽥病院
愛媛県松山市六軒家町じけ2ご ご89け989けずずご8 X

Eれろmら Sゅろjオo Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn イれゅよゅn kōイらろけkゅろ mウィゅkゅmろ kろnらnゆオōろn 社会医療法人社団更生会村上記念病院 ⻄条市⼤町せし9 ご89せけすずけ2しごご ○
はoょれろ はoょれろ がね き はらnけkゅろ はōょれろ kらnイれろn kウィろnろkkウ 医き健会高知検診 高知県高知市知寄町2けじけしず ご88け88しけ9せささ ○
はoょれろ はoょれろ はウィろnろkkウ るウィīnれゅウイウ ー 高知県高知市上町さけせけさ ご88け8せさけ2す29 ○
はoょれろ はoょれろ はōょれろ kらn Sōるōれokらnkオōkゅろ 高知県総合保健協会 高知県高知市桟橋通 － － ご88け8し2け9ず9さ ○

なウkウokゅ はろtゅ kオウイれウ Nろイれろnろれonイゅnるオōらろイらろkゅろ はろtゅkオūイれū kらnイれろn イれろnィオōイれo ⻄⽇本産業衛生会北九州健診診療所 福岡県北九州市小倉北区室町しけさけ2 ご9しけすずさけごごしご △
なウkウokゅ はろtゅ kオウイれウ Nろイれろnろれonイゅnるオōらろイらろkゅろ ⻄⽇本産業衛生会 福岡県北九州市⼋幡東区東⽥さ丁目じけ8 ご9しけずせさけ8さごご △

なウkウokゅ なウkウokゅ ねィオō れōjろn カゅろよゅn れゅkウゅろけkゅろ nろnるらn よokkウイらntā ウ~らィウnらイウ tらnjろn 医療法人財団博愛会人間 ー 天神
福岡県福岡市中央区天神さけさじけじ
天神平和 じな

ごさ2ごけじ89けしせ9 ○

なウkウokゅ なウkウokゅ
ねィオō れōjろn カゅろよゅn れゅkウゅろけkゅろ nろnるらn よokkウイらntā ウ~ろmらnカウウ~らィウnらイウ tらnjろn 
よら~オウゅィウ

医療法人財団博愛会人間 ー
天神

福岡県福岡市中央区天神さけさじけじ
天神平和 せな

ごさ2ごけじ89けしせ9 ○

なウkウokゅ なウkウokゅ ねィオō れōjろn イれろnかゅろ tらnjろnkウィろnろkkウ 医療法人親愛天神 福岡県福岡市中央区天神2けさ2けさ ご92けせ2さけしす8し ○

なウkウokゅ なウkウokゅ
はōらkろ カゅろよゅnれōjろn なウkウokゅ kōイれū らろイらろ イウろイれろnkろkō なウkウokゅ kokウイゅろ イōるō 
kらnイれろn イらntā

公益財団法人ふ 公衆衛生推進機構福岡国際総合健診
ー

福岡県福岡市中央区天神2けさしけせ
福岡平和 2階

ご8ごごけしごごけせさすじ ○

なウkウokゅ なウkウokゅ がね き kウィろイウtゅィウゆろィウkウィろnろkkウ 医 福岡県福岡市中央区天神じけずけせのRE天神 8 ご92けせ2すけ8822 ○

なウkウokゅ なウkウokゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Nろイれろnろれonイゅnるオōらろイらろkゅろ なウkウokゅ kらnイれろn イれろnィオōイれo 一般財団法人⻄⽇本産業衛生会福岡健診診療所
福岡県福岡市博多区博多駅前2け2ごけさ
⼤博多 ずな

ご92けじせさけささずす △

なウkウokゅ なウkウokゅ Sれろnかゅろ イウtēイれonkウィろnろkkウ 親愛 ー 福岡県福岡市博多区博多駅中央街さけさ ご92けせ2さけしす8し ○
なウkウokゅ なウkウokゅ がねょれろ カゅろき ろィオō jōれō kらnkō カゅろよゅn kらnkō カゅろよゅn kウィろnろkkウ 一財 医療情報健康財団健康財団 福岡県福岡市博多区上川端さじけしごけ2ごさ ご92け2せ2け2し98 ○
なウkウokゅ なウkウokゅ はōらkろ カゅろよゅnれōjろn なウkウokゅ ィōよō Eろイらろkらnkオūイれo tらnjろn kらnイれろn イらntā 公益財団法人福岡労働衛生研究所天神健診 ー 福岡県福岡市中央区天神2け8けしず天神Nは 2な ご92けす2ずけさご8せ ○
なウkウokゅ なウkウokゅ がはōカゅろき なウkウokゅ ィōよō Eろイらろkらnkオūイれo ィōらろkらn kらnイれろn イらntā 公財 福岡労働衛生研究所労衛研健診 ー 福岡県福岡市南区那 川さけささけ2せ ご92けす2ずけさご8せ △

