
全国集計調査協力機関 2017年度 平成29年 調査

県 施設名
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院
船員保険会北海道健康管理センター
医療法人新産健会 健康 ッ
総合病院伊達赤十字病院
公益社団法人北海道勤医協中央病院
公益財団法人北海道労働保健管理協会
JA北海道厚生連旭川厚生病院
JA北海道厚生連網走厚生病院
医療法人渓仁会渓仁会円山 ッ
公益財団法人北海道対 ん協会
一般財団法人ハ ッ 苫小牧市保健センター
JA北海道厚生連倶知安厚生病院
JA北海道厚生連札幌厚生病院
公益財団法人青森県総合健診センター
公益財団法人八戸市総合健診センター
一般社団法人慈恵会疾病予防施設慈恵 ッ
八戸市立市民病院
公益財団法人岩手県対 ん協会
公益財団法人岩手県対 ん協会いわ 健康管理センター
公益財団法人岩手県予防医学協会
盛岡市立病院
公益財団法人宮城県結核予防会
公益社団法人宮城県医師会宮城県医師会健康センター
一般財団法人杜の都産業保健会
公益財団法人宮城県対 ん協会
一般財団法人杜の都産業保健会仙台健診センター
平鹿総合病院
一般社団法人由利本荘医師会
社会医療法人青嵐会本荘第一病院
市立横手病院
秋田厚生医療センター
ＪＡ秋田厚生連雄勝中央病院
公益財団法人秋田県総合保健事業団
由利組合総合病院
大曲厚生医療センター
秋田赤十字病院附属あ た健康管理センター

北海道

青森県

岩手県

秋田県

宮城県



県 施設名

秋田県 北秋田市民病院
一般社団法人寒河江市西村山郡医師会総合健診センター
一般社団法人山形市医師会健診センター
一般社団法人鶴岡地区医師会荘内地区健康管理センター
公益財団法人や た健康推進機構
一般財団法人日本健康管理協会山形健康管理センター
一般財団法人全日本労働福祉協会東北支部山形健診センター
山形県立中央病院 ん・生活習慣病センター
一般社団法人福島市医師会
山本内科医院
佐々木内科胃腸科
公益財団法人福島県保健衛生協会
ひたち 市福祉部健康推進課
一般財団法人茨城県 センター
社会医療法人若竹会セン 総合 ッ
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院
公益財団法人日立 センター
一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団
公益財団法人茨城県総合健診協会
取手北相馬保健医療センター医師会病院
医療法人宇都宮健康 ッ
社会福祉法人恩賜財団済生会宇都宮病院
地方独立行政法人栃木県立 んセンター
公益財団法人栃木県保健衛生事業団
公益財団法人群馬県健康 財団
下仁田厚生病院
伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター
一般社団法人大宮医師会
特定医療法人双愛会大宮双愛病院
社会医療法人財団石心会さや 総合 ッ
公益財団法人ちば県民保健予防財団
医療法人鉄蕉会亀田健康管理センター
JFE チー 株式会社東日本製鉄所千葉健康管理センター
一般財団法人君津健康センター
武蔵野赤十字病院
医療法人財団豊島健康診査センター

