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北海道 085-0032 北海道釧路市新栄町21-14 総合病院　釧路赤十字病院 健診部　健診課 健診係長 淡路　まつみ 様 0154-22-7171
http://www.kushiro.jrc.o
r.jp/

要 不要
脳疾患・心臓疾患の専門医での対応は不可。受診の際は、予
約が必要な場合もあり。

北海道 063-0869
北海道札幌市西区八軒9条5丁目1-
20

北海道脳神経外科記念病院 011-717-2131
http://www.hnsmhp.or.j
p/

不要 要

北海道 060-0033
北海道札幌市中央区北3条東8丁目
5番地

札幌厚生病院 循環器内科 主任部長 佐藤 俊也 先生 011-261-5331
http://www.dou-
kouseiren.com/byouin/
sapporo/index.html

要 要

北海道 006-8555
北海道札幌市手稲区前田1条12丁
目1-40

手稲渓仁会病院 循環器内科 主任部長 廣上貢　様 011-681-8111
http://www.keijinkai.co
m/teine/junkanki/

要 要

北海道 078-8220 北海道旭川市10条21丁目2-11 旭川脳神経外科循環器内科病院 0166-32-2311
http://www.asahikawa-
noushinkeigeka-
hospital.or.jp/

不要 不要

北海道 053-0832
北海道苫小牧市桜木町１丁目２４−
１８

医療法人社団　柴田内科循環器科 柴田　真吾 0144-71-2225 要

東北 036-8104
青森県弘前市大字扇町1丁目2番地
1

一般財団法人　黎明郷　弘前脳卒
中・リハビリテーションセンター

医事課 医事係主任 佐々木　哲裕　様 0172-28-8220
http://www.reimeikyou.j
p/hsc/

必要 必要 必要 頸部エコー実施可。頭部MRI/MRA実施可。

東北 036-8061 青森県弘前市神田3丁目2-11 のだ眼科・血管内科クリニック 院長 野田　浩　先生 0172-33-6622
https://www.noda-
clinic.org/

東北 036-8141 青森県弘前市松原東2丁目5-2 こいし内科クリニック 院長 小石　陽一　先生 0172-87-7111

東北 030-0966 青森県青森市花園2-43-26 いしだ医院 院長 石田　均 様 017-744-3300 http://ishidaiin.com/ 要

東北 038-0002
青森県青森市沖館三丁目1-18
 ベイコートおきだて １Ｆ

おきだてハートクリニック 院長 工藤　健　先生 017-761-1132
http://okidateheart.byo
innavi.jp/pc/

要

東北 024-8506 岩手県北上市花園町1-6-8 北上済生会病院 循環器科 南　仁貴　先生 0197-64-7722
http://www.saiseikai-
hp.or.jp/

必要 必要

東北 028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字何町
148-1

小野寺内科医院
小野寺　正幸　先
生

0195-33-2505

東北 028-3163
岩手県花巻市石鳥谷町八幡第５-４
７−２

花巻市石鳥谷医療センター 健康サポート室 小笠原　洋志　様 0198-45-3111
http://chuyokai.or.jp/in
dex2.php

東北 022-0003 岩手県大船渡市盛町内ノ目7-20 山崎内科医院 院長 山崎一郎　先生 0192-26-4448 要 要
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東北 028-1100
岩手県上閉伊部大槌町吉里吉里二
丁目9番20号

大槌おおのクリニック 院長 大野忠広　様 0193-44-3122 要

東北 028-006 岩手県久慈市荒町2丁目9 医療法人　誠人会　齊藤内科 斉藤裕　先生 0194-53-3511 要 要

東北 020-8560 岩手県盛岡市三本柳6-1-1 盛岡赤十字病院 健診部 阿部　様 019-637-3111
http://www.morioka.jrc.
or.jp/

要

東北 029-4208 岩手県奥州市前沢字七日町裏86-1 田村川上医院 副院長 田村　朋子　先生 0197-47-3946
https://tamurakawaka
mi.com

要

東北 989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4-16 本郷医院 院長 本郷　忠敬　先生 0223-24-2100
http://www.hongo-
iin.com/index.html

要

東北 985-0863 宮城県多賀城市東田中字志引85-1 よしづみ内科・糖尿病クリニック 院長 善積　信介　先生 022-354-0231
https://www.yoshizumi
clinic.jp/

東北 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-19 あおば脳神経外科 院長 小川　達次 022-215-8818
http://aoba-
noushinkeigeka.jp/

