特定健康診査実施機関一覧（茨城近隣県）
実施機関名

所在地

福島赤十字病院

平成30年4月1日現在

電話番号

福島県福島市入江町11-31

024-534-6101

福島県福島市北沢又字成出16-2

024-557-5127

福島県福島市東中央3-15

024-533-2122

福島県福島市野田町1-12-72

024-531-6311

福島県福島市成川字台28-1

024-545-5801

福島県福島市大森字柳下16-1

024-546-3911

福島県福島市沖高字北貴船1-2

024-554-1133

福島県福島市北沢又字番匠田5

024-558-1111

福島県福島市鳥谷野字宮畑64-1

024-544-1122

福島県福島市荒井北3-1-13

024-593-6257

福島県福島市大森字下原田25番地

024-544-5171

福島県福島市瀬上町字四斗蒔1-6

024-554-5757

福島県福島市上町6-1

024-523-1120

一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院

福島県会津若松市山鹿町3-27

0242-29-9877

会津中央病院

福島県会津若松市鶴賀町1-1

0242-25-2082

福島県会津若松市北会津町東小松2335

0242-56-2233

福島県会津若松市河東町谷沢字前田21-2

0242-75-2100

福島県郡山市熱海町熱海5-240

024-984-3307

福島県郡山市図景1-4-6

024-922-3800

福島県郡山市安積町長久保1-10-13

024-946-0808

福島県郡山市八山田7-115

024-934-5322

社会医療法人福島厚生会
医療法人社団
ター

敬愛会

福島第一病院
福島西部病院

きらり健康生活協同組合
医療法人

創仁会

健診セン

須川診療所

社会医療法人秀公会

東日本診療所
あづま脳神経外科病院

公益財団法人福島県労働保健センター
きらり健康生活協同組合
上松川診療所
きらり健康生活協同組合
とやのクリニック
一般財団法人脳神経疾患研究所
病院
社会福祉法人恩賜財団済生会
福島総合病院
きらり健康生活協同組合
せのうえ健康クリニック
一般財団法人

