大腸がんのリスク検査Cologic（コロジック）受診可能施設
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

北海道

044-0054

北海道虻田郡倶知安町北四条西3丁目

くとさん外科胃腸科

0136-21-6410

http://www.kutosan-geka.com/index.html

北海道

059-0463

北海道登別市中登別町24番地12

三愛病院

0143-83-1111

http://www.sanai-hospital.or.jp/

東北

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1仙台ト
東二番丁診療所
ラストタワー３F

022-221-5226

http://www.east-cl.com/

関東

305-0003

茨城県つくば市桜2-15-1

さくら内科・呼吸器内科クリニック

029-869-8090

http://www.sakuratukuba.jp/page1

関東

305-8576

茨城県茨城県つくば市天久保2丁目1番
地1 筑波大学附属病院F棟

つくば予防医学研究センター

029-853-4205

http://www.yobou.hosp.tsukuba.ac.jp/

関東

304-0064

茨城県下妻市本城町1-48-3

下條整形外科

0296-43-3666

http://www.shimojo-orth.jp/

関東

349-0123

埼玉県蓮田市本町3-17

蓮田一心会病院

048-764-6411

http://www.hasuda-issin.jp/

関東

245-0061

神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-11-27

久保内科胃腸科医院

045-881-1810

http://www.mitsuyakai.net/web/index.ht
ml

関東

245-8560

神奈川県神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
西横浜国際総合病院
５６

045-871-8885

http://www.nishiyokohama.or.jp/

関東

249-0005

神奈川県逗子市桜山8-5-13

秋間医院

046-871-2707

関東

216-0035

神奈川県川崎市宮前区馬絹526-7

小野田医院

044-854-8821

http://www.onoda-iin.jp/

関東

275-0017

千葉県習志野市藤崎３丁目２６?６

ふじさき内科クリニック

047-479-2241

http://www.fujisakinaika.com/original.html

関東

286-0048

千葉県成田市公津の杜3-37-1

さくらクリニック成田

0476-28-7771

https://sakura1211.jp/narita/sakuraclinic2/

関東

277-0882

千葉県柏市柏の葉3-1-34

医療法人社団宏生会 クリニック柏の葉

04-7132-8881

http://www.cl-kashiwanoha.jp/

関東

277-0842

千葉県柏市末広町2-10

岡田病院

04-7145-0121

http://www.seihoukai-okada.or.jp/

関東

297-0033

千葉県茂原市大芝489

きたじまクリニック

0475-26-7050

http://kitajima-clinic.com/
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関東

292-0833

千葉県木更津市貝渕4-10-4

貝渕クリニック

043-825-2233

http://www.kenyoukaimorita.or.jp/kaifuchi.html

関東

105-0003

東京都港区新橋一丁目15番5号 ペルサ
115 ９階

松崎内科クリニック

03-3591-7006

https://matsuzaki-naika.jp/

関東

186-0004

東京都国立市中1-9-1

国立駅前腎クリニック

0425-76-1511

関東

151-0065

東京都渋谷区大山町36-13

越川医院

03-3466-5665

http://www.koshikawaiin.com/

関東

154-0004

東京都世田谷区太子堂3-28-16

いいむろ内科クリニック

03-3487-1166

http://iimuro.clinic/

関東

102-0083

東京都千代田区麹町6-6-1長尾ビル8階 辻クリニック

03-3221-2551

http://tsuji-c.jp/

関東

146-0092

東京都東京都大田区下丸子1-12-4

まるこハート内科クリニック

03-3750-3311

http://maruko-heart.jp/

関東

142-0053

東京都品川区中延2-9-22-1F

えばらサンクリニック

03-3786-0012

http://ebara-sun-cl.net/introduction.html

関東

140-0001

東京都品川区北品川2-9-12

のぞみクリニック

03-5769-0355

http://www.nozomiclinic.jp/

関東

113-0022

東京都文京区千駄木3-37-20

よしこ心療内科

03-3823-8265

関東

131-0041

東京都墨田区八広6-29-14

八広同仁会クリニック

03-6657-4471

http://yahirodouzinkai-clinic.com/

関東

321-0944

栃木県宇都宮市東峰町3080-68

さいとう医院

028-613-5666

http://www.saitouclinic.jp/

関東

328-0032

栃木県栃木市神田町21番15号

与倉ペインクリニック

0282-22-0006

http://www.yokura-painclinic.com/index.html

中部

491-0851

愛知県一宮市大江1丁目6-10

桜井クリニック

0586-73－3790

http://www.sakurai-cl.com/

中部

484-0081

愛知県犬山市大字犬山字藪下21-3

岡部医院（愛知）

0568-62-7121

中部

441-1371

愛知県新城市城北二丁目2-1

中根医院（新城市）

0536-24-1661

http://www.sinsiro-nakane-iinn.com/
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中部

