
101 足立区勤労福祉会館 東京 足立区綾瀬１－３４－７

102 エヌ・ケイ・クリニック 東京 足立区綾瀬３－２－８　シティプレイスアヤセ３階

103 ギャラクシティ（西新井） 東京 足立区栗原１－３－１

104 井口病院 東京 足立区千住２－１９

105 足立区舎人地域学習センター 東京 足立区舎人１－３－２６

106 足立区総合スポーツセンター 東京 足立区東保木間２－２７－１

107 足立区保塚地域学習センター 東京 足立区保塚町７－１６

108 サンパール荒川 東京 荒川区荒川１－１－１

109 ムーブ町屋 東京 荒川区荒川７－５０－９

110 下赤塚地域センター 東京 板橋区赤塚６－３８－１

111 板橋区立グリーンホール 東京 板橋区栄町３６－１

112 上板橋体育館 東京 板橋区桜川１－３－１

113 板橋区立高島平区民館 東京 板橋区高島平３－１２－２８

114 小岩アーバンプラザ 東京 江戸川区北小岩１－１７－１

115 小松川さくらホール 東京 江戸川区小松川３－６－３

116 江戸川区総合文化センター 東京 江戸川区中央４－１４－１

117 葛西区民館 東京 江戸川区中葛西３－１０－１

118 江戸川区スポーツセンター 東京 江戸川区西葛西４－２－２０

119 江戸川区東部区民館 東京 江戸川区東瑞江１－１７－１

120 タワーホール船堀 東京 江戸川区船堀４－１－１

121 池上会館 東京 大田区池上１－３２－８

122 牧田総合病院　人間ドック健診センター 東京 大田区西蒲田８－２０－１　Ｂ棟

123 名和医院 東京 大田区大森本町２－２５－２８

124 大田区民プラザ 東京 大田区下丸子３－１－３

125 大田西地域行政センター嶺町特別出張所 東京 大田区田園調布本町７－１

126 ホテルビスタ蒲田東京 東京 大田区西蒲田８－２０－１１

127 大田区産業プラザＰｉｏ 東京 大田区南蒲田１－２０ー２０

128 テクノプラザかつしか 東京 葛飾区青戸７－２－１

129 葛飾区総合スポーツセンター 東京 葛飾区奥戸７－１７－１

130 葛飾健診センター 東京 葛飾区立石２－３６－９

131 北区赤羽会館 東京 北区赤羽南１－１３－１

132 北とぴあ 東京 北区王子１－１１－１

133 健診会東京メディカルクリニック 東京 北区滝野川６－１４－９

134 滝野川会館 東京 北区西ヶ原１－２３－３

135 江東区有明スポーツセンター 東京 江東区有明２－３－５

136 江東区総合区民センター 東京 江東区大島４－５－１

137 東大島文化センター 東京 江東区大島８－３３－９

138 江東区スポーツ会館 東京 江東区北砂１－２－９

139 江東区文化センター 東京 江東区東陽４－１１－３

140 東京イースト２１クリニック（東陽町） 東京 江東区東陽６－３－２

141 豊洲小学校 東京 江東区豊洲４－４－４

142 同友会　深川クリニック 東京 江東区三好２－１５－１０

143 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング毛利 東京 江東区毛利１－１９－１０　江間忠錦糸町ビル５階

