MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

北海道

003-0024

北海道

060-0002

北海道

064-8570

北海道

065-0026

北海道

078-8220

北海道旭川市１０条通２１－２－１１

北海道

078-8251

北海道旭川市東旭川北1条6丁目6番5号 東旭川病院

0166-36-2240

北海道

079-8412

北海道旭川市永山2条24丁目93-2

健康相談センター健診部旭川本部

0166–48–5050

東北

960-8550

福島県福島市方木田字水戸内16番地5

福島県保健衛生協会総合健診センター

024-546-3533

東北

965-0871

福島県会津若松市栄町７-２６

林谷医院

0242-22-0408

東北

969-2663

福島県耶麻郡猪苗代町川桁西幸野２１９
野崎医院
１

0242-66-2245

東北

969-3122

福島県耶麻郡猪苗代町本町字カキ田393 小川医院

0242-62-2132

東北

979-0403

福島県双葉郡広野町下浅見川築地２５

0240-27-2231

東北

980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6-10 仙
上杉脳外科クリニック
台北辰ビルディング3F

022-397-7667

http://www.kncl.jp/index.html

東北

981-0913

宮城県仙台市青葉区昭和町3-24

小松脳神経外科

022-271-9356

https://byoinnavi.jp/clinic/75503

東北

982-0011

宮城県仙台市太白区長町7丁目2-7

渡辺内科胃腸科医院

022-247-3105

https://byoinnavi.jp/clinic/71935

東北

984-0032

宮城県仙台市若林区荒井荒井3丁目25七郷クリニック
4

022-287-1475

http://www.75clinic.com/index.html

北海道札幌市白石区本郷通3丁目南2番
13号
北海道札幌市中央区北２条西１丁目マル
イト札幌ビル５Ｆ
北海道北海道札幌市中央区宮の森3条7
丁目5番25号
北海道札幌市東区北26条東14丁目１－１
５

施設名

電話番号

HPURL

北海道労働保健管理協会

011-862-5088

http://www.roudouhoken.or.jp/

船員保険北海道健康管理センター

011-218-1655

http://www.sempos.or.jp/kk/hokkaido/

宮の森記念病院

(011)641-6641

http://miyanomori.or.jp/

札幌がん検診センター

011-748-5511

http://www.hokkaido-taigan.jp/

旭川脳神経外科循環器内科病院

0166-33-2311

馬場医院

http://www.asahikawa-noushinkeigekahospital.or.jp/index.html
http://www014.upp.sonet.ne.jp/jiseikai/index.htm
http://www.keiyukaigroup.com/kenkou/shindan/
http://www.fhk.or.jp

