脳検査契約医療機関一覧
医療機関名称

郵便番号

所在地

電話番号

社会医療法人 元生会 森山病院

078-8392

北海道旭川市宮前２条１－１－６

0166-45-2031

医療法人 札幌麻生脳神経外科病院

065-0022

北海道札幌市東区北２２条東１－１－４０

011-731-2321

社会医療法人 禎心会 さっぽろ北口クリニック

060-0807

北海道札幌市北区北７条西２－８－１ 札幌北ビル
２Ｆ

011-709-1131

医療法人社団 研仁会 北海道脳神経外科記念病
院

063-0869

北海道札幌市西区八軒９条東５－１－２０

011-717-2131

医療法人社団 函館脳神経外科 函館脳神経外科
病院

041-0832

北海道函館市神山１－４－１２

0138-53-6111

医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院

066-0034

北海道千歳市富丘１－６１８－６

0123-24-4191

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 メ
ディカルコート八戸西病院付属八戸西健診プラザ

039-1103

青森県八戸市長苗代字中坪７４－１

0178-21-1717

医療法人 ときわ 松浦脳神経外科

024-0012

岩手県北上市常盤台１－２１－１０

0197-65-2332

医療法人社団 進興会 せんだい総合健診クリニッ
ク

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１ 仙台トラス
トタワー４階

022-221-0066

一般財団法人 杜の都産業保健会 一番町健診クリ
ニック

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町４－９－１８ ＴＩＣビル
５Ｆ

022-217-6678

一般財団法人 宮城県成人病予防協会附属仙台循
環器病センター

981-3133

宮城県仙台市泉区泉中央１－６－１２

022-375-7113

医療法人 仁泉会 みやぎ健診プラザ

984-0015

宮城県仙台市若林区卸町１－６－９

022-231-3655

公益財団法人 宮城厚生協会 泉病院

981-3212

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘２－１－１

022-378-5361

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南
東北病院

963-8563

福島県郡山市八山田７－１１５

0120-39-5611

社会医療法人 秀公会 あづま脳神経外科病院附
属ほばらクリニック

960-0634

福島県伊達市保原町大泉字小作逢１５－１

024-574-2522

医療法人 清風会 ホスピタル坂東

306-0515

茨城県坂東市沓掛４１１

0297-44-2455

特定医療法人社団 同樹会 結城病院

307-0001

茨城県結城市結城９６２９－１

0296-33-4172

医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院

319-1235

茨城県日立市茂宮町８４１

0294-52-8531

公益社団法人 取手市医師会 取手北相馬保健医
療センター 医師会病院

302-0032

茨城県取手市野々井１９２６

0297-71-9500

医療法人 桜丘会 水戸ブレインハートセンター

310-0004

茨城県水戸市青柳町４０２８

029-222-7007

医療法人 桜丘会 脳神経外科ブレインピア桜ヶ丘

311-3156

茨城県東茨城郡茨城町奥谷１０７６

029-292-1251

社会医療法人中山会 宇都宮記念病院総合健診セ
ンター

320-0811

栃木県宇都宮市大通り１－３－１６

028-625-7831

医療法人社団亮仁会 那須中央病院

324-0036

栃木県大田原市下石上１４５３

0287-29-2525

一般財団法人 とちぎメディカルセンター とちのき

328-0071

栃木県栃木市大町３９－５

0282-20-1900

医療法人社団 福田会 福田記念病院

321-4355

栃木県真岡市上大沼１２７－１

0285-84-7765

医療法人 北斗会 宇都宮東病院

321-0901

栃木県宇都宮市平出町３６８－８

028-683-5771

学校法人獨協学園 獨協医科大学日光医療セン
ター

321-2593

栃木県日光市高徳６３２

0288-76-0630

医療法人 真木会 真木病院

370-0075

群馬県高崎市上並榎町１８７

027-361-8411

一般財団法人 健康医学予防協会 新潟健診プラ
ザ

950-0914

新潟県新潟市中央区紫竹山２－６－１０

025-245-1177

医療法人社団 こんの脳神経クリニック

950-0155

新潟県新潟市江南区泉町１－２－３０

025-383-1355

ペイシアガーデンクリニック

950-0911

新潟県新潟市中央区笹口１－１ プラーカ１・２Ｆ

025-240-0420

医療法人社団 葵会 新潟聖籠病院

957-0124

新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野５９６８－２

025-256-1010

富山市医師会健康管理センター

930-0951

富山県富山市経堂４－１－３６

076-422-4811
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一般財団法人 北陸予防医学協会 とやま健診プラ
ザ