要 要
小川宛に予約電話
ＬＯＸ-indexの健診

東北 981-0503 宮城県東松島市矢本字大林14 石垣クリニック 院長 石垣　英彦 0225-83-7070
http://www.ishigaki-
clinic.com/

要 pwv、頸動脈エコー可

東北 989-6221 宮城県大崎市古川大宮8-9-15 冨樫クリニック 院長 冨樫　孝 0229-23-4456
https://www.togashi-
clinic.com/

要

東北 980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10
仙台北辰ビルディング3F

上杉脳外科クリニック 院長 佐々木　啓吾 022-397-7667 http://www.kncl.jp/ 要

東北 981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-12-4 泉大沢ファミリークリニック 院長 石塚　毅 022-341-8642 http://i.mycl.me/ 要 HP掲載不可

東北 981-0501 宮城県東松島市赤井字川前9-1 永沼ハートクリニック 院長 永沼　徹 0225-82-6680
http://www.naganuma-
heartclinic.com/

要 HP掲載不可

東北 963-8017 福島県郡山市長者二丁目12番5号 長者２丁目かおりやま内科 副院長 遠藤　教子 024-954-6773
http://kaoriyama-
clinic.com/

要 要 実施可。頸動脈エコー、ABI、PWV

東北 970-8026 福島県いわき市平長橋町５１ 遠藤クリニック 院長 遠藤　高 0246-35-3533
https://www.gurutto-
iwaki.com/detail/index_
419.html

要 実施可　ABIが可能

関東 300-0312
茨城県稲敷郡阿見町南平台1-2213
−2

南平台メディカルクリニック 院長 春日　哲也　先生 029-888-0888
http://www.nanpeidai-
medical.com/

あれば欲しい 不要

関東 371-0014 群馬県前橋市朝日町3-21-36 前橋赤十字病院
健康管理セン
ター

健診課長 関口　範之　様 027-224-4585
https://www.maebashi.j
rc.or.jp/

当院ドック受診者のみ
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関東 350-0066 埼玉県川越市連雀町19-3 医療法人　豊仁会三井病院 健診センター マネージャー 福永　信一　様 049-222-7217
http://www.mitsui-
hospital.com/

要 要

関東 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野3-9-20
医療法人社団　峻嶺会松澤クリニッ
ク

健診課 課長 宮崎　葉子　様 049-257-6565
http://www.matsuzawa
-clinic.com/

あれば欲しい 出来れば欲しい

関東 333-0847 埼玉県川口市芝中田1-30-8 医療法人久恩会下条医院 理事 下条　由佳　様 048-266-1134 要 要
頸動脈超音波検査で行います。木曜日午後4時～6時半、第
四土曜日10時～12時。

関東 332-8558 埼玉県川口市西川口5-11-5 済生会埼玉県済生会川口総合病院 健診センター 事務長 小池　秀近　様 048-257-2211
http://www.saiseikai.gr.j
p/

要 不要
受付時間　平日AM8:30-AM11:00（土日祝、4/15、12/29-1/3
を除く）

関東 359-1142 埼玉県所沢市上新井2-61-11
医療法人社団　桜友会所沢ハートセ
ンター

院長 桜田　真己　先生 049-2940-8611
http://oukai.or.jp/thc.c
om/

要 予約必須

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 院長 立川　太一　様 049-279-1515
http://tachikawa-
nsc.com/

関東 330-0835
埼玉県さいたま市大宮区北袋2丁目
389-1

新都心むさしのクリニック 事務長 大郷 央也　様 048-783-3183 不要 不要

関東 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町2-67 長谷川内科・循環器科医院 院長
長谷川　武志　先
生

不要 不要

関東 330-0855
埼玉県さいたま市大宮区上小町
625?4

中山クリニック 院長 中山 桂司　先生 不要 不要

関東 286-0201  千葉県富里市日吉台1-1-1 成田富里徳洲会病院 0476-93-1001
https://www.naritatomi
sato.jp/

要 紹介状

関東 263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目
２−２

千葉ハートクリニック 043-290-1155
http://www.chibaheart.
com/

要 紹介状

関東 277-0004 千葉県柏市柏下265
医療法人社団天宣会
北柏リハビリ総合病院

医局 院長 杉原　浩 04-7169-8000 要 要 要

関東 299-4212 千葉県長生郡白子町古所3279-1 安藤医院 副院長 安藤　麗香 0475-33-2211
https://www.andocl.co
m/