144 東西線メディカルクリニック 東京 江東区門前仲町１－４－８－９階

145 進興クリニック　アネックス 東京 品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビル１階

146 目黒メディカルクリニック 東京 品川区東五反田５－２２－３３　ＴＫ池田山ビル４Ｆ

147 品川区健康センター 東京 品川区北品川３－１１－２２

148 ＴＯＣビル 東京 品川区西五反田７－２２－１７

149 エビススバルビルＥＢｉＳ３０３ 東京 渋谷区恵比寿１－２０－８

150 恵比寿健診センター 東京 渋谷区恵比寿１－２４－４

151 代々木病院健診センター 東京 渋谷区千駄ケ谷１－３０－７

152 フェニックスメディカルクリニック 東京 渋谷区千駄ヶ谷３－４１－６

153 渋谷ウエストヒルズクリニック 東京 渋谷区道玄坂１－１２－１　渋谷マークシティウエスト１１階

154 クロス病院健診センター 東京 渋谷区幡ヶ谷２－１８－２０

155 新宿健診プラザ（レディースフロア） 東京 新宿区歌舞伎町２－３－１８

156 御苑前クリニック 東京 新宿区新宿２－１－１１　御苑スカイビル２階

157 新宿追分クリニック 東京 新宿区新宿３－１－１３　京王新宿追分ビル６階

158 フィオーレ健診クリニック 東京 新宿区新宿７－２６－９　フィオーレ東京

159 金内メディカルクリニック 東京 新宿区西新宿７－５－２５　西新宿プライムスクエア２階

160 新宿桜十字クリニック 東京 新宿区西新宿７－１０－１　0-GUARD SHINJUKU 5階

161 西早稲田クリニック 東京 新宿区西早稲田２－２１－１６　圓生楼高田馬場２階

162 セシオン杉並 東京 杉並区梅里１－２２－３２

『特定健診』実施会場一覧表

コード 会場名称 都道府県 所在地

○○



『特定健診』実施会場一覧表

コード 会場名称 都道府県 所在地

○○

163 城西病院　健診センター 東京 杉並区上荻２－４２－１１

164 高井戸地域区民センター 東京 杉並区高井戸東３－７－５

165 東京都ニット健保会館 東京 墨田区亀沢１－７－３　ニット健保会館２階

166 すみだ女性センター 東京 墨田区押上２－１２－７－１１１

167 墨田区総合体育館 東京 墨田区錦糸４－１５－１　錦糸公園内

168 ３Ｓメディカルクリニック 東京 墨田区江東橋２－１９－７富士ソフトビル１５階

169 すみだ産業会館 東京 墨田区江東橋３－９－１０　錦糸町丸井９階

170 健診プラザ両国 東京 墨田区両国４－２５－１２

171 北沢タウンホール 東京 世田谷区北沢２－８－１８　北沢タウンホール２Ｆ

172 成城ホール 東京 世田谷区成城６－２－１

173 玉川区民会館（等々力） 東京 世田谷区等々力３－４－１

174 世田谷区烏山区民センター 東京 世田谷区南烏山６－２－１９

175 シグマクリニック 東京 世田谷区下馬５－４１－２１

176 オリエンタル上野健診センター 東京 台東区上野１－２０－１１　鈴乃屋ビルＢ１

177 上野御徒町桜十字クリニック 東京 台東区上野３－２１－５　ＢＩＮＯ御徒町　５階

178 鶯谷健診センター 東京 台東区根岸２－１９－１９

179 銀座フェニックスプラザ 東京 中央区銀座３－９－１１　紙パルプ会館３階

180 ホテルマリナーズコート東京（勝どき） 東京 中央区晴海４－７－２８

181 築地クリニック 東京 中央区築地６－２５－１０

182 進興会　浜町公園クリニック 東京 中央区日本橋浜町２－４２－１０

183 健診プラザ日本橋 東京 中央区日本橋本町４－１５－９曽田ビル４階

184 霞が関ビル診療所 東京 千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビル３階

185 秋葉原メディカルクリニック 東京 千代田区外神田１－１６－９　朝風二号館ビル６階

186 結核予防会　総合健診推進センター 東京 千代田区神田三崎町１－３－１２

187 オリエンタルクリニック 東京 豊島区西池袋１－２９－５　山の手ビル３階

188 サンシャインシティ文化会館 東京 豊島区東池袋３－１－４　７階

