
北海道 001 札幌フジクリニック 東京都 337 国際医療福祉大学三田病院 愛知県 074 国際セントラルクリニック

北海道 391 北海道大野記念病院 東京都 J017 東京都予防医学協会 愛知県 388 大名古屋ビルセントラルクリニック

宮城県 002 せんだい総合健診クリニック 東京都 014 新宿健診プラザ 愛知県 072 全日本労働福祉協会　東海診療所

宮城県 024 杜の都産業保健会　一番町健診クリニック 東京都 384 新宿追分クリニック・レディース 愛知県 366 奥田クリニック

宮城県 352 IMS　Me-Lifeクリニック仙台 東京都 315 新宿追分クリニック 愛知県 075 渡辺病院健診センター

茨城県 005 城西総合健診センター 東京都 329 ヘルチェック　新宿西口センター 三重県 082 KKC健康スクエア　ウエルネス三重健診クリニック

茨城県 447 小山記念病院健康管理センター 東京都 349 ヘルチェック　レディース新宿 三重県 081 津健康クリニック

栃木県 305 那須中央病院 総合健診センター 東京都 361 IMS　Me-Lifeクリニック新宿 三重県 486 KKC健康スクエア ウエルネス四日市健診クリニック

埼玉県 484 ヘルチェック　大宮センター 東京都 383 イーク表参道 京都府 425 京都工場保健会 総合健診センター

埼玉県 401 大宮中央総合病院 東京都 491 IMS　Me-Lifeクリニック渋谷 大阪府 379 心斎橋クリニック

埼玉県 374 浦和民主診療所 東京都 012 鶯谷健診センター 大阪府 103 コーナンメディカル 鳳総合健診センター

埼玉県 402 三井病院 東京都 J028 永寿総合健診･予防医療センター 大阪府 358 岸和田徳洲会病院

埼玉県 007 藤間病院総合健診システム 東京都 386 浅草病院 大阪府 328 愛仁会総合健康センター

埼玉県 373 埼玉協同病院 東京都 482 Bene浅草レディース健診クリニック 兵庫県 093 川崎病院

埼玉県 372 埼玉西協同病院 東京都 443 医の森クリニック浅草橋 兵庫県 327 京都工場保健会　神戸健診クリニック

埼玉県 367 上尾中央総合病院 東京都 459 テレコムセンタービルクリニック　台場健康管理センター 兵庫県 430 京都工場保健会　姫路健診クリニック

埼玉県 313 越谷誠和病院 東京都 353 IMS　Me-Lifeクリニック池袋 兵庫県 098 カーム尼崎健診プラザ

埼玉県 307 三郷中央総合病院 東京都 387 ヘルチェック　池袋センター 兵庫県 095 赤穂中央病院

埼玉県 488 吉川中央総合病院 東京都 377 東京メディカルクリニック 岡山県 114 淳風会健康管理センター

埼玉県 J027 埼玉県健康づくり事業団 東京都 362 IMS　Me-Lifeクリニック板橋 岡山県 109 川崎医科大学附属病院

千葉県 031 ポートスクエア柏戸クリニック 神奈川県 457 さいわい鶴見病院 岡山県 107 倉敷中央病院付属　予防医療プラザ

千葉県 034 IMS　Me-Lifeクリニック千葉 神奈川県 330 ヘルチェック　横浜東口センター 岡山県 J008 倉敷紀念病院

千葉県 032 千葉メディカルセンター 神奈川県 331 ヘルチェック　横浜西口センター 岡山県 110 倉敷成人病健診センター

千葉県 037 最成病院 神奈川県 062 ヘルチェック　レディース横浜 岡山県 112 淳風会健康管理センター倉敷

千葉県 378 行徳総合病院 神奈川県 485 ヘルチェック　横濱ゲートタワー 岡山県 363 まび記念病院

千葉県 312 船橋総合病院 神奈川県 332 ヘルチェック　ファーストプレイス横浜 岡山県 108 倉敷中央病院リバーサイド　健康管理センター