医療法人

大原記念財団

附属南東北福島

明精会

大原綜合病院

会津西病院

公立大学法人 福島県立医科大学会津医療セン
ター附属病院
一般財団法人太田綜合病院附属 太田熱海病院
予防医学センター
医療法人

佐藤胃腸病院

佐藤胃腸科外科病院

一般財団法人慈山会医学研究所付属
一般財団法人
脳神経疾患研究所

附属

坪井病院

総合南東北病院

公益財団法人湯浅報恩会

寿泉堂クリニック

福島県郡山市駅前1-5-7

024-939-4616

一般社団法人郡山医師会

郡山市医療介護病院

福島県郡山市字上亀田1-1

024-934-1240

福島県郡山市向河原町159-1

024-983-5516

福島県郡山市山崎76-1

024-932-5435

公益財団法人

星総合病院

医療法人慈繁会付属

土屋病院

公益財団法人磐城済世会

福島県いわき市平字小太郎町1-1

0246-22-9915

福島県いわき市常磐湯本町台山6

0246-42-3188

福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1

0246-58-8090

福島県いわき市小名浜岡小名字山ﾉ神32

0246-53-4374

福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57

0246-43-7309

福島県いわき市小名浜南富岡字富士前50

0246-54-2611

福島県厚生連白河厚生総合病院

福島県白河市豊地上弥次郎2-1

0248-22-2211

公立岩瀬病院

福島県須賀川市北町20

0248-75-3111

福島県須賀川市丸田町17

0248-75-2211

福島県須賀川市南上町123-1

0248-63-7106

福島県須賀川市森宿字狐石129-7

0248-75-2165

福島県喜多方市字永久7689-1

0241-22-5321

医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

福島県喜多方市松山町村松字北原３６４３−
１

0241-24-5021

医療法人爽陽会

福島県喜多方市字稲荷宮7307-1

0241-24-3333

福島県相馬市沖ノ内3-5-18

0244-36-6611

福島県二本松市本町1-103

0243-22-2828

医療法人辰星会枡記念病院

福島県二本松市住吉100番地

0243-22-3100

独立行政法人地域医療機能推進機構
二本松病院

福島県二本松市成田町1-553

0243-23-9889

医療法人相雲会

小野田病院

福島県南相馬市原町区旭町3-21

0244-24-1111

医療法人伸裕会

渡辺クリニック

福島県南相馬市原町区西町1-50

0244-22-7000

北福島医療センター

福島県伊達市箱崎字東23-1

024-551-0109

医療法人慈久会

福島県本宮市本宮字南町裡149

0243-33-2721

公立藤田総合病院

福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木14

024-585-2121

済生会川俣病院

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4

024-566-2323

福島県伊達郡川俣町字五百田20-1

024-566-2707

福島県西白河郡矢吹町本町216

0248-42-3592

福島県東白川郡塙町塙字大町1-5

0247-43-1145

医療法人常磐会

松村総合病院

社団医療法人

いわき湯本病院
養生会

かしま病院

浜通り医療生活協同組合
公益財団法人ときわ会

小名浜生協病院

医療法人

翔洋会

常磐病院

医療法人平心会

磐城中央クリニック

須賀川病院

医療法人社団三成会
ション病院
医療法人三愛会
医療法人

医療法人

南東北春日リハビリテー

池田記念病院

佐原病院

鳴瀬病院

相馬中央病院

医療法人辰星会

枡病院

谷病院

社会福祉法人恩賜財団
済生会 春日診療所
公益財団法人

済生会支部福島県済生会

会田病院

福島県厚生農業協同組合連合会
塙厚生病院

渡辺病院

福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92

0244-63-2205

公益財団法人福島県保健衛生協会

福島県福島市方木田字水戸内19-6

024-546-0394

さくら診療所

栃木県宇都宮市下桑島町1203-3

028-657-7335

栃木県宇都宮市南高砂町11-17

028-688-5522

栃木県宇都宮市下荒針町3618

028-648-0484

宇都宮東病院

栃木県宇都宮市平出町368-8

028-683-5771

医療法人宇都宮健康クリニック

栃木県宇都宮市徳次郎町5-5

028-666-2201

医療法人ＤＩＣ
宇都宮セントラルクリニック

栃木県宇都宮市屋板町561-3

028-657-7300

医療法人

栃木県宇都宮市ゆいの杜3-2-23

028-667-8181

栃木県栃木市大町39-5

0282-20-1900

栃木県佐野市堀米町1728

0283-22-5222

栃木県佐野市田沼町1832番地1

0283-62-9021

栃木県鹿沼市下田町1-1033

0289-64-2168

栃木県鹿沼市今宮町1682-2

0289-64-2131

独立行政法人地域医療機能推進機構
病院
医療法人社団晴澄会
医療法人北斗会

うつのみや

鷲谷病院

富士見会

ミヤ健康クリニック

一般財団法人とちぎメディカルセンター
メディカルセンター とちのき
佐野厚生農業協同組合連合会
佐野厚生総合病院
一般財団法人 佐野メディカルセンター
民病院
上都賀厚生農業協同組合連合会
上都賀総合病院
医療法人桃李会

とちぎ

佐野市

御殿山病院

社団医療法人英静会

森病院

栃木県日光市今市674

0288-30-5010

社団医療法人明倫会

今市病院

栃木県日光市今市381

0288-22-2200

栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1

0285-36-0250

栃木県真岡市荒町3-45-16

0285-84-6311

栃木県大田原市下石上1453

0287-29-2525

地方独立行政法人
ンター
医療法人徳真会

新小山市民病院

予防医学セ

医療法人社団

真岡病院
亮仁会

那須中央病院

社会医療法人博愛会

菅間記念病院

栃木県那須塩原市大黒町2-5

0287-62-0733

医療法人社団萌彰会

那須脳神経外科病院

栃木県那須塩原市野間453-14

0287-62-5500

社会医療法人博愛会 那須塩原クリニック･健康増
進センター

栃木県那須塩原市前弥六51-1

0287-67-1570

医療法人社団友志会

石橋総合病院

栃木県下野市下古山1-15-4

0285-53-1134

医療法人社団厚生会

西方病院

栃木県栃木市西方町金崎273-3

0282-92-0970

医療法人社団友志会

野木病院

栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2

0280-57-1011

社会医療法人恵生会

黒須病院

栃木県さくら市氏家2650

028-681-8811

栃木県大田原市中田原1081-4

0287-23-1122

那須赤十字病院

獨協医科大学病院

栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880

0282-87-2216

栃木県那須塩原市井口537-3

0287-38-2751

栃木県矢板市富田77

0287-44-1322

栃木県宇都宮市竹林町911-1

028-643-4441

栃木県宇都宮市大通り1-3-16

028-625-7831

栃木県宇都宮市竹林町968

028-625-2213

自治医科大学健診センター

栃木県下野市祇園2-35

0285-44-2100

一般社団法人
足利市医師会メディカルセンター

栃木県足利市大正町863-5

0284-41-3413

栃木県真岡市上大沼127-1

0285-84-7765

学校法人国際医療福祉大学
院

国際医療福祉大学病

国際医療福祉大学塩谷病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
栃木県済生会宇都宮病院
社会医療法人中山会 宇都宮記念病院 総合健診
センター
公益財団法人宇都宮市医療保健事業団健診セン
ター