要 有

関東 105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目1-25虎ノ門
一丁目ビル5F

虎の門診療所 循環器・内科 島本 透子　様 03-3502-3988
http://www.taizankai.jp
/toranomon/

関東 105-0001
東京都港区虎ノ門4-2-4ヨシノビル5
階

かみや町駅前クリニック 院長 原野　悟　先生 03-6450-1375 http://kamiyacho.org 要 要

関東 108-6102
東京都港区港南2-15-2品川イン
ターシティB棟2階

医療法人社団佳有会品川イーストク
リニック

飯塚　様 03-5783-5521 http://e-clinic.gr.jp/ あれば欲しい 要
精密検査は一部の検査を除き、提携医療機関での検査となり
ます。

https://www.andocl.com/
https://www.andocl.com/
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関東 108-0074 東京都港区高輪３丁目１０−１１
地域医療機能推進機構 東京高輪病
院

循環器内科 03-3443-9191
http://takanawa.jcho.go
.jp/

要
紹介状に
[LOX-index高値の為、循環器内科受診希望]と記載

関東 107-0052
東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタ
ワーアネックス2F

赤坂おだやかクリニック 理事長 西澤 寛人　先生 03-6234-0511
http://www.akasaka-
odayaka.com/

あれば欲しい 出来れば欲しい 二次検査まで可能。精密検査は連携医療機関で実施。

関東 105-7090
東京都港区東新橋1-8-2カレッタ汐
留B1F

汐留ガーデンクリニック 院長 上田　真　先生 03-5537-8080
http://www.shiodomegc
.com/

出来れば欲しい 事前予約希望

関東 107-0062 東京都港区南青山7-8-8-101 南青山内科クリニック 院長/看護師
鈴木　孝子　先生
達子　梨蘭　様

03-6805-1836
http://www.minamiaoya
ma-medical.com/

あれば欲しい 要

関東 106-0047
東京都港区南麻布4-11-30南麻布
渋谷ビル7F

優里医院 事務局長 松野　祐治　様 03-6450-3500
http://www.yuuri-
clinic.com/

あれば欲しい 出来れば欲しい

関東 106-0045
東京都港区麻布十番1-11-1エス
ティメゾン麻布十番3階

麻布医院 院長 高橋　弘　先生 03-5545-8177
http://www.azabu-
iin.com/

要 事前予約必須

関東 160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-2新宿国
際ビルディング1F

医療法人社団尚高会西新宿きさらぎ
クリニック

事務長 増渕　光　様 03-3344-0529 http://kisa-cl.com/ 不要 要
頸動脈超音波検査は月・木の午後にご予約を承って実施致し
ております。

関東 166-0004
東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-9-
2GOOD1階・地下1階

医療法人社団　靖和会林脳神経外
科メディカルクリニック

自由診療部 長田　照美　様 03-5305-8831
http://hayashi-
noushinkei.com/

不要 不要
実施可能検査は、頸動脈エコー、MRI、ABI/PWV。内科(平日
午前中)にまず診察に来て頂き、その後検査の予約(当日出来
るかは空き状況などによる)→後日検査となることもある。

関東 156-0051 東京都世田谷区宮坂3-13-6301 あらいクリニック 院長 新井　竜夫　先生 03-5451-5300
http://www.arai-
cl.com/

要 要

関東 154-0004 東京都世田谷区太子堂1-3-39
医療法人財団パークサイド脳神経外
科クリニック

院長 近藤　新　先生 03-3414-3300
http://www.parkside-
nsc.com/

関東 157-0062 東京都世田谷区南烏山6-36-6 世田谷人工関節・脊椎クリニック
画像診断セン
ター

副院長
池田　俊一郎　先
生

03-5931-8705
http://tokyo-medical-
imaging.clinic/

要 要
頸動脈エコー、頭部MRI/MR、頭部CTA、冠動脈CTのみ施行
可能です。

関東 102-0075
東京都千代田区三番町8-1三番町
東急アパートメント1101

三番町ごきげんクリニック 看護師 吉田　様 03-3237-0072 http://www.kenko.org/ あれば欲しい 要 CAVI、頸部エコーのみ実施可

