
委託先業者一覧（順不同）
委託先名 委託業務内容
アイエムクリニック・安城 健診・特定保健指導
一般財団法人　愛知健康増進財団 健診・特定保健指導
公益財団法人　愛知県健康づくり振興事業団 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院 健診・特定保健指導
株式会社あまの創健 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院 健診・特定保健指導
飯塚病院 健診・特定保健指導
医療法人社団聡誠会　池田病院 健診・特定保健指導
医療法人石和温泉病院　クアハウス石和 健診・特定保健指導
一般財団法人　杜の都産業保健会　一番町健診クリニック 健診・特定保健指導
医療法人社団　同仁会　一里山・今井クリニック 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院 健診・特定保健指導
医療法人社団順心会　井上病院 健診・特定保健指導
医療法人鉄友会　宇野病院 健診・特定保健指導
医療法人鹿志会　エルズメディケア名古屋 健診・特定保健指導
医療法人　王子総合病院 健診・特定保健指導
一般財団法人　西日本産業衛生会　大分労働衛生管理センター 健診・特定保健指導
医療法人伯鳳会　大阪中央病院 健診・特定保健指導
医療法人 回生会 大西病院 健診・特定保健指導
一般社団法人岡崎市医師会 健診・特定保健指導
オムロンヘルスケア株式会社 健診・特定保健指導
医療法人　オリエンタルクリニック 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院 健診・特定保健指導
医療法人社団同友会　春日クリニック 健診・特定保健指導
公益財団法人　神奈川県予防医学協会 健診・特定保健指導
蒲郡市民病院 健診・特定保健指導
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 健診・特定保健指導
一般財団法人　西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所 健診・特定保健指導
一般財団法人　西日本産業衛生会　北九州健診診療所 健診・特定保健指導
独立行政法人　労働者健康安全機構　九州労災病院 健診・特定保健指導
株式会社グッドライフデザイン 健診・特定保健指導
株式会社　ケーシップ 健診・特定保健指導
一般財団法人　公衆保健協会 健診・特定保健指導
医療法人　光生会　光生会病院 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院 健診・特定保健指導
公益社団法人　地域医療振興協会　公立黒川病院 健診・特定保健指導
公立陶生病院 健診・特定保健指導
医療法人松柏会　国際セントラルクリニック 健診・特定保健指導
医療法人愛生館　小林記念病院健康管理センター 健診・特定保健指導
小牧市民病院　健診センター 健診・特定保健指導
一般財団法人平和協会　駒沢診療所　駒沢健康管理センター 健診・特定保健指導
医療法人健寿会　小山整形外科内科クリニック 健診・特定保健指導
医療法人　福岡桜十字　桜十字福岡病院 健診・特定保健指導
医療法人青雲会　佐野病院 健診・特定保健指導
医療法人　三九会　三九朗病院健診センター 健診・特定保健指導
士別市成人病健診センター 健診・特定保健指導
医療法人社団翠会　慈友クリニック 健診・特定保健指導
市立湖西病院健診センター 健診・特定保健指導
医療法人社団 榊原厚生会 新宿三井ビルクリニック 健診・特定保健指導
株式会社スギ薬局 健診・特定保健指導
裾野赤十字病院 健診・特定保健指導
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター 健診・特定保健指導
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷健康サポートセンターShizuoka 健診・特定保健指導
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷静岡健診クリニック 健診・特定保健指導
一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津第一クリニック　聖隷沼津健康診断センター 健診・特定保健指導
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷予防検診センター 健診・特定保健指導
医療法人社団清風会　芹沢病院 健診・特定保健指導
一般社団法人　全国健康増進協議会 健診・特定保健指導
医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 健診・特定保健指導
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医療法人宝美会　総合青山病院 健診・特定保健指導
社会医療法人　愛生会　総合上飯田第一病院 健診・特定保健指導
SOMPOヘルスサポート株式会社 健診・特定保健指導
社会医療法人　大雄会　大雄会第一病院 健診・特定保健指導
社会医療法人大雄会　大雄会ルーセントクリニック 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院 健診・特定保健指導
医療法人九愛会　中京サテライトクリニック 健診・特定保健指導
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 健康管理センター 健診・特定保健指導
中日新聞社健康保険組合中日病院健診センター 健診・特定保健指導
社会医療法人厚生会　中部国際医療センター 健診・特定保健指導
医療法人社団高恵会　築地神経科クリニック 健診・特定保健指導
株式会社　DPPヘルスパートナーズ 健診・特定保健指導
公益財団法人　東京都予防医学協会 健診・特定保健指導
公益財団法人　栃木県保健衛生事業団 健診・特定保健指導
苫小牧市立病院事業 健診・特定保健指導
とまこまい脳神経外科 健診・特定保健指導
医療法人社団　苫小牧東部脳神経外科 健診・特定保健指導
医療法人木南舎　冨田病院 健診・特定保健指導
豊川市民病院 健診・特定保健指導
株式会社　トヨタエンタプライズ 健診・特定保健指導