医療法人社団福田会
公益財団法人

福田記念病院

健診部

栃木県保健衛生事業団

栃木県宇都宮市駒生町3337-1
の森 3F

とちぎ健康

028-623-8181

前橋赤十字病院

群馬県前橋市朝日町3-21-36

027-224-4585

独立行政法人地域医療機能推進機構
群馬中央病院

群馬県前橋市紅雲町1-7-13

027-243-2212

群馬県済生会前橋病院

群馬県前橋市上新田町564-1

027-252-6011

前橋協立病院

群馬県前橋市朝倉町828-1

027-265-3511

公益財団法人群馬県健康づくり財団

群馬県前橋市堀之下町16-1

027-269-7814

公益財団法人

群馬県前橋市大友町3-26-8

027-253-5174

上武呼吸器科内科病院

群馬県前橋市田口町586-1

027-232-5000

医療法人社団善衆会

群馬県前橋市笂井町54-1

027-261-4890

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院

群馬県伊勢崎市太田町366

0270-24-3355

一般社団法人伊勢崎佐波医師会附属成人病検診セ
ンター

群馬県伊勢崎市下植木町502

0270-26-7878

伊勢崎市民病院

群馬県伊勢崎市連取本町12-1

0270-25-5022

沼田脳神経外科循環器科病院

群馬県沼田市栄町8

0120-40-2288

社会医療法人輝城会

群馬県沼田市栄町61-3

0278-22-1188

群馬県沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

群馬県伊勢崎市境百々421

0270-74-1800

群馬県佐波郡玉村町上新田675-4

0270-50-3315

群馬県高崎市高関町498-1

027-323-2181

老年病研究所附属病院

善衆会病院

沼田クリニック

利根保健生活協同組合
医療法人鶴谷会
医療法人

鶴谷病院

樹心会

高崎中央病院

利根中央病院

角田病院

医療法人

真木会

真木病院

群馬県高崎市筑縄町71-1

027-363-8558

医療法人社団日高会日高病院

群馬県高崎市中尾町886

027-362-1944

医療法人社団千栄会昭和病院

群馬県高崎市綿貫町1341

027-347-1171

医療法人醫光会

群馬県高崎市矢島町449-2

027-352-6212

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

群馬県高崎市矢中町188

027-353-2277

北毛保健生活協同組合

北毛病院

群馬県渋川市有馬237-1

0279-24-1234

くすの木病院

群馬県藤岡市藤岡607-22

0274-24-3111

群馬県藤岡市篠塚105-1

0274-23-9261

公立藤岡総合病院

群馬県藤岡市中栗須813-1

0274-22-3311

公立富岡総合病院

群馬県富岡市富岡2073-1

0274-63-2111

群馬県安中市安中1-16-32

027-382-1123

群馬県安中市原市1-9-10

027-385-8221

群馬県高崎市金古町1758

027-373-3111

群馬県高崎市北原町71

027-373-1198

医療法人社団日高会
日高リハビリテーション病院

群馬県高崎市吉井町馬庭2204

027-388-2005

下仁田厚生病院

群馬県甘楽郡下仁田町下仁田409

0274-82-3555

群馬県安中市松井田町新堀1300-1

027-393-1301

群馬県吾妻郡東吾妻町原町698

0279-68-2711

群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1

0279-75-3011

群馬県桐生市織姫町6-3

0277-44-7160

群馬県桐生市相生町5-754

0277-53-7711

群馬県桐生市菱町3-2069-1

0277-30-3660

群馬県太田市西本町3-8

0276-22-7131

群馬県太田市大島町455-1

0276-55-2370

医療法人財団明理会
イムス太田中央総合病院

群馬県太田市東今泉町875-1

0276-37-8118

太田協立診療所

群馬県太田市石原町927

0276-45-4911

館林厚生病院

群馬県館林市成島町262-1

0276-72-3140

駒井病院

医療法人社団三思会
医療法人育生会

医療法人

篠塚病院

誠和会

正田病院

公立碓氷病院
医療法人社団三愛会
医療法人

三愛クリニック

関越中央病院

公益財団法人

群馬慈恵会

松井田病院

原町赤十字病院
医療法人弥生会

吾妻さくら病院

桐生厚生総合病院
医療法人社団全仁会
医療法人山育会

高木病院

日新病院

本島総合病院
SUBARU健康保険組合

太田記念病院

館林記念病院

群馬県館林市台宿町7-18

0276-72-3155

医療法人社団慶友会
宇沢整形外科(慶友健診センター)

群馬県館林市松原1-10-30

0276-75-7000

医療法人社団三思会

群馬県みどり市笠懸町阿左美1155

0277-76-6303

医療法人日望会みどり病院

群馬県みどり市笠懸町鹿2646-2

0277-76-1110

群馬県立心臓血管センター

群馬県前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

独立行政法人国立病院機構沼田病院

群馬県沼田市上原町1551-4

0278-23-2181

一般財団法人 日本健康管理協会
勢崎健診プラザ

群馬県伊勢崎市中町655-1

0270-26-7700

一般財団法人全日本労働福祉協会群馬県支部

群馬県高崎市新保町1560-1

027-350-1777

医療法人社団普照会井上記念病院

千葉県千葉市中央区新田町1-16

043-245-8811

独立行政法人地域医療機能推進機構
千葉病院

千葉県千葉市中央区仁戸名町682

043-261-2228

一般社団法人

千葉衛生福祉協会

千葉県千葉市中央区院内1-8-12

043-225-8977

医療法人社団

福生会

千葉県千葉市中央区道場南1-12-7

043-227-7453

東邦病院

北関東支部伊

千葉診療所

斎藤労災病院

医療法人社団晴山会

平山病院

千葉県千葉市花見川区花見川1494-3

043-259-4525

医療法人社団翠明会

山王病院

千葉県千葉市稲毛区山王町166-2

043-421-2221

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 CD-2

043-296-2711

千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1

043-232-9740

千葉県千葉市若葉区若松町531-486

043-254-3201

千葉県千葉市中央区汐見丘町23-1

080-3529-5106

医療法人社団紫雲会千葉南病院

千葉県千葉市緑区高田町401-5

043-292-5111

幸町中央診療所

千葉県千葉市美浜区幸町2-12-6

043-247-2288

千葉県千葉市花見川区幕張町5-392-3

043-276-1851

千葉県千葉市美浜区新港32-14

043-246-0265

医療法人鉄蕉会
亀田総合病院附属幕張クリニック
医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセン
ター
医療法人社団

創進会

医療法人社団直心会

みつわ台総合病院
轟健康クリニック

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
公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健診セン
ター
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

千葉県千葉市中央区問屋町1-35
トサイドタワー27階

千葉ポー

043-245-6051

医療法人社団淳英会

おゆみの中央病院

千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-49-9

043-300-3355

医療法人社団報徳会

報徳千葉診療所

千葉県千葉市中央区本町1-1-13

043-225-6232

千葉県千葉市中央区東千葉1-13-9

043-290-1700

千葉県千葉市中央区中央港1-29-1

043-241-5381

医療法人社団
医療法人浄光会

壮和会

ゆりの木クリニック

千葉みなと病院

医療法人社団保健会メディカルスクエア
クリニック
医療法人社団恵仁会
セントマーガレット病院
医療法人

思誠会

奏の杜

勝田台病院

医療法人社団心和会

シンワ総合健診センター

千葉県習志野市奏の杜2-1-1
ルテ2階

奏の杜フォ

047-406-5000

千葉県八千代市上高野450

047-485-5111

千葉県八千代市勝田622-2

047-482-3498

千葉県八千代市米本2167-8

047-489-2111

医療法人芙蓉会

五井病院

千葉県市原市五井5155

0436-21-5521

医療法人静和会

浅井病院

千葉県東金市家徳38-1

0475-58-1407

千葉県袖ヶ浦市長浦駅前5-21

0438-60-7391

千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9

0438-52-0211

千葉県君津市君津1

0439-55-6811

国保直営君津中央病院大佐和分院

千葉県富津市千種新田710

0439-65-1251

医療法人厚仁会

千葉県銚子市西芝町4-4

0479-22-8600

千葉県銚子市前宿町597

0479-23-0011

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院
社会医療法人社団さつき会
かずさアカデミアクリニック
一般財団法人 君津健康センター
ター君津診療所