関東 100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1新大
手町ビル

医療法人財団 健貢会東京クリニック 総合診療内科 北本　清　先生 03-3516-7151
http://www.tokyo-
cl.com/

要 要 紹介状又は事前予約

関東 100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-1帝国
ホテル本館4F

帝国クリニック 院長
岩本　耕太郎　先
生

03-3503-8681 あれば欲しい 出来れば欲しい

関東 143-0016
東京都大田区大森北1丁目23番10
号ナンカ堂ビル

くどうちあき脳神経外科クリニック 院長 工藤　千秋　先生 03-5767-0226
http://www.kudohchiaki
.com/

要 予約必須

関東 142-0062
東京都品川区小山6-1-1ラメゾン
シータ１F

はるクリニック西小山 院長 飛川 浩治　先生 03-5794-8630
http://haru.muse.weblif
e.me/

あれば欲しい 要 頸動脈エコーは別途予約が必要なため



分類 郵便番号 住所 医療機関名 所属部署 役職 担当者氏名 電話番号 HP URL 紹介状の要否 電話予約の要否 健診結果の有無 その他

関東 170-0002
東京都豊島区巣鴨1-16-2アーバン
ハイツ巣鴨B棟1階

医療法人社団　絆アーバンハイツク
リニック

常務理事・事務
長

奥隅　正之　様 03-3946-6721
https://www.urban-
heights-clinic.jp/

あれば欲しい 出来れば欲しい

関東 190-0012
東京都立川市曙町2-11-2
フロム中武7F

立川クリニック 院長 池田　健一　先生 042-526-5900
http://www.tachikawa-
cl.com/

要

関東 105-0004
東京都港区新橋2-16-1
ニュー新橋ビル320

新橋田中内科 院長 田中　公啓 03-3580-9466 http://tanaka-naika.jp/ 要 頸動脈エコーのみ

関東 102-0093
東京都千代田区平河町2-14-7
YUKEN平河町ビル3F

東京シーサイドクリニック 院長 中川　敬一 03-6272-6616 http://www.ts-clinic.jp/ 要 要 実施可

関東 103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-8
メディカルプライム日本橋小伝馬町3
階

さいとう内科・循環器クリニック 院長 齋藤　幹 03-3639-3110
https://saito-
heart.com/

関東 105-0004
東京都港区新橋1-17-2　ダイワロイ
ネットホテル新橋地下１階

しんばし内科・脳神経クリニック 事務局 村山　富保 03-3507-6066
http://www.shimbashicl
inic.jp

要 要

関東 103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町13-4
共同ビル201

日本橋循環器科クリニック 院長 岩間　義孝 03-6541-4133
http://www.well-
sleep.jp/nihonbashi_cl/

要 要

関東 103-0006
東京都中央区日本橋富沢町10-18
ユニゾ東日本橋ビル1F

日本橋かわまた内科クリニック 院長 川俣　博文 03-3669-2626
http://kawamata-
cl.com/

関東 140-0013 東京都品川区南大井6-11-11 ふなはしハートヘルスクリニック 院長 舟橋　道雄 03-3298-2784
https://funa-
heart.com/

要 要

関東 156-0042 東京都世田谷区羽根木2-17-11 寺田医院 院長 寺田　正 03-3322-2685 http://terada-clinic.jp/ 要 要

関東 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-15-36 藤沢脳神経外科病院 事務局 事務長 毛利　元和　様 0466-27-1511
http://www.fujisawanou
geka.jp/

あれば欲しい 出来れば欲しい
脳神経外科の為、脳関連の検査は全て可能。循環器関連の
検査は専門病院をおすすめします。

関東 243-0435
神奈川県海老名市下今泉4-2-14グ
ランツ海老名1F

医療法人社団NALUえびな脳神経外
科

院長 尾崎　聡　先生 046-236-2188
http://www.ebinou.com
/

不要 要

関東 221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川
1-20-7ビューサイト横浜2階

神奈川脳神経外科クリニック 院長 高宮　至昭　先生 045-433-7773
http://kanagawa-
nsclinic.com/

あれば欲しい 不要

関東 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-1-8エ
キニア横浜8階

前川メディカルクリニック 理事長 前川　寛充　先生 045-312-3568
http://www.maekawa-
medical.com/

不要 不要
外来受診は予約不要ですが、頸動脈超音波検査は予約が必
要です。

関東 234-0054
神奈川県横浜市港南区港南台４-２
２−９パークハウス港南台1F

横浜グリーンクリニック 院長
市川　由紀夫　先
生

045-830-6801
http://www.yokohamagr
een.jp/

要 予約必須。結果持参。

関東 231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通5丁目
25番2-23シャレール海岸通２F