https://byoinnavi.jp/clinic/106075

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

東北

987-0511

宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘51-1

佐藤内科医院

0220-22-2160

http://cancer-miyagi.jp/tt_medical/4861/

東北

987-1304

宮城県大崎市松山千石440

わたなべ産婦人科 内科・小児科

0229-55-3535

http://w-keyaki.clinic/

東北

999-3763

山形県東根氏神町中央1-8-11

けんじ脳神経クリニック

0237-53-6719

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

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

110-0005

東京都東京都台東区上野1-20-11鈴乃
屋ビル地下１階

オリエンタル上野健診センター

03-5816-0711

http://www.orientalgr.com/ort/oriental.htm

関東

121-0832

東京都足立区古千谷本町2-18-5

今福医院

03-3854-1029

関東

136-0073

東京都江東区北砂2-15-40

協和メディカルクリニック

03-3648-4131

http://www.aiiku-med.or.jp/kyowa.html

関東

143-0026

東京都大田区西馬込2-2-5

脳外科西馬込クリニック

03-6303-7070

http://nishi-magome.com/

関東

164-0001

東京都中野区中野2-13-23岡ビル2F

古藤クリニック

03-3229-6582

http://www.kotou-clinic.com

関東

164-0012

03-3320-7211

http://yayoi-clinic.org/index.html

関東

166-0004

03-5305-8831

http://hayashi-noushinkei.com/

関東

169-0073

東京都新宿区百人町１丁目-２２-１７

新宿リサーチパーククリニック

03-5937-6877

http://srpc.jp/

関東

198-0001

東京都青梅市成木１丁目４４７

青梅成木台病院

0428-74-4111

http://www.narikidai.jp/

関東

223-0061

神奈川県横浜市港北区日吉2-9-3

横浜日吉健診センターMEDOC

045-565-0751

関東

240-0066

神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町43-2 船員保険健康管理センター

045-335-2263

https://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/i
ndex.html

関東

243-0035

神奈川県神奈川県厚木市愛甲2-11-9

046-270-6661

http://nanmouri-naika.com/

東京都中野区本町2-46-1中野坂上サン
弥生ファーストクリニック
ブライトツイン3F
東京都杉並区阿佐谷南１-９-２ 地下1階・
林脳神経外科メディカルクリニック
1階