君津健康セン

内田病院

銚子市立病院
医療法人積仁会

島田総合病院

千葉県銚子市東町5-3

0479-22-0063

医療法人黒潮会

田辺病院

千葉県旭市口803

0479-62-0016
047-353-8411

医療法人社団康栄会

浦安病院

千葉県浦安市北栄4-1-18

医療法人社団禎心会

浦安サンクリニック

千葉県浦安市北栄1-16-17
階

医療法人社団やしの木会

浦安中央病院

原勝ビル4階・5

0120-16-3929

千葉県浦安市冨岡3-2-6

047-352-2115

千葉県浦安市当代島3丁目4番32号

047-351-3230

千葉県浦安市日の出2-1-5

047-381-2088

千葉県浦安市日の出1-1-25

047-709-3800

千葉県野田市宮崎100

04-7123-5910

医療法人社団圭春会 小張総合病院

千葉県野田市横内29-1

04-7124-7427

医療法人社団

千葉県野田市中里1554-1

04-7128-1008

千葉県柏市末広町2-10

04-7145-0121

社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院

千葉県柏市名戸ヶ谷687-4

04-7167-8336

医療法人社団誠高会 おおたかの森病院

千葉県柏市豊四季113

04-7141-1150

医療法人社団大晟会 大和田ファミリークリニッ
ク 予防医療センター

千葉県柏市豊四季301-7

04-7141-7555

東京ベイ・浦安市川医療センター
医療法人社団新虎の門会
新浦安虎の門クリニック
医療法人ちくま会
メディカルガーデン新浦安
キッコーマン株式会社

医療法人聖峰会

真療会

キッコーマン総合病院

野田病院

岡田病院

医療法人社団協友会

柏厚生総合病院

千葉県柏市篠籠田617

04-7144-8868

千葉県柏市小青田1-3-2

04-7131-2211

千葉県流山市中102-1

04-7128-9393

千葉県松戸市新松戸1-380

047-345-1111

千葉県松戸市金ヶ作107-1

047-384-8074

千葉県松戸市幸田2-72

047-394-2211

東葛クリニック病院

千葉県松戸市樋野口865-2

0120-113-751

医療法人社団 誠高会
小金原健診クリニック

千葉県松戸市小金3番

047-348-7201

我孫子つくし野病院

千葉県我孫子市つくし野131-1

04-7184-2211

千葉県我孫子市布佐834-28

04-7189-1119

医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院

千葉県我孫子市柴崎1300

04-7181-2265

医療法人社団太公会 我孫子東邦病院

千葉県我孫子市我孫子1851-1

04-7182-8166

社会医療法人社団蛍水会
名戸ヶ谷あびこ病院

千葉県我孫子市我孫子1855-1

04-7157-2233

東邦鎌谷病院

千葉県鎌ケ谷市粟野594

047-445-6411

千葉県鎌ヶ谷市初富929-6

047-498-8125

医療法人社団平静会大村病院

千葉県市川市南八幡4-14-2

047-377-8008

医療法人友康会

千葉県市川市新浜1-11-1

047-395-8711

千葉県市川市国府台6-1-14

047-375-1119

千葉県船橋市海神6-13-10

047-433-5885

千葉県船橋市本町2-10-1

047-431-2662

鵜澤医院

千葉県船橋市西習志野4-23-3

047-464-6266

医療法人社団誠馨会セコメディック病院

千葉県船橋市豊富町696-1

047-457-9900

医療法人社団良知会

千葉県船橋市習志野台4-13-16

047-466-3268

千葉県船橋市高根台4-29-1

047-468-0118

千葉県船橋市葛飾町2-337

047-434-6000

医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院

千葉県船橋市高根台2-11-1

047-774-0385

医療法人社団上総会

千葉県茂原市町保3

0475-25-6355

医療法人社団葵会 柏たなか病院
医療法人財団東京勤労者医療会
医療法人財団明理会

東葛病院

新松戸中央総合病院

社会医療法人社団木下会
医療法人社団成風会

千葉西総合病院

医療法人社団創造会
ター

タカハシクリニック

平和台病院予防医療セン

社会医療法人社団木下会

鎌ケ谷総合病院

行徳中央クリニック

学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学市
川病院
独立行政法人地域医療機能推進機構
船橋中央病院
医療法人