馬車道慶友クリニック 院長 古梶　清和　先生 045-640-3383 http://keiyuclinic.com/ 要 予約必須。結果持参。

http://tanaka-naika.jp/
http://www.ts-clinic.jp/
https://saito-heart.com/
https://saito-heart.com/
http://www.shimbashiclinic.jp/
http://www.shimbashiclinic.jp/
http://www.well-sleep.jp/nihonbashi_cl/
http://www.well-sleep.jp/nihonbashi_cl/
http://kawamata-cl.com/
http://kawamata-cl.com/
https://funa-heart.com/
https://funa-heart.com/
http://terada-clinic.jp/
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関東 235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭１-２−１ 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター  045-753-2500
http://www.city.yokoha
ma.lg.jp/byoin/nou/

要
紹介状と結果持参で窓口にて、
LOXで循環器or脳外科受診希望

中部 950-2002 新潟県新潟市西区青山7-3-20-3 クララクリニック 院長
八木澤　久美子
先生

025-232-4134
http://www.clara-
clinic.com/

不要 要

中部 957-0055 新潟県新発田市諏訪町1-2-11 新発田駅前ひらた内科クリニック 院長 平田　明　先生 0254-22-1159 http://hiratanaika.com 要

中部 930-0859 富山県富山市牛島本町2-1-58 富山赤十字病院 健診部　健診課 医師 仙田　聡子　先生 076-433-2668
http://www.toyama-
med.jrc.or.jp/

要 不要

紹介状がない場合は、初診にかかる費用として診療費とは別
に5,000円（税抜）がかかります。健診精密検査依頼書でも紹
介状として受付可能です。その際は、健診結果全てをご持参く
ださい。診療の予約は出来ません。初診外来で来院順に診療
致します。

中部 939-0351 富山県射水市戸破1704-1 北林クリニック 院長 北林　正宏　先生 0766-57-0008 要 事前に予約が必要

中部 939-0871 富山県高岡市駅南4丁目9-16 泉脳神経外科医院 院長 泉　祥子　先生 0766-22-0068
http://www.izumi-
nsc.com/

要 事前に予約が必要

中部 939-2376 富山県富山市八尾町福島7-42
医療法人社団　藤聖会八尾総合病
院

076-454-5000
http://www.yatsuo.or.jp
/

要 事前に予約が必要

中部 933-8525 富山県高岡市二塚387-1 済生会高岡病院 西方　学 0766-21-0570
http://www.takaoka-
saiseikai.jp/

不要 要

中部 503-2214 岐阜県大垣市赤坂新田1-63-1
医療法人社団　全徳会大垣セントラ
ルクリニック

院長 竹中　晃　先生 0584-71-0163
http://www.og-
centralcl.com/

要 要

中部 410-0302 静岡県沼津市東椎路字春ノ木550 沼津市立病院 循環器内科 部長 伊藤　浩嗣　先生 055-924-5100
http://www.numazu-
hospital.shizuoka.jp/ind
ex.htm

要 要

中部 411-8611 静岡県駿東郡清水町長沢762-1 静岡医療センター 循環器内科 田邊　潤　先生 055-975-2000
https://www.hosp.go.jp
/~tsh/index.html

要 要

中部 420-8630 静岡県静岡市葵区追手町10番93号 静岡市立静岡病院 循環器内科 主任科長
小野寺　知哉　先
生

054-253-3125
http://www.shizuokaho
spital.jp/index.html

要 不要

中部 422-8527
静岡県静岡市駿河区小鹿1丁目1番
1号

静岡済生会総合病院 循環器内科 054-285-6171
http://www.siz.saiseikai
.or.jp/hosp/index.html

要 要

中部 420-0833 静岡県静岡市葵区東鷹匠町4-10 みたけ内科循環器科クリニック 院長 三竹　啓敏　先生 054-249-1221
http://www.mitake-
clinic.jp/index.html

不要 不要

中部 454-0818 愛知県名古屋市中川区松葉町4-60
医療法人バームリンデンはやせ希望
クリニック

理事長 早瀬　修平　先生 052-355-3533 http://hayase-kibou.jp/ あれば欲しい 出来れば欲しい

中部 463-0032 愛知県名古屋市守山区白山3-501 医療法人　和光会川島病院 内科 川島　弘道　先生 052-773-1155
http://www.kawashima-
hp.jp/

要 要

http://hiratanaika.com/
http://www.takaoka-saiseikai.jp/
http://www.takaoka-saiseikai.jp/
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中部 460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-6-20辰晃
ビル6F