南毛利内科

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

関東

243-0801

神奈川県厚木市上依知3002

徳川ファミリー クリニック

046-281-8651

http://tokugawa-family.jp/

関東

252-0013

神奈川県座間市栗原1199-4

くりはらメディカルクリニック

046-200-9898

http://www.kurihara-mc.com/

関東

252-0143

はしもと南口クリニック

042-700-8025

http://www.hashimoto-minamiguchicl.com/

関東

260-0028

いそのメディカルクリニック

043-310-3030

http://isonoclinic.jp/

関東

264-0004

千葉県千葉市若葉区千城台西2-1-3

らいむらクリニック

043-312-5620

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

関東

264-0025

千葉県千葉市若葉区都賀２丁目１４-３

わかば宮本医院

043-232-5511

http://wm-clinic.jp/

関東

273-0005

千葉県船橋市本町１丁目３ー１

花輪クリニック

047-422-2202

関東

273-0005

千葉県船橋市本町2-10-1

板倉病院

047-431-2662

http://www.itakura.or.jp/

関東

273-0866

千葉県船橋市夏見台3-9-25

すぎおかクリニック

047-406-7272

http://sugioka-clinic.jp/

関東

285-0859

千葉県佐倉市南ユーカリが丘１ー１

トップヒルズクリニック

043-464-1010

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

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/sakuraclinic
2/

関東

292-0827

千葉県木更津市港南台3-4-1

港南台どんぐりクリニック

0438-30-0006

http://www.konandai-donguri.com/

関東

297-0033

千葉県茂原市大芝８２１番地

きたじまクリニック

0475-26-7050

http://kitajima-clinic.com/

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

329-1233

栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2388-5

医療法人 中津川会

028-675-7521

http://nakatsugawaclinic.jp/junkankinaika.html

関東

350-2206

埼玉県鶴ヶ島市藤金293-2

たちかわ脳神経外科クリニック

049-279-1515

http://tachikawa-nsc.com/

神奈川県相模原市緑区橋本1-17-20
TCH 1F・2F
千葉県千葉市中央区新町１７?３ ハマダ
パークビル 3F

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

関東

366-0034

埼玉県深谷市常盤町62-2

深谷市総合健診センター

048-572-2411

http://www.fukayaosato.saitama.med.or.jp/mdkr/

中部

491-8551

愛知県一宮市羽衣１－６－１２

大雄会第一病院 健診センター

0586-26-2008

http://www.daiyukai-kenshin.com/

中部

391-0003

長野県茅野市本町東3-5

ともみ内科医院

0266-82-0424

中部

391-0213

長野県茅野市豊平3317-1

ライフクリニック蓼科

0266-77-2051

中部

392-0002

長野県諏訪市湯の脇２丁目６-３

あるがクリニック

0266-78-1235

中部

396-0015

長野県伊那市中央4953-2

田畑医院

0265-78- 6668

中部

399-4107

長野県駒ヶ根市南田10-13

駒ヶ根泌尿器科クリニック

0265-98-8876

中部

416-0955

静岡県富士市川成新町250番地

池辺クリニック

0545-65-0250

中部

427-0105

静岡県島田市南原２６６

藤本外科医院

0547-38-6088

中部

430-0901

静岡県浜松市中区曳馬2-3-1

小島医院

053-462-3892

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

中部

430-0906

静岡県浜松市中区住吉2丁目9-8

大石内科医院

0537-26-2888

https://byoinnavi.jp/clinic/75556

中部

431-1415

静岡県浜松市北区三ヶ日町岡本823-1

三ヶ日中央外科

053-524-1481

https://byoinnavi.jp/clinic/84680

中部

431-3314

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2406-2 天竜吉田医院

053-925-8000

中部

432-8047

静岡県浜松市中区神田町360-27

たなか内科クリニック

053-444-3002

中部

434-0006

静岡県浜松市浜北区四大地9-68

浜北さくら台病院

053-582-2315

http://sakuradai.or.jp/

中部

438-0006

静岡県磐田市寺谷３３８-２

(寺谷) 鈴木クリニック

0538-38-3222

http://www.suzuki-clinic.net/

http://web.thn.jp/ikebeclinic/

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

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/

中部

450-0002

052-551-6663

https://station-clinic.com/

中部

451-6003

052-569-6030

http://www.daiyukai.or.jp/daiyukai/organi
zation/medical_treatment/lucent.php

中部

453-0834

愛知県名古屋市中村区豊国通3-22

052-411-2046

http://www.takeda-naika.com/

中部

454-0957

愛知県名古屋市中川区かの里２丁目504 富田クリニック

052-301-1212

http://www.tomitaclinic.com/

中部

456-0035

愛知県名古屋市熱田区白鳥3-6-17

052-671-8001

http://website2.infomity.net/8040468/

中部

457-0862

愛知県名古屋市南区内田橋１丁目１－１
おおたに整形外科 皮フ科
３

052-829-0987

http://www.ohtani-seikei.com/

中部

460-0015

愛知県名古屋市中区大井町4-20

かねまきクリニック

052-321-8201

http://www.kanemakicl.com/

中部

464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通５丁目３

はらたクリニック内科・消化器内科

052-751-2525

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

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

052-773-7776

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

中部

484-0059

愛知県犬山市上坂町5-232

樹クリニック

0568-62-3107

http://www.ituki.com/itsuki/index.html

中部

488-0006

愛知県尾張旭市大久手町中松原39

医療法人 あらかわ医院 健診センター

0561-53-9668

http://arakawa-cl.com/

中部

491-0057

愛知県一宮市今伊勢町宮後字郷東23番
腎・泌尿器科河合クリニック
地の5メディカルガーデンいまいせ内

0586-47-4145

http://www.clinic-kawai.jp/

中部

491-0083

愛知県一宮市丹羽字古屋敷72-1

いそむらファミリークリニック

0586-72-7111

http://www.iso-fc.com/

中部

492-8261

愛知県稲沢市重本4丁目92-1

いなざわこころのクリニック

0587-33-7800

http://inazawakokoro.com/

中部

496-0048

愛知県津島市藤里町2-5

あいち健康クリニック

0567-26-7994

http://www.aichi-kenko.clinic/

愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17名古
名古屋ステーションクリニック
屋ビルディング8階
愛知県愛知県名古屋市西区牛島町6-1
大雄会ルーセントクリニック
名古屋ルーセントタワー3Ｆ
竹田内科胃腸科クリニック