弘仁会

板倉病院

共立習志野台病院

医療法人社団千葉秀心会
医療法人社団

東船橋病院

博葉会近藤クリニック

山之内病院

高橋ビル6Ｆ

社会福祉法人太陽会

安房地域医療センター

社会医療法人社団木下会

館山病院

千葉県館山市山本1155

0470-25-5120

千葉県館山市長須賀196

0470-23-5030

医療法人SHIODA

塩田病院

千葉県勝浦市出水1221

0470-73-1221

医療法人鉄蕉会

亀田クリニック

千葉県鴨川市東町1344

04-7099-1115

千葉県印旛郡栄町安食2421

0476-95-6811

公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院

千葉県佐倉市鏑木町320

043-484-2164

医療法人社団愛信会佐倉中央病院

千葉県佐倉市栄町20-4

043-486-1311

社会福祉法人
院

聖隷福祉事業団

千葉県佐倉市江原台2-36-2

043-486-0006

日本赤十字社

成田赤十字病院

千葉県成田市飯田町90-1

0476-22-2311

千葉県四街道市栗山906-1

043-421-0007

千葉県四街道市吉岡1830-1

043-214-0326

医療法人社団千葉医心会
千葉ニュータウンクリニック

千葉県印西市内野1-5-1

0476-46-4744

医療法人平成博愛会

印西総合病院

千葉県印西市牧の台1-1-1

0476-33-3533

医療法人社団聖仁会

白井聖仁会病院

千葉県白井市笹塚3-25-2

047-491-7596

医療法人社団育誠曾

北総栄病院

医療法人社団威風会
医療法人

聖隷佐倉市民病

栗山中央病院

沖縄徳洲会

四街道徳洲会病院

医療法人美篶会

中原病院

千葉県南房総市和田町仁我浦19-1

0470-47-2021

医療法人光洋会

南房総ファミリアクリニック

千葉県南房総市本織43-1

0470-20-6171

千葉県香取市佐原イ3416

0478-55-1225

千葉県山武市成東167

0475-82-2521

千葉県千葉市中央区長洲2-20-27

043-222-2873

千葉県佐倉市井野1479

043-310-7882

千葉県船橋市二和東5-1-1

047-448-7118

医療法人社団華光会
地方独立行政法人

山野病院
さんむ医療センター

一般財団法人 柏戸記念財団 長洲柏戸クリニッ
ク
一般社団法人日本健康倶楽部
千葉支部診療所
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 二和ふ
れあいクリニック
医療法人財団明理会
千葉ロイヤルクリニック
医療法人社団廣生会