470-0117

愛知県日進市藤塚7-46

はる内科クリニック

0561-72-2002

http://www.haru-clinic.com/

中部

460-0007

愛知県名古屋市中区新栄１－３２－２２

勝又病院 内科

052-241-0408

http://www.katsumata-hospital.or.jp/

中部

465-0025

愛知県名古屋市名東区上社2丁目3番1

上社眼科

052-773-7734

http://kamiyashiro-eye-clinic.com/

中部

465-0087

愛知県名古屋市名東区名東本通２丁目２
木村病院
２-１

052-781-1119

http://www.keimeikai.or.jp/

中部

502-0847

岐阜県岐阜市早田栄町四丁目23番地

いまいずみクリニック

058-210-1184

http://www.imaizumi-cl.jp/

中部

501-5126

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良748-1

森田医院

0575-82-6121

https://byoinnavi.jp/clinic/108836

中部

509-5124

岐阜県土岐市土岐口中町6丁目36

ときつクリニック

0572-56-6200

http://tokitu.net/index.html

中部

501-3788

岐阜県美濃市蕨生字浅野143-5

そね医院

0575-34-8255

http://mugi.gifu.med.or.jp/

中部

503-1382

岐阜県養老郡養老町船附中代1344

船戸クリニック

0584-35-3335

http://www.f7.dion.ne.jp/~funacli/

中部

510-0829

三重県四日市市城西町3-17-1

四日市内科ハートクリニック

059-359-0008

http://www.yokkaichi-heart.com/

中部

515-2514

三重県津市一志町小山

コスモスクリニック

059-295-0005

http://cosmos-cl.com/

中部

514-0315

三重県津市香良洲町1875-1

刀根クリニック

059-292-7007

http://hi-med.jp/medical.php?num=35

中部

950-0911

ペイシアガーデンクリニック

025-240-0420

http://www.pasiagardenclinic.com/

中部

432-8036

沖健康クリニック

053-452-3483

http://www.okikenko.jp/

中部

438-0821

静岡県磐田市立野508-2

とよだ青葉クリニック

0538-35-5000

https://www.toyodaaobaclinic.com/

中部

430-0854

静岡県浜松市南区瓜内町804

浜松平良内科

053-441-8266

http://www.taira-naika.or.jp/

新潟県新潟市中央区笹口1-1プラーカ１
の２階
静岡県静岡県浜松市中区東伊場2-7-1
浜松商工会議所会館6階
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中部

433-8105

静岡県浜松市北区三方原町892-1

山田消化器内科クリニック

053-430-1555

中部

394-0027

長野県岡谷市中央町3丁目1-36

野村ウィメンズクリニック

0266-24-1103

近畿

553-0006

大阪府大阪市福島区吉野1-22-18

平成野田クリニック

06-6448-5241

https://heisei-noda.com/

近畿

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 ハーバーセンタービル1階
神戸消化器・内視鏡クリニック

078-360-0601

http://a-endo.net/

近畿

610-0334

京都府京田辺市田辺中央6-1-6

田辺中央病院

0774-63-1116

http://www.sekitetsukai.or.jp/kenko/kenk
o.html

近畿

600-8412

京都府京都市下京区二帖半敷町655産
経京都烏丸ビル2F

にしはらクリニック

075-371-7755

http://nishiharaclinic.jp/

近畿

607-8062

075-593-7774

http://www.rakuwa.or.jp/kenshin/

近畿

604-0825

075-212-0889

http://www.hayashi-heart-clinic.com/

近畿

603-8364

京都府京都市山科区音羽珍事町2
音羽病院
京都府京都市中京区御池通堺町西入御
所八幡町231シカタカトルズビルディング3 林ハートクリニック
階
京都府京都市北区平野桜木町27
大関内科クリニック