なウkウokゅ はウィウmら
Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn オウkろ no Sらろゆokゅろ Sらろ mゅィろゅれらィウイウkらゅイらn tā kokウイゅろ れokらn 
イらntā がkオūぞ Sらろmゅィろゅゆオōろn kokウイゅろ れokらn イらntāき

社会医療法人雪 聖⺟会聖 ー国際保健
ー 旧︓聖 病院国際保健 ー

福岡県久留米市津福本町じじ8けす ご9じ2けしずけごせ2さ ○

なウkウokゅ はウィウmら
Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn オウkろ no Sらろゆokゅろ Sらろ mゅィろゅれらィウイウkらゅイらntā kokウイゅろ れokらn 
イらntā がkオūぞSらろmゅィろゅゆオōろn kokウイゅろ れokらn イらntāき

ー国際保健 ー 旧︓聖 病
院国際保健 ー

福岡県久留米市津福本町じじ8けす ご9じ2けしずけごせ2さ ○

なウkウokゅ はウィウmら Sれろn koるゅ kウィろnろkkウ kらnkō kゅnィろ イらntā 新古賀 健康管理 ー 久留米市天神町さごずけさ ご9じ2けしすけしさせご ○
なウkウokゅ Okゅエゅ がね き kō れōkゅろ Tゅkゅるろ ゆオōろn 医 高邦会高⽊病院 福岡県⼤川市⼤字酒⾒さじさけささ ご9じじけ8せけ9じ9ご ○

Sゅるゅ Toイウ ねmゅmウィゅ ゆオōろn kらnkō kゅnィろ イらntā 今村病院健康管理 ー 佐賀県鳥栖市轟⽊町さす2しけず ご9じ2け8じけさ2し8 ○
Sゅるゅ Toイウ ねィオō れōjろn イらろmらろkゅろ ぽゅオoろるゅokゅ kゅるら ゆオōろn 医療法人清明会 い ⿅⽑病院 佐賀県鳥栖市弥生 丘⼆丁目さじし番地 ご9じ2け8せけしさすす △
Sゅるゅ Tゅkらo ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Tゅkらo はろjろmゅ ょれろkウ ろイれろけkゅろ 一般財団法人武雄杵島地区医師会 佐賀県武雄市武雄町昭和しごご番地 ご9すじけ22けしじさじ X
Sゅるゅ はゅィゅtイウ はゅィゅtイウ Hろるゅイれろmゅtイウウィゅ ろイれろけkゅろ ろィオō イらntā 唐津東松浦医師会医療 ー 佐賀県唐津市千代⽥町2すずずけささ ご9すすけせすけすさせ2 ○

Sゅるゅ Sゅるゅ
Sゅるゅ kらn kらnkōけよカウkウィろ カゅろよゅn Sゅるゅ kらn kらnイれろn kらnイゅ イらntā がkオū Sゅるゅ 
kらn kらnkōけよカウkウィろ カゅろよゅn イらろjろnゆオō オoゆō イらntā jろるオōイれoき