株式会社　トヨタエンタプライズ 健診・特定保健指導
トヨタ記念病院 健診・特定保健指導
医療法人豊昌会　豊田健康管理クリニック 健診・特定保健指導
愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院 健診・特定保健指導
トヨタ自動車株式会社 健診・特定保健指導
公益財団法人　豊田地域医療センター 健診・特定保健指導
独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター 健診・特定保健指導
医療法人豊岡会 豊橋元町病院 健診・特定保健指導
なかねクリニック 健診・特定保健指導
医療法人社団以心会　中野胃腸病院 健診・特定保健指導
社会医療法人　名古屋記念財団　名古屋記念病院 健診・特定保健指導
医療法人尚仁会　名古屋ステーションクリニック 健診・特定保健指導
医療法人 名翔会 名古屋セントラルクリニック 健診・特定保健指導
医療法人　徳洲会名古屋徳洲会総合病院 健診・特定保健指導
医療法人　名古屋脳神経外科クリニック 健診・特定保健指導
医療法人輝山会　名古屋東栄クリニック 健診・特定保健指導
名寄市立総合病院 健診・特定保健指導
社会医療法人明陽会　成田記念病院 健診・特定保健指導
西尾市医師会健康管理センター 健診・特定保健指導
医療法人社団 親和会　西島病院 健診・特定保健指導
西知多医療厚生組合 健診・特定保健指導
医療法人社団日健会　日健クリニック 健診・特定保健指導
医療法人大医会　日進おりど病院　予防医学推進・研究センター 健診・特定保健指導
一般財団法人　日本予防医学協会（委託契約医療機関） 健診・特定保健指導
一般財団法人ハスカッププラザ 健診・特定保健指導
医療法人宝美会　浜名病院 健診・特定保健指導
一般社団法人　半田市医師会健康管理センター 健診・特定保健指導
医療法人 宝生会 ＰＬ東京健康管理センター 健診・特定保健指導
医療法人聖俊会　樋口病院 健診・特定保健指導
医療法人慶和会　ひまわりクリニック 健診・特定保健指導
社会医療法人大成会　福岡記念PET・健診センター 健診・特定保健指導
医療法人輝栄会　福岡輝栄会病院 健診・特定保健指導
一般財団法人　西日本産業衛生会　福岡健診診療所 健診・特定保健指導
社会医療法人財団　池友会　福岡新水巻病院 健診・特定保健指導
医療法人社団青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院　フジ虎ノ門健康増進センター 健診・特定保健指導
公益社団法人有隣厚生会　富士病院 健診・特定保健指導
ブラザー記念病院 健診・特定保健指導
株式会社　ベネフィット・ワン 健診・特定保健指導
株式会社　保健支援センター 健診・特定保健指導
公益財団法人　北海道労働保健管理協会 健診・特定保健指導
公益財団法人　北海道対がん協会 旭川がん検診センター 健診・特定保健指導
医療法人財団医親会　マリンクリニック 健診・特定保健指導
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三河安城クリニック 健診・特定保健指導
医療法人社団志仁会　三島中央病院 健診・特定保健指導
医療法人　十全会　三嶋内科病院 健診・特定保健指導
医療法人社団進興会　ミッドタウンクリニック名駅 健診・特定保健指導
一般財団法人　宮城県予防医学協会 健診・特定保健指導
むつおクリニック 健診・特定保健指導
一般社団法人　宗像医師会 健診・特定保健指導
社会医療法人水光会　宗像水光会総合病院 健診・特定保健指導
医療法人誠厚会　名駅前診療所保健医療センター 健診・特定保健指導
医療法人　メドック健康クリニック 健診・特定保健指導
社会医療法人　財団新和会 八千代病院 健診・特定保健指導
医療法人山下病院 健診・特定保健指導
独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院 健診・特定保健指導
医療法人名翔会　和合セントラルクリニック 健診・特定保健指導
株式会社メグリアクック 高齢者支援事業
株式会社メンテック 高齢者支援事業
一般社団法人　愛知県歯科医師会 歯科健診
医療法人　旺志会 歯科健診
公益社団法人　神奈川県歯科医師会 歯科健診
公益社団法人　岐阜県歯科医師会 歯科健診
株式会社　産業歯科衛生協会 歯科健診
一般社団法人　静岡県歯科医師会 歯科健診
公益社団法人　東京都歯科医師会 歯科健診
医療法人社団剣正会　東上野歯科クリニック 歯科健診
一般社団法人　福岡県歯科医師会 歯科健診
一般社団法人　北海道歯科医師会 歯科健診
公益社団法人　三重県歯科医師会 歯科健診
一般社団法人　宮城県歯科医師会 歯科健診
株式会社グッドライフデザイン システム管理・運用
東海ソフト株式会社 システム管理・運用
トーテックアメニティ株式会社 システム管理・運用
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 システム管理・運用
株式会社日立製作所 システム管理・運用
富士通Japan株式会社 システム管理・運用
株式会社法研 システム管理・運用
株式会社ワンビシアーカイブズ システム管理・運用
三菱UFJファクター㈱ 代金回収事務
エスピーメディアテック株式会社 保健事業
株式会社CureApp 保健事業
健康保険組合連合会愛知連合会 保健事業
コナミスポーツ株式会社 保健事業
小林クリエイト株式会社 保健事業
株式会社コパン 保健事業
佐川印刷株式会社 保健事業
株式会社ザ・ビッグスポーツ　朝日スポーツクラブ［ＢＩＧ－Ｓ仙台泉］ 保健事業
セントラルスポーツ株式会社 保健事業
株式会社大丸松坂屋百貨店 保健事業
ティーペック株式会社 保健事業
株式会社データセレクト 保健事業
株式会社トヨタエンタプライズ 保健事業
トヨタすまいるライフ株式会社 保健事業
ネオス株式会社 保健事業
朋明会 保健事業
株式会社保健同人社 保健事業
株式会社ホームナース 保健事業
メドケア株式会社 保健事業
株式会社エム・エイチ・アイ レセプト審査
ガリバー・インターナショナル株式会社 レセプト審査
株式会社ケーシップ レセプト審査
株式会社社会保険システム研究会 レセプト審査
株式会社JMDC 医療費分析
徳島データサービス株式会社 医療費分析
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