075-466-0011

http://www.oozeki-naika.jp/

近畿

583-0885

大阪府羽曳野市南恵我之荘1丁目1-29

いしどレディースクリニック

072-959-7123

http://ishido-ladies.com/

近畿

569-1143

大阪府高槻市幸町4-3

愛仁会総合健康センター

072-692-9281

http://www.aijinkai.or.jp/k_center/

近畿

564-0051

大阪府吹田市豊津町1-21 江坂中央ビル
吉井クリニック
5F

06-6388-0110

http://www.yoshiiclinic.jp/

近畿

544-0014

大阪府大阪市生野区巽東2-5-31

06-6757-1346

http://www.ikami.jp/

近畿

542-0081

06-6809-3368

http://atsuko-clinic.com/

近畿

533-0024

0120‐364‐489

http://www.ych.or.jp/

近畿

530-0001

06-6345-8145

http://www.raffles-osaka.com/

井神クリニック

大阪府大阪市中央区南船場3-5-28富士
ヤナガワクリニック
ビル南船場6F
大阪府大阪市東淀川区柴島1丁目7番50
淀川キリスト教病院
号
大阪府大阪市北区梅田２丁目５-２５

ラッフルズメディカル大阪クリニック

HPURL
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近畿

530-0021

大阪府大阪市北区浮田2丁目2-3

行岡病院

06-6371-9921

http://www.yukioka.or.jp/

近畿

656-0101

兵庫県洲本市納納231

鈴木整形外科

0799-24-3533

近畿

658-0072

兵庫県神戸市東灘区岡本4-4-23

堀本医院

078-411-6991

http://www.horimoto-clinic.com/

近畿

663-8152

兵庫県西宮市甲子園町3-5

なかた内科クリニック

0798-41-6660

http://nakatanaika-clinic.com

近畿

660-0861

兵庫県尼崎市御園町54

カーム尼崎健診プラザ

06-6430-1315

http://www.aijinkai.or.jp/calm_amagasaki/

近畿

661-0979

兵庫県尼崎市上坂部1丁目4番1号 ミリオ
森川内科クリニック
ンタウン塚口2階

06-6439-7337

http://www.morikawa-naikaclinic.com/pc/

近畿

661-0002

兵庫県尼崎市塚口町2丁目

06-6422-5670

http://www.miyasakiclinic.com/

近畿

670-0913

兵庫県姫路市西駅前町73番地姫路ターミ
姫路駅前しらさぎ健診クリニック
ナルスクエア3F

079-289-1234

http://www.himejiseiryoukai.or.jp/shirasagi/

近畿

674-0084

兵庫県明石市魚住町西岡127-1

078-948-3900

近畿

673-0892

兵庫県明石市本町1丁目6－10ヴェッセル
こじま肛門外科
コジマビル3階

078-911-8501

近畿

643-0021

和歌山県有田郡有田川町下津野1288-1 ゆあさクリニック

0737-52-8880

近畿

644-0011

和歌山県和歌山県御坊市湯川町財部
733-1

健診センター・キタデ

0738-24-3000

http://www.reimeikai.com

中国

750-1153

山口県下関市清末鞍馬1-10-37

中村外科肛門外科医院

083-282-0100

http://www.nakamurageka.com/index.html

九州・沖縄 860-0074

熊本県熊本市西区出町２−１５

石神クリニック

096-322-6018

九州・沖縄 899-5433

鹿児島県姶良市西宮島町５－２

医療法人 中西医院

0995-65-1717

http://midwest-hco.byoinnavi.jp/pc/

九州・沖縄 890-0068

鹿児島県鹿児島市東郡元町5-10

健翔会病院

099-253-0171

http://www.kensho-kai.or.jp/index.html

みやさきクリニック

大国クリニック

http://www.kojimakoumongeka.jp/
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九州・沖縄 852-8154

長崎県長崎市住吉町3-1サン住吉ビル2F 藤瀬クリニック

095-865-6611

http://www.fujise-clinic.com/

九州・沖縄 820-0067

福岡県飯塚市川津２０８－２

おおやぶクリニック

0948-25-3331

http://nttbj.itp.ne.jp/0948253331/index.ht
ml

九州・沖縄 812-0018

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-25ビジ
アビエス クリニック
ネスセンタービル1階106

092-283-1085

http://abiesclinic.com/

九州・沖縄 802-0016

福岡県北九州市小倉北区宇佐町1-7-34 医療法人 まつおか内科クリニック

093-521-3952