千葉県 326 日本健康倶楽部  西船橋健康管理クリニック 神奈川県 445 済生会神奈川県病院 岡山県 J079 水島第一病院

千葉県 308 かずさアカデミアクリニック 神奈川県 359 神奈川県結核予防会　かながわクリニック 岡山県 117 笠岡市立市民病院

千葉県 354 千葉西総合病院 神奈川県 046 神奈川県予防医学協会 岡山県 115 みわ記念病院

千葉県 030 新東京クリニック 神奈川県 067 ふれあい横浜ホスピタル 岡山県 118 国定病院

千葉県 309 浅井病院 神奈川県 418 神奈川県結核予防会　中央健康相談所 広島県 134 広島県環境保健協会　健康クリニック

千葉県 344 津田沼中央総合病院 神奈川県 063 金沢さくら医院 広島県 J084 メディックス広島健診センター

千葉県 008 柏健診クリニック 神奈川県 342 福浦健診クリニック 広島県 465 メディックス広島エキキタ健診センター

千葉県 343 柏厚生総合病院 神奈川県 454 新横浜メディカルサテライト　健診センター 広島県 368 済生会呉病院

千葉県 380 千葉労災病院 神奈川県 347 MEDOC 広島県 129 興生総合病院

千葉県 410 いちはら協立診療所 神奈川県 350 横浜鶴ヶ峰病院 広島県 142 福山検診所

千葉県 411 勝田台病院 神奈川県 351 横浜鶴ヶ峰病院付属　予防医療クリニック 広島県 138 沼隈病院

千葉県 390 千葉愛友会記念病院 神奈川県 314 横浜新緑総合病院 広島県 124 神原病院

千葉県 345 メディカルガーデン新浦安 神奈川県 419 日本健康倶楽部　横浜支部 広島県 125 小畠病院

千葉県 039 新浦安虎の門クリニック 神奈川県 464 ヘルチェック　川崎センター 広島県 120 日本鋼管福山病院

千葉県 042 袖ヶ浦さつき台病院 神奈川県 393 AOI国際病院　健康管理センター 広島県 137 寺岡記念病院

千葉県 460 ラーバン健診センター 神奈川県 043 日本鋼管病院 広島県 432 東広島記念病院　広島生活習慣病・がん健診センター東広

東京都 382 イーク丸の内 神奈川県 058 高津中央クリニック 徳島県 J031 大野病院

東京都 450 イーク有楽町 神奈川県 356 湘南鎌倉総合病院 香川県 J054 セントラルパーククリニック

東京都 479 イーク紀尾井町 神奈川県 071 藤沢総合健診センター 香川県 434 高松紺屋町クリニック

東京都 J080 三楽病院 神奈川県 357 湘南藤沢徳洲会病院 香川県 106 香川成人医学研究所

東京都 017 東都クリニック 神奈川県 421 西湘病院　健康管理センター 福岡県 J004 西日本産業衛生会　福岡健診診療所

東京都 016 霞が関ビル診療所 神奈川県 310 康心会　湘南健康管理クリニック 福岡県 435 福岡労働衛生研究所　天神健診センター

東京都 453 ヘルチェック　日本橋センター 神奈川県 389 桜ヶ丘中央病院 福岡県 J003 福岡労働衛生研究所　労衛研健診センター

東京都 026 IMS　Me-Lifeクリニック八重洲 新潟県 049 新潟県労働衛生医学協会 福岡県 436 白川病院　健診センター

東京都 027 IMS　Me-Lifeクリニック東京 新潟県 J058 新潟健診プラザ 福岡県 392 高木病院

東京都 010 日比谷川畑診療室 新潟県 487 西新潟健診プラザ 長崎県 437 十善会病院

東京都 385 日比谷公園健診クリニック 愛知県 J012 愛知健康増進財団 熊本県 055 荒尾市民病院

東京都 009 汐留健診クリニック 愛知県 360 ルーセントクリニック 熊本県 060 くまもと県北病院 健康管理センター
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