関東予防医学診療所

千葉県千葉市中央区新町1000
タワー8F

センシティ

千葉県市川市欠真間2-17-7青野ビル

043-204-5511
047-358-2397

医療法人 成春会
花輪クリニック 総合健診センター
一般社団法人日本健康倶楽部
西船橋健康管理クリニック

千葉県船橋市本町1-3-1 船橋フェイスビル
8F
千葉県船橋市葛飾町2-340
フロントンビ
ル5F

医療法人

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町29-18

048-883-2253

埼玉県川口市西川口5-11-5

048-257-2211

川久保病院

恩賜財団埼玉県済生会川口総合病院健診センター

047-422-2202
047-495-2100

医療法人

安東病院

埼玉県川口市芝3-7-12

048-266-2611

医療生協さいたま生活協同組合
川口診療所

埼玉県川口市仲町1-36

048-252-5512

埼玉県川口市木曽呂1317

048-296-4880

埼玉県川口市中青木4-1-20

048-251-8560

埼玉県川口市東本郷1432

048-282-8226

川口市立医療センター

埼玉県川口市西新井宿180

048-280-1539

川口パークタワークリニック

埼玉県川口市幸町1-7-1
2F

048-255-7222

医療法人ヘブロン会

埼玉県さいたま市北区東大成町1-227

048-653-5266

独立行政法人地域医療機能推進機構
さいたま北部医療センター

埼玉県さいたま市北区盆栽町453

048-663-1671

医療法人一成会

埼玉県さいたま市見沼区東宮下字西196

048-686-3111

埼玉県さいたま市見沼区片柳1550

048-686-7155

医療生協さいたま生活協同組合
おおみや診療所

埼玉県さいたま市西区指扇1100-2

048-624-0238

医療法人

埼玉県川越市脇田本町4-13

049-242-0382

埼玉県川越市連雀町19-3

049-222-7217

埼玉県川越市大字大袋新田977-9

049-237-6099

埼玉県川越市笠幡4955-1

049-232-1231

医療生協さいたま生活協同組合

埼玉協同病院

医療生協さいたま生活協同組合
さいわい診療所
社会医療法人社団大成会 武南病院附属クリニッ
ク

さいたま記念病院

医療法人財団

新生会

大宮共立病院

行定病院

医療法人豊仁会
医療法人

大宮中央総合病院

三井病院

武蔵野総合病院

医療法人高友会

笠幡病院

川口パークタワー

医療法人社団誠弘会

池袋病院

埼玉県川越市大字笠幡3724-6

049-239-5671

医療法人社団関心会

関本記念病院

埼玉県川越市中台1-8-6

049-241-0300

埼玉県川越市新宿町1-17-1ウニクス川越３
階

049-248-3003

埼玉県春日部市小渕455-1

048-752-2152

埼玉県春日部市中央1-53-16

048-736-0111

埼玉県春日部市谷原2-4-12

048-752-6143

埼玉県春日部市上金崎28

048-746-3122

埼玉県越谷市谷中町4-25-5

048-966-5006

医療法人武蔵野総合病院
ター・クリニック
医療法人

川越予防医療セン

梅原病院

医療法人社団嬉泉会

春日部嬉泉病院

医療生協さいたま生活協同組合
療所
医療法人社団庄和会
医療法人康麗会

かすかべ生協診

庄和中央病院

越谷誠和病院

獨協医科大学埼玉医療センター附属越谷クリニッ
ク

埼玉県越谷市弥生町17-1
ティAシティ4階

医療法人社団埼玉巨樹の会

埼玉県久喜市上早見418-1

0480-44-8413

埼玉県八潮市南川崎845

048-998-8001

医療法人社団協友会

新久喜総合病院

八潮中央総合病院

越谷ツインシ

048-965-1117

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会栗橋病院

埼玉県久喜市小右衛門714-6

0480-53-0575

医療法人社団愛友会上尾中央総合病院

埼玉県上尾市柏座1-10-10

048-773-1114

医療法人慈秀会

上尾アーバンクリニック

埼玉県上尾市緑丘3-5-28
1F

シンワ緑丘ビル

医療法人藤仁会
リニック

健康管理センター Ageo-town ク

埼玉県上尾市宮本町3-2

Ageo-town2F

048-778-8489
048-777-2511

埼玉脳神経外科病院

埼玉県鴻巣市上谷664-1

048-541-2800

戸田中央総合病院

埼玉県戸田市本町1-19-3

048-442-1111

医療法人山柳会

埼玉県朝霞市溝沼2-4-1

048-467-0016

埼玉県朝霞市溝沼1340-1

048-466-2055

埼玉医科大学病院健康管理センター

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

049-276-1550

医療法人東光会

埼玉県所沢市城435-1

04-2944-2390

埼玉県所沢市下安松1559-1

04-2944-5800

埼玉県所沢市小手指町4-1-1

04-2949-1118

埼玉県所沢市中富1865

04-2942-0323

医療生協さいたま生活協同組合
所沢診療所

埼玉県所沢市宮本町2-23-34

04-2924-0121

社会医療法人至仁会

埼玉県所沢市東狭山ケ丘4-2692-1

04-2920-0518

埼玉県所沢市久米551-3
ディング3F

04-2997-5500

塩味病院

医療法人社団武蔵野会

TMGあさか医療センター

東所沢病院

医療法人社団秀栄会

所沢第一病院

彩のクリニック
医療生協さいたま生活協同組合

埼玉西協同病院

圏央所沢病院

医療法人社団和風会
所沢中央病院 健診クリニック
はなみずき小手指クリニック

所沢健診プレイス

埼玉飯能病院

東亜東口ビル

埼玉県所沢市小手指町1-16-4

0120-992-473

埼玉県飯能市飯能1185

042-973-3311

医療法人靖和会

飯能靖和病院

埼玉県飯能市下加治137-2

042-974-2311

医療法人好友会

飯能老年病センター

埼玉県飯能市下加治147

042-974-2500

埼玉県狭山市広瀬東3-14-3

04-2953-5522

埼玉県狭山市大字水野600

04-2957-1141

埼玉県狭山市下奥富1221

04-2952-1002

医療法人社団グロリア会
医療法人尚寿会

前田病院

大生病院

医療法人社団清心会

至聖病院

医療法人一晃会

小林病院

埼玉県入間市宮寺2417

04-2934-5121

医療法人永仁会

入間ハート病院

埼玉県入間市小谷田1258-1

04-2935-0320

埼玉県入間市大字黒須1369-3

04-2933-3345

埼玉県ふじみ野市福岡931

049-266-0111

医療法人社団宏志会
医療法人誠壽会

豊岡第一病院

上福岡総合病院

医療法人社団富家会

富家病院

埼玉県ふじみ野市亀久保2197

049-264-8811

医療生協さいたま生活協同組合
大井協同診療所

埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-1-15

049-267-1101

社会福祉法人埼玉慈恵会

埼玉県熊谷市石原3-208

048-521-0321

医療生協さいたま生活協同組合
熊谷生協病院

埼玉県熊谷市上之3854

048-524-3841

医療法人社団

埼玉県熊谷市美土里町3-136

048-532-6747

医療法人クレモナ会ティーエムクリニック

埼玉県熊谷市三ヶ尻48

048-533-8837

小川赤十字病院

埼玉県比企郡小川町小川1525

0493-72-2333

埼玉県行田市持田376

048-552-1111

医療生協さいたま生活協同組合
行田協立診療所

埼玉県行田市本丸18-3

048-556-4581

行田中央総合病院

埼玉県行田市富士見町2-17-17

048-553-2426

中田病院

埼玉県加須市元町6-8

0480-61-3122

羽生総合病院

埼玉県羽生市大字上岩瀬551

048-562-5555

埼玉県本庄市千代田1-1-18

0495-22-5211

埼玉県本庄市北堀1780

0495-22-6648

埼玉県深谷市上柴町西5-8-1

048-511-4388

埼玉県秩父郡皆野町皆野2031-1

0494-62-6300

医療生協さいたま生活協同組合
秩父生協病院

埼玉県秩父市阿保町1-11

0494-23-1300

医療法人

埼玉県秩父市和泉町20

0494-22-3023

埼玉県新座市東北1-7-2

048-474-7211

埼玉県新座市堀ノ内2-9-31

048-483-7767

埼玉県桶川市坂田1726

048-776-0022

医療法人顕正会蓮田病院

埼玉県蓮田市根金1662-1

048-766-8155

医療法人社団愛友会

埼玉県蓮田市本町3-17

048-764-6411

埼玉県日高市森戸新田99-1

042-989-0650

医療生協さいたま生活協同組合
浦和民主診療所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-10-7

048-832-6182

医療法人智健会

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2
イフィールドビル4.5階

社会医療法人

紘智会

埼玉慈恵病院

籠原病院

医療法人社団

壮幸会

行田総合病院

健康管理センター

弘人会

埼玉医療生活協同組合
医療法人

本庄福島病院

医療法人本庄福島病院

本庄総合病院

深谷赤十字病院
埼玉医療生活協同組合

花仁会

皆野病院

秩父病院

医療法人社団武蔵野会
社会医療法人社団

堀ノ内病院

医療法人財団聖蹟会

医療法人積仁会

新座志木中央総合病院

埼玉県央病院

蓮田一心会病院

旭ケ丘病院

イーストメディカルクリニック

さいたま赤十字病院

埼玉県さいたま市中央区新都心1-5

ハ

048-799-2211
048-852-1111

医療法人社団

埼玉県さいたま市北区奈良町32-6

048-662-8100

深谷寄居医師会メディカルセンター

埼玉県深谷市上柴町西3-6-1

048-572-2411

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

埼玉県東松山市神明町1-15-10

0493-25-0232

ライフサポートクリニック

埼玉県川口市弥平4-6-24

048-223-2576

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

埼玉県比企郡吉見町江和井410-1

0493-81-6128

医療法人藤和会藤間病院総合健診システム

埼玉県熊谷市末広2-138

048-523-9608

社会医療法人
ター

埼玉県坂戸市千代田4-13-3

049-289-3355

神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台29-1

045-581-2211

神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-13-8

045-581-3123

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会
神奈川県病院

神奈川県横浜市神奈川区富家町6-6

045-432-1117

医療法人財団俊陽会

神奈川県横浜市神奈川区子安通2-286

045-441-3598

大口東総合病院

神奈川県横浜市神奈川区入江2-19-1

045-401-2411

医療法人社団善仁会
横浜東口ヘルチェッククリニック
医療法人財団コンフォート コンフォート横浜健
診センター
医療法人社団善仁会
横浜西口ヘルチェッククリニック

神奈川県横浜市神奈川区金港町6-20
会金港町ビル

一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3

医療法人

行徳会

刀仁会

ういずクリニック大宮

平和会

坂戸中央健康管理セン

平和病院

医療法人社団育成社

佐々木病院

古川病院

善仁

神奈川県横浜市西区平沼2-8-25

045-453-1150

神奈川県横浜市西区北幸1-11-15
ビル3Ｆ

045-313-8080
横浜ＳＴ

045-453-1150
045-221-8291

医療法人社団善仁会
ヘルチェックレディース横浜クリニック
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
医療法人社団 相和会
みなとみらいメディカルスクエア