栄KENハートクリニック 院長 安井　健二　先生 052-252-0770
http://ken-
heartclinic.com/

要 事前に予約が必要

中部 461-0040
愛知県名古屋市東区矢田五丁目1-
8

森本医院 副院長 森本　康嗣　先生 052-711-7006 http://morimoto-iin.jp/ 要
事前に予約が必要
（午前中は11時以降、午後17:30の診察開始後可能。）

中部 470-3235
愛知県知多郡美浜町大字野間字上
川田45-2

医療法人　瑞心会渡辺病院健診セン
ター

健診センター 主任代理 新実　様 0569-87-5000
http://www.watanabe-
hospital.com/

あれば欲しい 要

中部 460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-10-19名
古屋商工会議所ビル11F

KKCウェルネス名古屋健診クリニック 笠原　亜弥　様 052-331-2325
https://www.zai-
kkc.or.jp

不要 必要

中部 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-14-
19　安藤ビル3・4階

フェリシティークリニック名古屋 院長 河合　隆志　先生 052-231-5025
http://felicityclinic-
nagoya.com

要

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 院長 三原　裕嗣　先生 059-359-0008
http://www.yokkaichi-
heart.com/index.html

あれば欲しい 要

中部 514-1101 三重県津市久居明神町2336 ひさい脳神経外科クリニック 院長 古川　和博 059-253-2767 http://hisai-cl.com/ あれば欲しい できれば欲しい

近畿 520-0001 滋賀県大津市蓮池町14番24号 医療法人　いながきハートクリニック 理事長 稲垣　宏一　先生 077-526-8000
http://inagakiheartclini
c.com/

不明 不明

近畿 600-8412
京都府京都市下京区烏丸通仏光寺
上る二帖半敷町655産経京都烏丸ビ
ル2階

にしはらクリニック 院長 西原　毅　先生 075-371-7755
http://nishiharaclinic.jp
/

要 事前に予約が必要

近畿 604-8851
京都府京都市中京区壬生上大竹町
14

医療法人 ふち内科クリニック 院長 淵敏一　先生 075-803-6060 あれば欲しい 要
Lox-indexの結果と、もし常にのんでいる薬があれば、くすり手
帳などを持参してほしい。

近畿 567-0829
大阪府茨木市双葉町9-20コスモア
ネックス2F

医療法人愛心会いまい内科ハートク
リニック

院長秘書 小田　さゆり　様 072-637-2468
http://imai-
nhc.com/index.html

不要 要
当院初診の患者様は事前にカルテ作成の為、御来院をお願
いいたします。

近畿 530-0013
大阪府大阪市北区茶屋町3-1三晃
ビル2F

東本内科 森　様 06-6373-0381 http://higashimoto.jp/ あれば欲しい 出来れば欲しい
生活指導、内服治療は可能。頸動脈エコー検査は可能です
が、CAVI、ABI/PWVや脳関連・循環器関連の精密検査はでき
ません。

近畿 596-0825
大阪府岸和田市土生町5-1-34プリ
マード東岸和田1F

塩田医院 院長 塩田　淳　先生 072-428-3800
http://www.shiota-
cl.com/

あれば欲しい 不要 結果によっては他の医療機関へ紹介することあり

近畿 570-0078
大阪府守口市平代町8-1ナービス守
口平代2階

医療法人ふじいやさかラ・ヴィータ メ
ディカルクリニック

理事長 森嶌　淳友　先生 06-6991-1000
https://lavita-
clinic.com/

要 要 二次検査可。精密検査は近隣の病院へ紹介。

近畿 541-0053
大阪府大阪市中央区本町3-5-2辰
野本町ビル2階

医療法人　ラ・クォール会ラ・クォール
本町クリニック

山根　裕美　様 06-6125-1250
http://www.laquole.com
/

要 要
二次検査：頸動脈超音波検査のみ、治療：投薬のみ、生活指
導（別冊資料利用）

近畿 578-0922 大阪府東大阪市松原1-16-34 内科外科西岡ファミリークリニック 院長 西岡　宏彰　先生 072-920-7368
http://nishioka-
clnc.com/

https://www.zai-kkc.or.jp/
https://www.zai-kkc.or.jp/
http://felicityclinic-nagoya.com/
http://felicityclinic-nagoya.com/
http://hisai-cl.com/
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近畿 530-0002
大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁
目3番16号京富ビル4F