930-0811

富山県富山市千代田町２－１

076-471-5789

特定医療法人 扇翔会 南ヶ丘病院

921-8141

石川県金沢市馬替２－１２５

076-298-3366

医療法人社団 博洋会 藤井病院

920-0362

石川県金沢市古府１－１５０

076-240-3555

医療法人社団 ホスピィー 浦田クリニック健診セン
ター

920-0031

石川県金沢市広岡３－３－７０

076-233-5060

医療法人 慈光会 甲府城南病院

400-0831

山梨県甲府市上町７５３－１

055-243-6550

医療法人 青樹会 一之瀬脳神経外科病院

390-0852

長野県松本市大字島立２０９３

0263-48-6600

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療
センター 岐北厚生病院

501-2105

岐阜県山県市高富１１８７－３

0581-22-1811

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院

501-3802

岐阜県関市若草通５－１

0575-22-2211

ＪＡ静岡厚生連 静岡厚生病院

420-0005

静岡県静岡市葵区北番町２３

054-272-1466

医療法人社団 明徳会 十全記念病院

434-0042

静岡県浜松市浜北区小松１７００

053-586-1115

公益財団法人 静岡県予防医学協会 総合健診セ
ンター

426-0053

静岡県藤枝市善左衛門２－１９－８

0120-39-6460

医療法人社団 紫苑会 富士いきいき病院

419-0205

静岡県富士市天間１６４０－１

0545-73-1911

静岡済生会総合病院

422-8527

静岡県静岡市駿河区小鹿１－１－１

054-280-5031

医療法人社団 生駒会 生駒脳神経クリニック

427-0056

静岡県島田市大津通１５－２

0547-37-3155

医療法人社団 平成会 藤枝平成記念病院

426-8662

静岡県藤枝市水上１２３－１

054-643-1230

医療法人社団 志仁会 三島中央病院

411-0848

静岡県三島市緑町１－３

055-971-4155

船員保険大阪健康管理センター

552-0021

大阪府大阪市港区築港１－８－２２

06-6576-1011

名古屋市医師会健診センター

461-0004

愛知県名古屋市東区葵１－１８－１４

052-937-8425

三河安城クリニック

446-0037

愛知県安城市相生町１４－１４

0566-75-7515

医療法人 松柏会 大名古屋ビルセントラルクリニッ
ク

450-6409

愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２ 大名古
屋ビルヂング９階

052-821-0090

医療法人 名翔会 名古屋セントラルクリニック

457-0071

愛知県名古屋市南区千竈通７－１６－１

052-821-0090

中日新聞社健康保険組合 中日病院

460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内３－１２－３

052-961-2496

医療法人 大医会 予防医学推進・研究センター

470-0115

愛知県日進市折戸町西田面１１０

0561-73-3030

医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック

470-1101

愛知県豊明市沓掛町石畑１８０－１

0562-93-8222

岡崎市医師会はるさき健診センター

444-0827

愛知県岡崎市針崎町字春咲１－３

0120-489-545

医療法人 尚仁会 名古屋ステーションクリニック

450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅４－６－１７ 名古屋ビ
ルディング８階

052-551-6663

医療法人 メドック健康クリニック

466-0857

愛知県名古屋市昭和区安田通４－３

052-752-1125

社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院健診センター

494-0001

愛知県一宮市開明字平１番地

0586-48-0088

名古屋医師協同組合 名古屋臨床検査センター附
属診療所

466-0053

愛知県名古屋市昭和区滝子町２７－２２

052-871-2726

医療法人 木南舎 冨田病院

444-3505

愛知県岡崎市本宿町字南中町３２

0564-48-2432

医療法人 順秀会 メディカルパーク今池

464-0850

愛知県名古屋市千種区今池１－８－８

052-715-6070

社会医療法人 大雄会 大雄会ルーセントクリニック

451-6003

愛知県名古屋市西区牛島町６－１

052-569-6030

医療法人社団 進興会 ミッドタウンクリニック名駅

450-6305

愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１ ＪＰタワー名
古屋５階

052-551-1569