中京クリニカル

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

中部

500-8168

岐阜県岐阜市東駒爪町5番地

あんどう内科クリニック

058-262-2974

http://andoc-clinic.com/

中部

501-1135

岐阜県岐阜市木田2丁目17-1

かわごえクリニック

058-234-2221

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

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

501-6002

岐阜県羽島郡岐南町三宅8－137ぎなんメ
岐南ほんだクリニック
ディカルスクエア内

058-249-2289

http://g-hondaclinic.jp/

中部

501-6133

岐阜県岐阜市日置江４丁目４７番地

ぎふ綜合健診センター

058-279-3399

http://kensan.or.jp

中部

502-0846

岐阜県岐阜市津島町６丁目１９

操レディスホスピタル

058-233-8811

http://www.misao-ladies.jp/

中部

503-0014

岐阜県大垣市領家町2丁目93番地

井口クリニック

0584-77-5355

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

中部

503-0015

岐阜県大垣市林町1-50

北村医院（岐阜県）

0584-81-5072

https://caloo.jp/hospitals/detail/2216401
734

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

505-0046

岐阜県美濃加茂市西町5-337

みのかも西クリニック

0574-28-5320

http://mnnc.jp/

中部

509-0206

岐阜県可児市土田1221番地5

可児とうのう病院

0574-25-3115

http://kani.jcho.go.jp/kenkan/

中部

509-6124

岐阜県瑞浪市一色町2-132

こせき醫院

0572-68-1177

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

中部

510-0406

岐阜県岐阜県本巣市三橋3丁目60番

えさきクリニック

058-320-2801

http://www.esakiclinic.com/

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

511-0065

三重県桑名市大央町21-15

さとう糖尿病・訪問診療クリニック

0594-23-3547

http://www.sato-group.jp/

中部

514-0062

三重県津市観音寺町字東浦446-30

三重県健康管理事業センター

059-228-4502

http://www.kenkomie.or.jp/

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

中部

514-1136

三重県津市久居東鷹跡町８２-１０

大北内科

059-255-2077

http://hi-med.jp/medical.php?num=9

中部

910-0029

福井県福井市日光1丁目3番10号

ふくい総合健康プラザ

0776-25-2206

http://www.fukui-kenkou.com/

中部

939-8555

富山県富山市蜷川373番地

富山県健康増進センター

076-429-7575

http://www.kenzou.org/

近畿

520-0831

滋賀県大津市松原町14-7

いしやま内科整形外科

074-574-7700

http://ishiyama-naika-seikei.com/

近畿

530-0026

大阪府大阪市北区神山町1-7

扇町漢方クリニック

06-4709-7401

http://okc.ne.jp/

近畿

530-0051

大阪府大阪市北区太融寺町4-20すてら
めいとビル4F

太融寺町谷口医院

06-4792-7922

http://www.stellamate-clinic.org/

近畿

533-0014

大阪府大阪市東淀川区豊新1-21-29

ゆうメディカルクリニック

06-6327-0550

http://clinic.koseikai-jp.com/

近畿

534-0021

06-6167-5081

http://himuro-clinic.com/

近畿

537-0014

近畿

537-0025

大阪府大阪市東成区中道1丁目3-15

森之宮クリニック

06-6981-9600

http://www.omichikai.or.jp/morinomiya_c/

近畿

540-0008

大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-31

関西医科大学天満橋総合クリニック

06-6943-2260

http://www.kmu.ac.jp/temmabashi/index.
html

近畿

541-0053

近畿

546-0042

近畿

546-0042

近畿

553-0003

大阪府大阪府大阪市福島区福島6-4-10 今川クリニック

06-6442-9780

https://imagawa-clinic.com/

近畿

553-0006

大阪府大阪市福島区吉野1-22-18

06-6448-5242

https://heisei-noda.com/

大阪府大阪市都島区都島本通1丁目4氷室クリニック
22
大阪府大阪市東成区大今里西3-10-9シ
竹井クリニック
ティアーク今里平成館1F

大阪府大阪市中央区本町3丁目5番2号
ラ・クォール本町クリニック
辰野本町ビル2階
大阪府大阪市東住吉区西今川３丁目７森医院（東住吉）
１１
大阪府大阪市東住吉区西今川３丁目７−
森医院（大阪）
１１