堂島ライフケアクリニック 院長 佐藤　守仁　先生 06-6454-4871
http://www.dojimalife.c
om/

要 予約必須

近畿 530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁
目4-20桜橋IMビル2F

療法人京星会JOH & PARTNERS
UMEDA CLINIC

理事長 城　孝尚　先生 06-6147-8136
http://joh-
partners.com/

要 事前に予約が必要

近畿 551-0031
大阪府大阪市大正区泉尾4丁目17-
12

医療法人　吉祥会藤吉医院 院長 藤吉　庸雅　先生 06-6552-0810
http://www.fujiyoshi-
iin.jp/

要 事前に予約が必要

近畿 543-0027
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎2-22
vita momoyama2F

医療法人松徳会 桃山クリニック 院長 田中　康地　先生 06-6773-8306
http://www.matsutani.o
r.jp/hospital/momoyam
a

近畿 567-0816
大阪府茨木市永代町7-10川崎ビル
2階

医療法人　やまもとクリニック 理事長 山本　紀彦　先生 072-645-5166
http://yamamoto-
c.life.coocan.jp

不要 要 要

近畿 661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘1-18-5武庫
之荘メディカルキューブ2F

たきかわ循環器内科クリニック 院長 滝川　道生　先生 06-6437-8101
http://takikawa-
heart.com/

あれば欲しい 出来れば欲しい
頸動脈エコー、ABI/PWV、心エコー、運動負荷/心電図が可
能。同ビル内脳外クリニックにMRI/MRA依頼可。

近畿 651-1243
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字
梅木谷42－4

こやまクリニック 健診部 部長 鈴木　康洋　先生 078-581-1123
http://www.hmk-
clinic.com/

不要 要

近畿 651-0053
兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目1
番23号

神戸労災病院 副院長 井上　信孝　先生 078-231-5901
http://www.kobeh.johas
.go.jp/

要 事前に予約が必要

近畿 651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目
1-13エルグレース神戸三宮タワース
テージ1F

西記念神戸アカデミアクリニック 松岡　先生 0120-235-055
http://www.kobe-
academia.com/

要 事前に予約が必要

近畿 651-1515
兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオ
ン神戸北ショッピングセンター2Fメ
ディカルポート内

きたむらクリニック 院長 北村　秀之　先生 078-986-6661
http://www.kitamura-
clinic.net/index.html

要 事前に予約が必要

近畿 651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町2-1-1 JCHO神戸中央病院
健康管理セン
ター

管理課長 奥田　加代子　様 078-594-8622 http://kobe.jcho.go.jp/ あれば欲しい 不要
外来診療受付時間内(平日8：30-11：30)に初診受付へお越しく
ださい。

近畿 651-0093
兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目
5-14

医療法人社団 公佑会 北村クリニッ
ク

院長 北村 純司 先生 078-261-3533
http://www.kitamuracli
nic.jp/

必要
MRI受診希望の場合は電話予約必須。当クリニックの診療科
目は脳神経外科で、心臓は専門ではございません。

近畿 658-0032
兵庫県神戸市東灘区向洋町中3丁
目2-2

三上内科クリニック 院長 三上　修司　先生 078-855-5031
https://mikami-naika-
clinic.jp/

要 要

近畿 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 社会医療法人黎明会北出病院 健康増進事業部 管理部長 三原　徳之　様 0738-22-2188 http://reimeikai.com/ あれば欲しい 要
専門外来は下記のとおりです。脳神経外科（月）午前、（水）午
前、（金）午後。循環器内科（木）午前・午後、（金）午前。

中国 690-0015 島根県松江市上乃木9丁目4-25
統合医療センター 福田内科クリニッ
ク

副院長 福田　克彦　先生 0852-27-1200
http://tougouiryou-
fukudaclinic.com/index.
html

中国 703-8251 岡山県岡山市中区竹田54-1
医療法人　五尽会岡山ハートクリニッ
ク

臨床検査課 主任 山本　麻紀子　様 086-271-8101
http://okayama-
heart.com/

不要 出来れば欲しい

http://www.matsutani.or.jp/hospital/momoyama
http://www.matsutani.or.jp/hospital/momoyama
http://www.matsutani.or.jp/hospital/momoyama
http://yamamoto-c.life.coocan.jp/
http://yamamoto-c.life.coocan.jp/
https://mikami-naika-clinic.jp/
https://mikami-naika-clinic.jp/
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中国 700-0964
岡山県岡山市北区中仙道一丁目21
番17号

眞壁クリニック 院長 眞壁　哲夫　先生 086-201-5222
http://www.makabe-
clinic.com/

要 事前に予約が必要

中国 703-8256 岡山県岡山市中区浜356-1 おかもと内科小児科診療所 院長 岡本　一徳　先生 086-271-2655
http://www001.upp.so-
net.ne.jp/dr-okmt/