東京都

千葉県

埼玉県

群馬県

栃木県

茨城県

福島県

山形県
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県 施設名
公益財団法人東京都予防医学協会
公益財団法人早期胃癌検診協会附属茅場町 ッ
PL東京健康管理センター
一般財団法人全日本労働福祉協会
一般社団法人江戸川区医師会医療検査センター
公益財団法人世田谷区保健センター
医療法人社団明芳会 板橋健診 ッ
公益財団法人河野臨床医学研究所附属北品川 ッ
公益財団法人愛世会愛誠病院
社会福祉法人三井記念病院
一般財団法人日本予防医学協会附属診療所 ビー ン 毛利
新赤坂 ッ
医療法人財団南葛勤医協芝健診センター
医療法人社団藤順会藤沢総合健診センター
横浜港運健康保険組合
藤沢市保健所
一般財団法人京浜保健衛生協会
医療法人社団相和会相模原総合健診センター
一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会
一般社団法人柏崎市刈羽郡医師会柏崎 センター
一般社団法人新潟市医師会新潟市医師会 センター
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会新潟 ネ
新潟県健康 財団
新潟県厚生連長岡中央綜合病院
公益財団法人新潟県保健衛生センター
一般財団法人下越総合健康開発センター
一般社団法人上越医師会上越地域総合健康管理センター
医療法人社団若葉会高重記念 ッ
一般財団法人北陸予防医学協会
公益財団法人富山県健康 財団富山県健康増進センター
株式会社不二越不二越病院
独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
一般財団法人石川県予防医学協会
公益財団法人石川県成人病予防センター
公益財団法人福井県予防医学協会
公益財団法人福井県健康管理協会

福井県

東京都

石川県

富山県

新潟県

神奈川県
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県 施設名
福井県 医療法人厚生会福井厚生病院

山梨県厚生農業協同組合連合会
公益財団法人山梨県健康管理事業団
独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院
一般財団法人中部公衆医学研究所
辰野町保健福祉課
公益財団法人長野県健康 事業団
一般財団法人総合保健センター
JA岐阜厚生連飛騨医療センター久美愛厚生病院
一般社団法人 ふ綜合健診センター
岐阜県厚生農業協同組合連合会東濃厚生病院
一般財団法人 ょうの丘健診
岐阜県厚生農業協同組合連合会岐阜・西濃医療センター西美濃厚生病院
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
岐阜赤十字病院
JA静岡厚生連遠州病院
御殿場市役所健康福祉部健康推進課
一般社団法人焼津市医師会
共立蒲原総合病院健康診断センター
聖隷福祉事業団保健事業部聖隷予防健診センター
聖隷福祉事業団保健事業部聖隷健康診断センター
公益財団法人静岡県産業労働福祉協会
日本赤十字社浜松赤十字病院
医療法人社団綾和会浜松南病院
一般社団法人静岡市静岡医師会健診センター
公益財団法人浜松市医療公社浜松医療センター
公益財団法人静岡県結核予防会
静岡赤十字病院
磐田市立総合病院健診センター
一般社団法人半田市医師会健康管理センター
公立陶生病院
豊橋市民病院
医療法人豊昌会豊田健康管理 ッ
名古屋市立西部医療センター
医療法人山下病院
名古屋市医師会協同組合名古屋市医師会健診センター

静岡県

岐阜県

長野県

山梨県

愛知県
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県 施設名
小牧市民病院健診センター
株式会社DENSO
一般財団法人公衆保健協会
一般社団法人 ンタ 労働衛生協会
日本予防医学協会
医療法人名翔会名古屋セン ッ
三菱UFJ銀行健康センター 名
三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院健診センター ー
医療法人尚豊会 た 健診 ッ
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院健康管理施設 ッ
公益財団法人三重県健康管理事業センター
医療法人尚徳会 ハ総合病院
一般財団法人近畿健康管理センター三重事業部
市立野洲病院
公益財団法人滋賀県健康 財団
一般財団法人近畿健康管理センター
一般財団法人滋賀保健研究センター
日本赤十字社京都第二赤十字病院
一般財団法人京都予防医学センター
一般財団法人京都工場保健会
社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院
独立行政法人国立病院機構京都医療センター
一般財団法人 健康管理センター
一般財団法人箕面市医療保健センター
公益財団法人大阪府保健医療財団大阪 ん循環器病予防センター
交野市保健福祉総合センター
パ ソ ッ 健康保険組合健康管理センター
船員保険大阪健康管理センター
一般財団法人大阪府結核予防会
大阪医科大学健康科学 ッ
一般財団法人近畿健康管理センター大阪事業部
茨木市健康福祉部保健医療課
社会医療法人愛仁会愛仁会総合健康センター附属診療所
公益財団法人兵庫県健康財団
一般社団法人西宮市医師会西宮市医師会診療所
芦屋市保健センター

