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日発健保 作成

5月29日現在、緊急事態宣言は解除されていますので、健診が再開しております。
本一覧表の休止期間は記載をしておりません。

①全 健診機関様に受診期間の延長依頼をし、承諾をいただいています。
　　健診機関の予約状況に空きがあれば、受診日の変更は問題ありません。
　　但し、昭和伊南の人間ドックの空きは少なく、受診日変更の場合は健診機関先の変更もご検討ください。
②人間ドックでの肺機能検査、胃内視鏡の検査が出来ない健診機関があります。健診機関の指示に
　　従ってください。
③発熱や咳などの感染兆候があれば、健診はキャンセルしてください。
④今は感染しないことが最優先です。地域、時期により感染が広まっている時には、延期をご検討ください。
　　特に緊急事態宣言期間中の受診は控え、別日に予約されることを強くお勧めいたします。

都道府県No. 健診機関名 休止期間 備考

1 北海道対がんセンター札幌がん検診センター

2 北海道対がんセンター釧路がん検診センター

3 北海道対がんセンター旭川がん検診センター

青森 4 あおもり協立病院

5 公益財団法人 岩手県予防医学協会

6 公益財団法人 岩手県予防医学協会　県南センター

宮城 7 医療法人社団進興会 せんだい総合健診クリニック

8 秋田県総合保健事業団　秋田県総合保健センター 

9 財団法人　JA秋田厚生連　平鹿総合病院

10 市立横手病院

福島 108 公益財団法人 星総合病院

11 社会医療法人恒貴会 協和中央病院

12 筑波メディカルセンター　つくば総合健診センター

13 神立病院 健診センター

14 城西総合健診センター

15 さくらがわ地域医療センター（名称変更：山王病院）

16 宇都宮記念病院　総合健診センター

17 医療法人 社団福田会　福田記念病院

18 社団法人 伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター

19 富士重工業健康保険組合　太田記念病院

20 医療法人三省会　堀江病院　健康管理センター

21 黒沢病院ヘルスパーククリニック　高崎健康管理センター

22 社会医療法人 鶴谷会　鶴谷病院 健診センター

23 新久喜総合病院

24 夢眠さいたま健診センター

25 藤間病院　総合健診システム

26 芙蓉会　五井病院　総合健診センター

27 亀田クリニック　健康管理センター

28 亀田総合病院附属　幕張クリニック

29 君津健康センター

30 医療法人社団進興会　セラヴィ新橋クリニック

31 医療法人社団進興会　オーバルコート健診クリニック

32 医療法人社団進興会　進興クリニック

33 医療法人社団進興会　　進興クリニックアネックス
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都道府県No. 健診機関名 休止期間 備考

34 一般財団法人　健康医学協会　霞が関ビル診療所

35 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　レディース新宿

36 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　新宿西口

37 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　池袋センター

38 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　日本橋センター

39 医療法人城見会　アムス丸の内パレスビルクリニック

40 医療法人　近畿健康管理センター　日本橋健診クリニック

41 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　横浜東口センター

42 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　横浜西口センター

43 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　レディース横浜

44 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ

45 医療法人 善仁会 総合健診ｾﾝﾀｰﾍﾙﾁｪｯｸ　川崎センター

46 医療法人社団　三喜会　横浜新緑総合病院

47 医療法人城見会　アムスランドマーククリニック

48 横浜市立みなと赤十字病院

49 京浜健診クリニック

50 医療法人社団相和会　相模原総合健診センター

51 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター

52 医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア

53 医療法人 社団 ｼｭｱﾈｽ　上大岡総合健診センター

54 医療法人 藤順会 藤沢総合健診センター

55 社会福祉法人日本医療伝道会　衣笠病院　健康管理センター

56 ヘルスケアクリニック厚木

57 社会医療法人社団三思会　東名厚木ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ

58 社会医療法人社団三思会　新横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄ健診ｾﾝﾀｰ

59 ＪＡ神奈川県厚生連 健康管理センターあつぎ

60 ＪＡ神奈川県厚生連 健康管理センターさがみはら

61 公益財団法人　神奈川県予防医学協会

62 東海大学医学部付属病院　健診センター

63 医療法人社団 景翠会　金沢健診クリニック

新潟 64 健康医学予防協会　新潟健診プラザ

65 富山市医師会　健康管理センター

66 真正会　富山病院

石川 67 金沢聖霊総合病院

68 伊南行政組合　昭和伊南総合病院

69 公益財団法人　長野県健康づくり事業団　伊那健康センター

70 公益財団法人　長野県健康づくり事業団　長野健康センター

71 社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　

72 財団法人　中部公衆医学研究所

73 諏訪赤十字病院

74 医療法人輝山会　総合健診センター

75 下伊那赤十字病院健診センター

76 伊那中央病院

77 菊川市立総合病院　健診センター

78 社会福祉法人 聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター

79 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

80 磐田市立総合病院 健診センター

81 医療法人　名古屋東栄クリニック
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都道府県No. 健診機関名 休止期間 備考

82 財団法人 豊田地域医療センター

83 医療法人　近畿健康管理センター　名古屋

84 社会医療法人大雄会　大雄会ルーセントクリニック

三重 85 誠仁会　塩川病院

86 一般財団法人 滋賀保健研究センター

87 医療法人 近畿健康管理センター　ひこね

88 医療法人 近畿健康管理センター　栗東

89 公立甲賀病院

90 医療法人　近畿健康管理センター　新大阪

91 医療法人　近畿健康管理センター　なんば

92 一般財団法人　大阪府結核予防会

93 医療法人城見会　アムスニューオータニクリニック

94 医療法人　近畿健康管理センター　神戸

95 財団法人 兵庫県予防医学協会

岡山 96 倉敷成人病健診センター

広島 97 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

山口 98 一般社団法人　山口総合健診センター

香川 99 KKR高松病院

愛媛 100 医療法人順風会

101 財団法人 西日本産業衛生会　北九州健診診療所

102 財団法人 西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所

103 財団法人 西日本産業衛生会　福岡健診診療所

宮崎 104 宮﨑生協病院

熊本 105 医療法人桜十字　桜十字病院

鹿児島 106 ヘルスサポートセンター鹿児島

沖縄 107 仁愛会　浦添総合病院
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