189 アーバンハイツクリニック 東京 豊島区巣鴨１－１６－２　アーバンハイツ巣鴨Ｂ棟

190 ホテルベルクラシック東京 東京 豊島区南大塚３－３３－６

191 なかのＺＥＲＯ 東京 中野区中野２－９－７

192 中野サンプラザ 東京 中野区中野４－１－１

193 中野共立病院附属健診センター 東京 中野区中野５－４５－４

194 練馬区立石神井公園区民交流センター 東京 練馬区石神井町２－１４－１

195 関区民センター 東京 練馬区関町北１－７－２

196 ホテル　カデンツァ　光が丘 東京 練馬区高松５－８

197 練馬産業会館 東京 練馬区豊玉上２－２３－１０

198 同友会　春日クリニック 東京 文京区小石川１－１２－１６　小石川ＴＧビル

199 富坂診療所 東京 文京区本郷１－３３－９

200 カスガメディカルクリニック 東京 文京区本郷４－２４－８　春日タワービル３階

201 赤坂桜十字クリニック 東京 港区赤坂３－２１－１３　キーストーン赤坂ビル２階

202 同友会　品川クリニック 東京 港区港南２－１６－３　品川グランドセントラルタワー１階

203 品川シーズンテラス健診クリニック 東京 港区港南１－２－７０　品川シーズンテラス５階

204 鈴木胃腸消化器クリニック健診センター 東京 港区芝５－２７－１

205 パークサイドクリニック 東京 港区芝公園２－６－８　日本女子会館ビル２階

206 城山ガーデン桜十字クリニック 東京 港区虎ノ門４－３－１　城山トラストタワー３階

207 進興会セラヴィ新橋クリニック 東京 港区西新橋２－３９－３　ＳＶＡＸ西新橋ビル

208 古川橋病院健診センター 東京 港区南麻布２－１０－２１

209 中目黒ＧＴプラザホール 東京 目黒区上目黒２－１－３

210 フォレスト・イン　昭和館 東京 昭島市拝島町４０１７－３

211 あきる台病院 東京 あきる野市秋川６－５－１

212 稲城市立ｉプラザ 東京 稲城市若葉台２－５－２

213 青梅織物工業協同組合 東京 青梅市西分町３－１２３

214 清瀬けやきホール 東京 清瀬市元町１－６－６

215 小金井市商工会館 東京 小金井市前原町３－３３－２５

216 小平商工会館 東京 小平市小川町２－１２６８

217 国分寺市立いずみホール 東京 国分寺市泉町３－３６－１２

218 セレス立川 東京 立川市曙町１－２２－２０

219 多摩健康管理センター 東京 立川市錦町３－７－１０

220 京王プラザホテル多摩 東京 多摩市落合１－４３

221 多摩永山情報教育センター 東京 多摩市諏訪２－５－１

222 調布市グリーンホール 東京 調布市小島町２－４７－１

223 コール田無 東京 西東京市田無町３－７－２

224 八王子市北野事務所 東京 八王子市北野町５４９－５
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225 八王子市東浅川保健福祉センター 東京 八王子市東浅川町５５１－１

226 八王子市南大沢文化会館 東京 八王子市南大沢２－２７

227 八王子労政会館 東京 八王子市明神町３－５－１

228 羽村市産業福祉センター 東京 羽村市緑ケ丘２－１１－１

229 成美教育文化会館 東京 東久留米市東本町８－１４

230 東村山市民スポーツセンター 東京 東村山市久米川町３－３０－５

231 東大和市民会館ハミングホール 東京 東大和市向原６－１

232 ＪＡ東京みなみ　日野支店 東京 日野市万願寺６－３１

233 東京自治会館 東京 府中市新町２－７７－１

234 むさし府中商工会議所 東京 府中市緑町３－５－２

235 福生市公民館 東京 福生市福生２４５５

236 セミナープラス南町田 東京 町田市鶴間３－１０－２

237 ぽっぽ町田 東京 町田市原町田４－１０－２０

238 ＪＡ町田市忠生支店 東京 町田市忠生３－６－２３

239 三鷹市公会堂　さんさん館 東京 三鷹市野崎１－１－１

240 むさし野クリニック 東京 武蔵野市吉祥寺本町１－１０－３　古城会館７階

241 武蔵村山市民会館 東京 武蔵村山市本町１－１７－１

242 瑞穂町スカイホール 東京 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２４７５