神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビ
ル17Ｆ
神奈川県横浜市西区北幸1-4-1
横浜天理
ビル23Ｆ
神奈川県横浜市西区高島2-7-1
ファース
トプレイス横浜6Ｆ
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 Ｍ
Ｍﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2階

医療法人回生会

神奈川県横浜市中区万代町2-3-3

045-662-2489

神奈川県横浜市中区山下町268

045-681-9540

横浜東口クリニック

ふれあい横浜ホスピタル

独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜中央病院
公益財団法人 神奈川県予防医学協会

中央診療所 神奈川県横浜市中区日本大通58

045-453-3366
045-453-1150
045-453-1150
045-228-2123

045-641-8572

公益財団法人神奈川県結核予防会 かながわクリ
ニック
公益財団法人神奈川県結核予防会 中央健康相談
所
一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会 神奈川
総合健診センター

神奈川県横浜市中区元浜町4-32県民共済馬
車道ビル

045-201-8521

神奈川県横浜市南区中村町3-191-7

045-251-2364

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9

045-335-6901

船員保険健康管理センター

神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2

045-335-2261

社会福祉法人

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町215

045-715-3111

サヴァイクリニック

神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1225-1

045-383-2633

医療法人光陽会 磯子中央病院

神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-45

045-752-1212

国家公務員共済組合連合会

神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1

045-782-8967

神奈川県横浜市金沢区谷津町35

045-786-0915

京浜健診クリニック

神奈川県横浜市金沢区柳町3-9

045-782-3222

医療法人社団協友会
横浜なみきリハビリテーション病院

神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1

045-788-0031

医療法人五星会

神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27

045-402-7111

神奈川県横浜市港北区高田西2-6-5

045-592-5557

神奈川県横浜市港北区樽町1-1-23

045-531-2546

医療法人社団

聖隷福祉事業団

景翠会

聖隷横浜病院

横浜南共済病院

金沢健診クリニック

菊名記念病院

医療法人すこやか
医療法人三星会

高田中央病院
大倉山記念病院

医療法人社団やまびこ
科

新横浜整形外科リウマチ

神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4
浜千歳観光ビル1-4階

医療法人

西横浜国際総合病院

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町56

045-861-8430

医療法人財団明理会 東戸塚記念病院

神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7

045-825-2111

医療法人横浜柏堤会
イトクリニック

戸塚共立メディカルサテラ

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3970-5

045-869-4605

医療法人横浜平成会

平成横浜病院

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550

045-860-1888

医療法人沖縄徳洲会

葉山ハートセンター

神奈川県三浦郡葉山町下山口1898-1

046-875-1717

神奈川県高座郡寒川町宮山193

0467-75-6751

神奈川県横須賀市米が浜通1-16

046-822-2982

神奈川県横須賀市小矢部2-23-1

046-852-1115

神奈川県横須賀市長坂1-3-2

046-858-1746

平塚市民病院

神奈川県平塚市南原1-19-1

0463-32-0015

大船中央病院健康管理センター

神奈川県鎌倉市大船6-2-24

0467-47-7761

医療法人沖縄徳洲会

神奈川県鎌倉市岡本1370-1

0467-44-1454

神奈川県鎌倉市材木座1-7-22

0467-24-7171

神奈川県藤沢市辻堂3-10-2

0466-33-5111

神奈川県藤沢市羽鳥1-3-43

0466-36-8155

神奈川県藤沢市南藤沢4-6

0466-25-2216

横浜博萌会

宗教法人寒川神社

寒川病院

国家公務員共済組合連合会

横須賀共済病院

社会福祉法人日本医療伝道会総合病院 衣笠病院
健康管理センター
公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立市民
病院