平成野田クリニック

06-6976-4671

06-6125-1250
06-6702-7034

http://www.laquole.com/
https://medical.yahoo.co.jp/hospital/0c8
377a8ff2163e012ea209db0097c8715d272
e8/

06-6702-7034

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

近畿

558-0054

大阪府大阪市住吉区帝塚山東3-8-15

小澤診療所

06-6671-6780

http://www.sankoukai-oz.jp/

近畿

559-0001

大阪府大阪市住之江区粉浜2-9-14コハ
マビル1・2F

中野脳神経外科クリニック

06-6654-8862

http://nakanoclinic-ns.jp/

近畿

559-0004

大阪府大阪市住之江区住之江1-4-27

くぼりクリニック

06-4701-5002

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

近畿

560-0082

大阪府豊中市新千里東町3-5-4

鳥辺医院

06-6872-0161

http://toribe.org/

近畿

562-0025

大阪府箕面市粟生外院１丁目４－１３

ほそいクリニック

072-727-0238

http://www.hosoi-clinic.ecnet.jp/

近畿

567-0067

大阪府茨木市西福井2-9-36

ほうせんか病院

072-641-7030

http://seiwa-h.org/

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

570-0044

大阪府守口市南寺方南通３丁目４?８

鶴見緑地病院

06-6997-0101

http://www.seisuikai.net/iryo/tsurumi/

近畿

580-0005

大阪府松原市別所３丁目１７-２２

石田診療所

072-330-5570

近畿

581-0003

大阪府八尾市本町５丁目１−７

田中医院（八尾）

072-922-2028

近畿

583-0995

大阪府南河内郡太子町太子906-1

中辻整形外科クリニック

072-198-1363

近畿

590-0974

大阪府堺市堺区大浜北町2丁目3-7

かげやま医院（大阪府）

072-224-1807

近畿

593-8311

大阪府堺市西区上714-1 朝日医療ビル
鳳南3階

瀬野クリニック

072-247-5275

http://www.seno-clinic.jp/

近畿

596-0827

大阪府岸和田市上松町1丁目9-1

めぐみクリニック(大阪)

072-433-2230

http://www.megumiclinic2230.com/

近畿

597-0082

大阪府貝塚市石才552

あかねレディースクリニック

072-436-3545

http://www.akane-lc.com

近畿

599-8253

大阪府堺市中区深阪2345番吉田ビル1F 井上内科クリニック

072-198-1363

http://www.tanakaclinic.info/

MCIスクリニーング検査受診可能医療機関
分類

郵便番号

住所

施設名

電話番号

HPURL

近畿

599-8272

大阪府堺市中区 深井中町７５９−１ J・O
マンション 1F

いむた内科

072-278-0336

http://imuta-naika.com/

近畿

639-1013

奈良県大和郡山市朝日町1-62

大和郡山病院

0743-53-1111

http://yamatokoriyama.jcho.go.jp/kenkan
/

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/

中国

701-0114

岡山県倉敷市 松島1154-2 マルナカマス
じょう泌尿器科クリニック
カット店ドーム棟2F

086-461-1688

http://www.jo-clinic.net/

中国

710-0016

岡山県倉敷市中庄3542-1

倉敷スイートホスピタル

086-463-7111

http://sweet-town.jp/hospital/index.html

中国

716-0033

岡山県高梁市南町５３

高梁中央病院

0866-22-3636

http://seiryoukai.jp/takahashi/

九州・沖縄 838-0069

福岡県朝倉市来春４２２-１

朝倉医師会病院

0946-23-0077

http://www.asakura-med.or.jp/hospital/

九州・沖縄 839-0865

福岡県久留米市新合川１丁目３-３０ ゆ
めタウン久留米クリニックゾーン2F

癒しの森内科クリニック

0942-65-6010

http://iyashi-mori.jp/