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くろかわ内科・健診クリニック

462-0044

愛知県名古屋市北区元志賀町１－４－１

052-908-2144

さとう乳腺内科・健診クリニック

465-0093

愛知県名古屋市名東区一社２－８ オオタ一社ビ
ル3階

052-702-3330

医療法人 五一六五 ナゴヤガーデンクリニック

451-0051

愛知県名古屋市西区則武新町３－１－１７ イオン
モール名古屋ノリタケガーデン３階

052-564-5165

医療法人尚豊会 みたき健診クリニック

512-0911

三重県四日市市生桑町菰池４５０－３

0120-177-667

ＫＫＣ健康スクエア ウエルネス三重健診クリニック

514-0131

三重県津市あのつ台４－１－３

059-269-5678

独立行政法人 地域医療機能推進機構 四日市羽
津医療センター

510-0016

三重県四日市市羽津山町１０－８

059-331-1211

医療法人 尚徳会 ヨナハ総合病院

511-0838

三重県桑名市和泉８－２６４－３

0594-23-7242

医療法人 敬愛会 東近江敬愛病院

527-0025

滋賀県東近江市八日市東本町８－１６

0748-22-2222

医療法人社団 洛和会 洛和会音羽病院

607-8062

京都府京都市山科区音羽珍事町２

075-593-7774

コーナンメディカル鳳総合健診センター

593-8324

大阪府堺市西区鳳東町４－４０１－１

072-260-5555

医療法人 健昌会 福島健康管理センター

553-0004

大阪府大阪市福島区玉川２－１２－１６

06-6441-6848

医療法人 恒昭会 藍野病院

567-0011

大阪府茨木市高田町１１－１８

072-627-7611

社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院

551-0032

大阪府大阪市大正区北村３－４－５

06-7659-6111

そばじまクリニック

577-0011

大阪府東大阪市荒本北２－２－６ クリニックコート
東野１Ｆ・２Ｆ

06-4309-2525

医療法人 晴心会 野上病院

590-0521

大阪府泉南市樽井１－２－５

072-484-0007

社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院

592-8341

大阪府堺市西区浜寺船尾町東４－２４４

072-265-5558

医療法人 森内脳神経クリニック

595-0024

大阪府泉大津市池浦町１－９－１

0725-90-7777

社会医療法人 寿会 富永病院

556-0017

大阪府大阪市浪速区湊町１－４－４８

06-6568-1643

医療法人 入野医院

556-0016

大阪府大阪市浪速区元町２－３－１９ ＴＣＡビル

06-6634-0350

医療法人 医誠会 医誠会病院

533-0022

大阪府大阪市東淀川区菅原６－２－２５

06-6326-1121

医療法人 仁泉会 仁泉会病院

574-0044

大阪府大東市諸福８－２－２２

072-875-0100

医療法人 協仁会 小松病院 健康管理センター

572-8567

大阪府寝屋川市川勝町８－２

072-823-1521

社会福祉法人 大阪暁明館 大阪暁明館病院

554-0012

大阪府大阪市此花区西九条５－４－８

06-6462-0261

医療法人 知音会 中之島クリニック

553-0003

大阪府大阪市福島区福島２－１－２

0120-489-401

医療法人社団 新生会 大阪なんばクリニック

542-0076

大阪府大阪市中央区難波５－１－６０ なんばスカ
イオ９階

06-6648-8571

メディカルチェックスタジオ大阪梅田クリニック

530-0001

大阪府大阪市北区梅田１－１２－６ E-ma １階

06-7777-1008

独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央
病院

651-1145

兵庫県神戸市北区惣山町２－１－１

078-594-8622

公益財団法人 兵庫県予防医学協会 健康ライフプ
ラザ

652-0897

兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－１－２－３００

078-652-5207

社会医療法人 愛仁会 カーム尼崎健診プラザ

660-0861

兵庫県尼崎市御園町５４

06-6430-1315

医療法人社団 なぎさ会 やすお脳神経外科クリニッ
ク

673-0005

兵庫県明石市小久保２－１０－１ リラシオ西明石
駅前２Ｆ

078-925-7171

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷淡路病院

656-2306

兵庫県淡路市夢舞台１－１

0799-72-3636

社会医療法人 甲友会 西宮協立脳神経外科病院

663-8211

兵庫県西宮市今津山中町１１－１

0798-33-2211
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医療法人社団 みどりの会 酒井病院