要 事前に予約が必要

中国 711-0922 岡山県倉敷市児島元浜町783-5 やまもとクリニック 院長 山本　康善　先生 086-473-5151
http://yamamotocl.com
/

要 事前に予約が必要

中国 700-0017 岡山県岡山市北区伊島北町６-３
社会医療法人 鴻仁会　岡山中央病
院

循環器内科部長 寒川　昌信　先生 086-252-3221
http://www.kohjin.ne.jp
/hospital/central/centr
al.html

必要

中国 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2丁目5-1
社会医療法人社団十全会　心臓病
センター榊原病院

技師長 有高進悟　様 086-225-7111
https://www.sakakibara
-hp.com/

必要

中国 710-0002 岡山県倉敷市生坂１９０９−１６ さわやまクリニック
院長/川崎医科
大学名誉教授

沢山　俊民　先生 086-464-2080
http://www1.odn.ne.jp/
sawacli/

必要

診察時間は初診患者に対して１時間、フォローアップの方に対
しても30分掛けて診察対応可能です。なお完全予約制の施設
となっております。「自由診療」専門の施設ですが、通常金額
の50％引きで受診可能です。

中国 753-0076 山口県山口市泉都町9-13
医療法人社団　曙会佐々木外科病
院

総合健診セン
ター

管理課長 玉川　恵子　様 083-923-8813
http://www.sasaki-
geka.jp/

要 要

中国 756-0057 山口県山陽小野田市西高泊672-2 医療法人和耀会　むらた循環器内科 院長 村田　和也　先生 0836-39-8660
http://www.muratacvc.
com/

四国 781-8122 高知県高知市高須新町1-6-26 青木脳神経外科・形成外科 看護師長 池上　真理　様 088-885-3600
http://www.antiaging-
aoki.com/

要 要

四国 780-0082 高知県高知市南川添23-7 お日さまクリニック 院長 葛籠　幸栄 088-855-7233
http://www.ohisama-
cl.jp/

四国 762-0025 香川県坂出市川津町2800-1 永井循環器内科医院 森　千明　先生 0877-44-1177
http://www.nagai-
group.com/jyunkanki/

要 有

九州・沖
縄

819-0373
福岡県福岡市西区周船寺1-5-25サ
ンリットビル周船寺２階

まるもと脳神経外科クリニック 院長 丸本　朋稔　先生 092-407-2100
https://www.marumoto
-clinic.com/

あれば欲しい 要

九州・沖
縄

814-0143 福岡県福岡市城南区南片江6-2-32 医療法人社団　江頭会さくら病院 事務部 松永　様 092-864-1212
http://www.sakurahp.or.
jp/

あれば欲しい 要

九州・沖
縄

812-0033 福岡県福岡市博多区大博町１−８ 原三信病院
循環器・
総合診療科

092-291-3434
https://www.harasanshi
n.or.jp/

あれば欲しい 不要

九州・沖
縄

819-0015 福岡県福岡市西区愛宕4丁目14-19 はしぐち脳神経クリニック 院長 橋口 公章　先生 092-707-5345 http://h-ns.net/ あれば欲しい 出来れば欲しい 要

九州・沖
縄

859-3726
長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷
792-1

波佐見病院 院長 岡崎　敏幸　先生 0956-85-7021
http://hasamihp.sakura.
ne.jp/

不要 要

https://www.sakakibara-hp.com/
https://www.sakakibara-hp.com/
http://www1.odn.ne.jp/sawacli/
http://www1.odn.ne.jp/sawacli/
http://www.ohisama-cl.jp/
http://www.ohisama-cl.jp/
http://www.nagai-group.com/jyunkanki/
http://www.nagai-group.com/jyunkanki/
http://h-ns.net/
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九州・沖
縄

870-0006 大分県大分市王子中町９－３７ 平田医院 院長 平田　雅敬　先生 097-536-3322 要

九州・沖
縄

870-0003 大分県大分市生石（大字）１４５−５４ あべたかこ内科循環器クリニック 院長 安部　隆子　先生 097-513-3800
http://abet-
cl.sakura.ne.jp/index.ht
ml

あれば欲しい

九州・沖
縄

890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町26-19 平山脳神経外科 院長 平山 貴久　先生 099-297-5588 http://hirayama-ns.jp/ あれば欲しい 不要