佐賀県健康 財団佐賀県健診・検査 ー
旧佐賀県健康 財団成人病予防 ー事業所

佐賀県佐賀市⽔ 江 － － 佐賀 ー 内 ご9す2けしせけししさし ○

Nゅるゅイゅkろ Nゅるゅイゅkろ Sれゅkゅろ ろィオō れōjろn れゅィウ kゅろけkゅろ kウィろnろkkウ 社会医療法人春回会 ⻑崎県⻑崎市目覚町せけ2HCS⻑崎 ずな ご9すけ8じじけさじ8さ ○
Nゅるゅイゅkろ Nゅるゅイゅkろ Mろれゅィゅよゅろ ゆオōろn イōるō kらnイれろn イらntā 三原台病院総合健診 ー ⻑崎県⻑崎市三原 － － ご9すけ8じずけ8す8す X
Nゅるゅイゅkろ Nゅるゅイゅkろ ねィōれōjろn イれōエゅけkゅろ イれōエゅけkゅろ ゆオōろn 医療法人昭和会昭和会病院 ⻑崎県⻑崎市東山手町ず番すさ号 ご9すけ828け9せせせ X
Nゅるゅイゅkろ Sゅイらゆo はオōmゅょれろ nゅろkゅ ゆオōろn 京町内科病院 ⻑崎県佐世保市本島町 － ご9すずけ2すけ22すす X
Nゅるゅイゅkろ ねイゅれゅオゅ Nろれonイらkろjūjろイれゅ Nゅるゅイゅkろ るらnゆゅkウ ねイゅれゅオゅ ゆオōろn ⽇本⾚⼗字社⻑崎原爆諫早病院 ⻑崎県諌早市多良⾒町化屋98ずけ2 ご9すせけ2せけ2さ2せ X

はウmゅmoto はウmゅmoto はウmゅmotoけイれろ ろイれろけkゅろ れらィウイウkらゅイらntā 熊本市医師会 ー 熊本県熊本市中央区本荘すけさすけさ2 ご9ずけしずずけ2せささ X
はウmゅmoto はろkウょれろ はろkウょれろ オōjōけらn がはろkウょれろ kōろkろ れokらn イらntゅき 菊池養生園 菊池広域保健 － 熊本県菊池市泗⽔町吉富2さ9しけさ ご9ず8けし8け282ご X
はウmゅmoto はろkウょれろ はろkウょれろけるウnけイれろ ろイれろkゅろィろtイウ ゆオōろn 菊池郡市医師会⽴病院 熊本県菊池市⼤琳寺せすけし ご9ず8け2しけせすすず △
はウmゅmoto はウmゅmoto がね き イゅkウィゅ jūjろ イゅkウィゅjūjろゆオōろn 医 桜⼗字桜⼗字病院 熊本県熊本市南区御幸⽊部 け け ご9ずけしせ8けささ82 △

Oろtゅ Oろtゅ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn Nろイれろnろれonイゅnるオōらろイらろkゅろ Ōろtゅ ィōよō らろイらろ kゅnィろ イらntā 一般財団法人⻄⽇本産業衛生会⼤分労働衛生管理 ー ⼤分県⼤分市高城南町ささけせ ご9せけすす2けせせ88 △
Oろtゅ Oろtゅ Ōろtゅ kらn ょれろろkろ イらろjろnゆオō kらnイれろn イらntā ⼤分県地域成人病検診 ー ⼤分県⼤分市⼤字宮崎さじさす ご9せけすず9け22ささ △

Oろtゅ Oろtゅ Sゅnかゅろ イōるō kらnイれろn イらntā 三愛総合健診 ー
⼤分県⼤分市⼤字市さ2さし
⼤分三愛 ー内

ご9せけすじ2けずせしし X

Mろオゅカゅkろ Hオウるゅ がね き Sらろエゅけkゅろ エゅよゅ ゆオōろn 医 誠和会和⽥病院 宮崎県⽇向市向江町さけさ9ずけさ ご982けす2けごごささ X

Mろオゅカゅkろ Mろオゅカゅkろ ねァァゅn カゅろよゅnれōjろn なウjろmoto イōるō ゆオōろn りウカokウ オoゆō ろィオō kウィろnろkkウ
一般社団法人藤元 藤元総合病院付属予防医療

宮崎県宮崎市北川内町乱橋しす8じけさ ご98すけすしけささごさ X

はゅるoイれろmゅ はゅるoイれろmゅ Sゅるゅィゅ ァāイウけよōィろ kウィろnろkkウ nろnるらnよokkウ ウ~らィウィゅろりウ ー 通 人間 ⿅児島市新屋敷町 － ご99け22じけさ8さず ○
はゅるoイれろmゅ はゅるoイれろmゅ はゅるo イれろmゅ Tゅkゅokゅ ゆオōろn 高岡病院 ⿅児島市⻄千⽯町 － ご99け22ずけじご9さ ○
Okろnゅエゅ Nゅれゅ Rオūイらろ がRろオū イらろき ゆオōろn 琉生 う い 病院 沖縄県那覇市字⼤道 ご98け88すけすさしさ ○
Okろnゅエゅ Nゅkゅるゅmろ がねイイれゅき ょれūゆウ ょれろkウ ろイれろけkゅろ kらnイれろn イらntā 一社 中部地区医師会検診 ー 沖縄県中頭郡北谷町字宮城さけす8じ ご98け9しずけ829ご ○
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