671-2216

兵庫県姫路市飾西４１２－１

079-267-3602

医療法人社団 王子会 神戸循環器クリニック

650-0017

兵庫県神戸市中央区楠町６－１１－５

078-367-7222

社会医療法人 松本快生会 西奈良中央病院

631-0022

奈良県奈良市鶴舞西町１－１５

0742-43-8868

生駒市立病院

630-0213

奈良県生駒市東生駒１－６－２

0743-72-1111

医療法人 恵友会 恵友病院

642-0001

和歌山県海南市船尾２６４－２

073-483-1033

鳥取生協病院

680-0833

鳥取県鳥取市末広温泉町４５８

0857-25-0626

一般財団法人 淳風会 淳風会健康管理センター

700-0913

岡山県岡山市北区大供２－３－１

050-3163-0002

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院

710-0826

岡山県倉敷市老松町４－３－３８

086-427-1115

一般財団法人 広島県集団検診協会

730-0051

広島県広島市中区大手町１－５－１７

082-248-4115

グランドタワーメディカルコートライフケアクリニック

730-0012

広島県広島市中区上八丁堀４－１ ４Ｆ

082-227-3366

医療法人社団 ヤマナ会 広島生活習慣病・がん健
診センター

730-0016

広島県広島市中区幟町１３－４ 広島マツダビル４
Ｆ

082-224-6661

医療法人 清泉会 一ノ瀬病院

730-0042

広島県広島市中区国泰寺町１－５－１１

082-243-6223

医療法人 陽光会 光中央病院

743-0063

山口県光市島田２－２２－１６

0833-72-3939

高杉内科外科小児科脳外科

779-3112

徳島県徳島市国府町芝原字天満２５－１

088-642-7474

医療法人社団 重仁 まるがめ医療センター

763-8507

香川県丸亀市津森町２１９番地

0877-24-8300

愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生連健
診センター

790-0925

愛媛県松山市鷹子町５３３－１

089-970-2080

河田外科脳神経外科医院

791-8021

愛媛県松山市六軒家町３－１９

089-924-1590

医療法人 新松田会 愛宕病院

780-0051

高知県高知市愛宕町１－１－１３

088-823-3301

特定医療法人 防治会 いずみの病院

781-0011

高知県高知市薊野北町２－１０－５３

088-826-5511

医療法人 みつる会 高知脳神経外科病院

780-8065

高知県高知市朝倉戊７６７－５

088-840-3535

社会医療法人 親仁会 米の山病院

837-0924

福岡県大牟田市大字歴木４－１０

0944-41-1315

医療法人 原三信病院 健康管理センター

812-0033

福岡県福岡市博多区大博町１－８

092-291-3132

社会医療法人財団 池友会 新小文字病院

800-0057

福岡県北九州市門司区大里新町２－５

093-391-8005

医療法人社団 広仁会 広瀬病院

810-0004

福岡県福岡市中央区渡辺通１－１２－１１

092-738-3039

医療法人 稲村脳神経外科クリニック

814-0002

福岡県福岡市早良区西新４－９－３５ 真栄ビル２
階

092-844-5000

医療法人社団 シマダ 嶋田病院

838-0141

福岡県小郡市小郡２１７－１

0942-72-2375

社会医療法人 喜悦会 那珂川病院

811-1345

福岡県福岡市南区向新町２－１７－１７

0120-777-344

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福岡県済
生会八幡総合病院

805-0050

福岡県北九州市八幡東区春の町５－９－２７

093-662-5211

社会医療法人 青洲会 福岡青洲会病院 総合健
康センター

811-2316

福岡県糟屋郡粕屋町長者原西４－１１－８

092-939-5539

独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病
院

849-8522

佐賀県佐賀市兵庫南３－８－１

0952-28-5311

医療法人社団 敬愛会 健診センター佐賀

849-0917

佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬１１６７－２

0952-20-5511

唐津東松浦医師会医療センター

847-0041

佐賀県唐津市千代田町２５６６－１１

0955-75-5172

医療法人 桜十字 桜十字病院

861-4173

熊本県熊本市南区御幸木部１－１－１

096-378-1182
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脳検査契約医療機関一覧
医療機関名称

郵便番号

所在地

一般財団法人 大分健康管理協会大分総合健診セ
ンター

874-0023

大分県別府市北石垣深町８５１

0120-947-734

社会医療法人財団天心堂 健診・健康増進センター

879-7761

大分県大分市中戸次５１８５－２

097-597-5254

社会医療法人帰巖会 帰巖会 みえ病院

879-7111

大分県豊後大野市三重町赤嶺１２５０－１

0974-24-0555

医療法人 隆徳会 鶴田病院

881-0016

宮崎県西都市御舟町１－７８

0983-42-3711

一般社団法人 藤元メディカルシステム 藤元中央
病院付属総合健診センター

880-0941

宮崎県宮崎市北川内町乱橋３５８４－１

0985-53-1101

医療法人 慈風会 厚地脳神経外科病院

892-0842

鹿児島県鹿児島市東千石町４－１３

099-226-1231

医療法人 寿仁会 沖縄セントラル病院

902-0076

沖縄県那覇市与儀１－２６－６

098-854-5511

医療法人社団 菱秀会 ＫＩＮ放射線治療・健診クリ
ニック

904-1201

沖縄県国頭郡金武町金武１０８９７番地

098-968-4664

医療法人 陽心会 メディカルプラザ大道中央

902-0066

沖縄県那覇市大道１２３

098-886-5678
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