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都道府県 市 医療機関名 電　話
女性

スタッフ
都道府県 市 医療機関名 電　話

女性
スタッフ

トヨタ記念病院健診センター 0565-24-7153 ○① 東海市 公立西知多総合病院（旧:東海市民病院） 052-603-2278 ◎①

(医・社)中野胃腸病院　健診センター 0565-57-3366 ◎① 碧南市 小林記念病院　健康管理センター 0566-41-6548 ○③

(医)豊昌会　豊田健康管理クリニック 0565-27-5551 ○① 瀬戸市 井上病院　健康管理センター 0561-76-2300 ○③

愛知県厚生連　足助病院 0565-62-1211 ◎① (財)苫小牧保健センター 0144-35-0081 ○①

三九朗病院健診センター 0565-32-0282 ○① 苫小牧市立病院 0144-33-3131 無

トヨタ健保会館健診センター 王子総合病院　健診センター 0144-32-8111 無

＊実施日はHPでご確認ください 札幌市 (財)北海道労働保健管理協会　（白石区） 　 011-862-5088 ○①

はるさき健診センター 0120-489-545 ○③ 旭川市 （公財）北海道対がん協会 旭川がん検診センター 0166-53-7111 無

(医)鉄友会　宇野病院健診センター 0564-24-2217 ○② せんだい総合健診クリニック 022-221-0066 ◎③

冨田病院 0564-48-2432 無 （財）宮城県予防医学協会 022-262-2621 ◎①

ミッドタウンクリニック名駅 052-551-1569 ◎③ 杜の都産業保健会　一番町健診クリニック 022-217-6678 ○②

(医)オリエンタル労働衛生協会 052-732-2200 ◎① 黒川郡 公立黒川病院 022-344-1875 無

(医・財)健和会　マリンクリニック 052-954-8001 ○③ 栃木県 宇都宮市 （財）栃木県保健衛生事業団 028-623-8383 ◎①

(医)メドック健康クリニック 052-752-1125 ◎①・○② 文京区 （医・社）同友会春日クリニック 03-3816-5840 ○③

(医)国際セントラルクリニック 052-821-0090 ○③ (医)新宿三井ビルクリニック 03-3344-3300 ◎③

中京病院　健康管理センター 052-691-7151 ◎① (医・社団)  慈友クリニック 0120-603-195 ◎③

名駅前診療所保健医療センター 052-871-1472 ◎① (財)東京都予防医学協会 03-3269-1141 ◎①

(財)愛知健康増進財団 052-951-3919 ○③ 世田谷区 (財)駒沢健康管理センター 03-3424-8562 ◎③

(医)名古屋東栄クリニック 052-201-1111 ◎① 神奈川県 横浜市 （財）神奈川県予防医学協会 045-641-8503 ○③

総合上飯田第一病院 052-991-3111 ◎③ 沼津市 （財）芙蓉協会　聖隷沼津健康診断センター 055-962-9882 ◎②

大雄会ルーセントクリニック（午後のみ） 052-569-6030 ◎① 裾野市 裾野赤十字病院　健診センター 055-992-0008 ○③

エルズメディケア名古屋 052-737-6500 ◎③ 三島市 三島中央病院 055-971-4155 ◎①・○②

公衆保健協会 052-481-2161 ◎③ 長泉町 池田病院　健康管理センター 055-986-8600 無

ブラザー記念病院健診センター 052-824-2870 ○① 御殿場市 (社)有隣厚生会富士病院 0550-83-6307 無

春日井市 (医)徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 0568-51-8711 ○① 聖隷予防検診センター（三方原） 0120-938-375 ◎①

美浜町 愛知県厚生連　知多厚生病院 0569-82-0395 ○① 聖隷健康診断センター（住吉） 0120-938-375 ◎①

日進市 予防医学推進・研究ｾﾝﾀｰ 0561-73-3030 ◎③ 市立湖西病院 053-576-1231 ○③

東郷町 和合セントラルクリニック 052-821-0090 ○③ 浜名病院健診センター 053-573-3700 ○①

三河安城クリニック 0566-75-7515 ◎③ 聖隷健康サポートセンターShizuoka 0120-283-170 ○①

医）財団親和会八千代病院 0566-98-3367 ○③ 聖隷静岡健診クリニック（葵区） 0120-283-170 ○③

西尾市 西尾市医師会　健康管理センター 0563-57-1451 ◎① 甲府市 山梨病院 055-252-8831 ○③

(医)豊田会　刈谷豊田総合病院 0566-25-8182 ◎① 笛吹市 石和温泉病院クアハウス石和 055-263-7071 ○③

一里山・今井病院（旧：一里山・今井クリニック） 0566-26-6702 ◎①・○② 大阪府 大阪市 大阪中央病院 06-4795-5550 ○③

半田市 (社)半田市医師会　健康管理センタ－ 0569-27-7887 ○③ （財）西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所 093-671-8100 ◎①

豊明市 (医)中京サテライトクリニック 0562-93-8222 ○③ （財）西日本産業衛生会　北九州健診診療所 093-561-0030 ○③

田原市 渥美病院 0531-22-9698 ○① （財）西日本産業衛生会　福岡健診診療所 092-471-1165 ○③

(医)豊橋元町病院　健康管理センター 福岡中央総合健診センター 092-739-0110 ○①

　　　　　　　　　　　【託児あり※予約制】 飯塚市 飯塚病院　 0948-29-8009 ◎①

大分県 大分市 (財)西日本産業衛生会　大分労働衛生管理センター 097-552-7788 ○③

豊川市 (医)樋口病院健診センター 0533-95-2211 ○③ 　【曜日限定】◎：無、〇：有、【項目】　①：乳がん、②：子宮、③：乳がん・子宮両方


豊川市 豊川市民病院 0533-86-1111 ◎① 　★女性スタッフを希望される場合は、ご希望の医療機関へお問合せください。

（ﾄﾖﾀ健保会館・ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ名駅・ｴﾙｽﾞﾒﾃﾞｨｹｱ名古屋：女性専用のため問合せ不要）

○③

女性スタッフの
対応について

山梨県

刈谷市

福岡県

北九州市

福岡市

豊橋市
0532-26-1120 無

成田記念病院 0532-31-3806

名古屋市

東京都 新宿区

静岡県
浜松市

湖西市

安城市 静岡市

愛知県

豊田市

愛知県

北海道

苫小牧市

0565-28-0048
HPオンライン申請も可

◎③

岡崎市

宮城県
仙台市