湘南鎌倉総合病院

鎌倉ヒロ病院
医療法人長谷川会

湘南ホスピタル

特定医療法人社団若林会
医療法人山内龍馬財団

湘南中央病院
山内病院

新横

045-548-3887

医療法人社団藤順会藤沢総合健診センター

神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-11

0466-23-3211

神奈川県藤沢市獺郷188

0466-47-0543

医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院

神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1

0466-35-1360

一般財団法人同友会
ザ

ライフメディカル健診プラ

神奈川県藤沢市下土棚467-10

0466-44-2000

医療法人財団報徳会

西湘病院

神奈川県小田原市扇町1-16-35

0465-35-5787

湘南健康管理クリニック

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3

0467-86-6570

医療法人社団柏信会

神奈川県逗子市桜山6-1336

046-873-6555

神奈川県相模原市中央区小山3429

042-752-1808

東芝林間病院健康管理センター

神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1

042-742-3521

独立行政法人地域医療機能推進機構
相模野病院

神奈川県相模原市中央区渕野辺1-2-30

042-751-1265

医療法人社団蒼紫会森下記念病院

神奈川県相模原市南区東林間4-2-18

042-742-5055

医療法人社団哺育会
病院

神奈川県相模原市中央区下九沢54-2

042-773-3211

一般財団法人ヘルス・サイエンス・センター

神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2-401

042-740-6200

医療法人社団恭英会

相模原記念クリニック

神奈川県相模原市中央区中央4-12-3

042-758-8171

医療法人社団昌栄会

相模大野病院

神奈川県相模原市南区相模大野7-8-16

042-748-0211

相模原赤十字病院

神奈川県相模原市緑区中野256

042-784-1125

ＪＡ健康管理センターさがみはら

神奈川県相模原市緑区橋本6-1-14
ハシモトタワー4階

医療法人仁厚会

神奈川県厚木市中町3-8-11

046-221-5979

公益財団法人健康予防医学財団
ヘルスケアクリニック厚木

神奈川県厚木市中町3-6-17

046-223-1150

ＪＡ健康管理センターあつぎ

神奈川県厚木市酒井3132

046-229-7115

医療法人沖縄徳洲会

神奈川県厚木市温水118-1

046-223-7815

神奈川県大和市中央4-4-12

046-264-1111

神奈川県大和市下和田1331-2

046-269-2411

神奈川県大和市中央林間4-25-17

046-272-9300

神奈川県横浜市港南区最戸1-3-16

045-741-2511

神奈川県横浜市港南区下永谷5-81-12

045-824-0202

神奈川県横浜市港南区日野中央1-19-4

045-847-5533

特定医療法人グループ・プラクティス研究会
所見総合クリニック

青木病院

社会福祉法人ワゲン福祉会

総合相模更生病院

さがみリハビリテーション

仁厚会病院

医療法人徳洲会

湘南厚木病院

大和徳洲会病院

南大和病院
医療法人沖縄徳洲会

大和青洲病院

横浜東邦病院
医療法人健生会
医療法人社団

御

朝倉病院
成澤会

清水橋クリニック

ザ・

042-772-3296

医療法人社団明芳会

横浜旭中央総合病院

神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1

045-921-6111

医療法人社団恵生会上白根病院

神奈川県横浜市旭区上白根2-65-1

045-951-3348

医療法人順正会

神奈川県横浜市旭区川島町1764

045-370-5270

横浜鶴ヶ峰病院

医療法人順正会
横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療クリニック
一般社団法人 日本厚生団
長津田厚生総合病院 健診センター

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1
ロット鶴ヶ峰5階
神奈川県横浜市緑区長津田4-23-1

045-981-1205

医療法人社団恵生会竹山病院

神奈川県横浜市緑区竹山3-1-9

045-932-1668

医療法人社団

神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-7

045-984-3003

神奈川県横浜市緑区寺山町729

045-933-1011

神奈川県横浜市緑区三保町１９５−１

045-922-5255

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12

045-362-7111

神奈川県横浜市栄区桂町132

045-891-2171

神奈川県横浜市泉区新橋町1784

045-812-2288

三喜会

医療法人社団元気会

横浜新緑総合病院

医療法人赤枝会

横浜病院

三保の森クリニック

医療法人社団哺育会

横浜相原病院

国家公務員共済組合連合会
特定医療法人社団鵬友会

横浜栄共済病院
湘南泉病院

ココ

045-370-5270

医療法人社団博慈会

青葉さわい病院

神奈川県横浜市青葉区元石川町4300

045-901-0025

医療法人社団明芳会

江田記念病院

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-1

045-912-1611

港北ハートクリニック

神奈川県横浜市都筑区葛が谷10-3

045-479-2860

医療法人興生会

相模台健診クリニック

神奈川県座間市相模が丘6-27-43

046-256-9235

医療法人明徳会

総合新川橋病院

神奈川県川崎市川崎区新川通1-15

044-222-1237

医療法人社団和光会総合川崎臨港病院

神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1

044-233-9336

医療法人誠医会

神奈川県川崎市川崎区大師駅前2-13-13

044-222-3255

神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-2-1

044-333-5591

神奈川県川崎市川崎区田町2-9-1

044-277-9272

社会医療法人財団石心会 川崎健診クリニック

神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ
川崎8階

044-511-6116

社会医療法人財団石心会

神奈川県川崎市幸区南幸町1-27-1

044-544-1020

医療法人社団

宮川病院
こうかん会

医療法人社団葵会
ター

日本鋼管病院

AOI国際病院

健康管理セン

川崎幸クリニック

ｴﾑｽﾞﾋﾙ

社会医療法人財団 石心会
アルファメディック・クリニック

神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
テックセンター8階

社会医療法人財団石心会

神奈川県川崎市幸区都町39-1

044-511-2112

第二川崎幸クリニック

川崎

044-511-6116

医療法人社団愛成会

京浜総合病院

神奈川県川崎市中原区新城1-2-5

044-777-3251

医療法人社団輔仁会

片倉病院

神奈川県川崎市高津区新作4-11-16

044-866-2151

一般財団法人京浜保健衛生協会診療所

神奈川県川崎市高津区上作延811-1

044-330-4565

聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111

医療法人社団三成会

神奈川県川崎市麻生区古沢都古255

0120-700-098

神奈川県横須賀市追浜東町3-53-12

046-867-2876

神奈川県川崎市高津区溝口1-16-3

044-822-1278

新百合ヶ丘総合病院

医療法人社団優和会湘南健診クリニック
康管理センター
医療法人社団

亮正会

湘南健

高津中央クリニック

一般社団法人日本健康倶楽部横浜支部診療所
医療法人社団黎明会

新百合健康管理センター

医療法人社団相和会横浜ソーワクリニック
総合健診センター

横浜

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-4-4 駅前セン
タービル4F
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田
急アコルデ新百合ヶ丘5,6F
神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コン
カード横浜20F

045-303-9622
044-959-3121
045-461-1230

医療法人社団相和会相模原総合健診センター

神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8

042-753-3301

医療法人健水会

神奈川県横浜市港北区日吉2-9-3

045-565-0751

神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32

0467-78-3020

医療法人社団

総合健診クリニックMEDOC
武内歯科医院

あやめ薬局
社会医療法人社団三思会 新横浜メディカルサテ
ライト健診センター
医療法人社団 緑成会 横浜総合病院附属 あざ
み野健診クリニック

神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1
ガーデンプラザ川和1F-2号
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-11 金子
第一ﾋﾞﾙ4F
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-2-9 あざ
み野第3ビル4F

045-929-1585
045-471-3855
045-522-6300