愛知県

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

三重県
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県 施設名
公益財団法人兵庫県予防医学協会
尼崎市保健所健康増進課
公益財団法人加古川総合保健センター
川西市医師会 センター
一般社団法人姫路市医師会
医療法人社団朝日ビ 中院 ッ
一般財団法人奈良県健康 財団
医療法人岡谷会小泉診療所
医療法人杉原内科
医療法人新生会高の原中央病院
奈良市総合医療検査センター
一般社団法人葛城 センター
社会医療法人平成記念会平成記念病院
塩田医院

和歌山県 公益財団法人和歌山県民総合健診センター
公益財団法人鳥取県保健事業団
労働者健康安全機構山陰労災病院
公益財団法人島根県環境保健公社
島根県厚生農業協同組合連合会
川崎医科大学総合医療センター
総合病院水島協同病院
一般財団法人淳風会健康管理センター
公益財団法人岡山県健康 財団
医療法人福嶋医院
公益財団法人広島県地域保健医療推進機構
医療法人厚生堂長崎病院
医療法人広島健康会 パー 検診 ッ
公益財団法人広島原爆障害対策協議会
一般社団法人三原市医師会三原市医師会病院
JA広島総合病院
公益財団法人中国労働衛生協会
山口県厚生農業協同組合連合会
一般財団法人防府消化器病センター

町立半田病院
公益財団法人 し 未来健康 機構

香川県 公益財団法人香川県総合健診協会

兵庫県

徳島県

山口県

広島県

岡山県

島根県

鳥取県

奈良県
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県 施設名
公益財団法人愛媛県総合保健協会
愛媛県厚生農業協同組合連合会健診センター
医療法人健会高知検診 ッ
公益財団法人高知県総合保健協会
一般社団法人粕屋医師会
一般社団法人小倉医師会
一般社団法人飯塚医師会検診検査センター
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院
一般社団法人福岡市医師会
社会医療法人社団高野会 め病院
公益財団法人福岡県結核予防会福岡結核予防センター
公益財団法人福岡労働衛生研究所
遠賀中間医師会 ん 病院
公益財団法人パ ッ ーチセンター西日本支部
一般社団法人筑紫医師会
一般財団法人医療情報健康財団
福岡国税局診療所
糸島医師会病院
一般財団法人西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所
社会医療法人雪の聖母会聖 福岡健診センター
公益社団法人北九州市門司区医師会
医療法人西福岡病院
公益財団法人福岡県結核予防会
一般財団法人日本予防医学協会九州事業部
医療法人親愛 ー ン ッ
医療法人社団高邦会高木病院産業健診センター
公益財団法人佐賀県健康 財団
公益財団法人佐賀県健康 財団総合保健協会事業所
公益財団法人佐賀県健康 財団成人病予防センター事業所
唐津東松浦医師会医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院
一般社団法人長崎市医師会
社会医療法人春回会春回会 ッ
公益財団法人長崎県健康事業団
公益財団法人熊本県総合保健センター
独立行政法人地域医療機能推進機構天草中央総合病院

福岡県

愛媛県

熊本県

長崎県

佐賀県

高知県
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県 施設名
社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院
日本赤十字社熊本健康管理センター
一般社団法人天草郡市医師会立天草地域健診センター
熊本県厚生農業協同組合連合会
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院予防医療センター
一般財団法人大分健康管理協会大分総合健診センター
公益財団法人大分県地域保健支援センター
臼杵市医師会立市民健康管理センター
大分県厚生連健康管理センター
大分県地域成人病検診センター
大分三愛総合健診センター
公益財団法人宮崎県健康 協会
公益社団法人宮崎市郡医師会成人病検診センター
一般社団法人藤元 藤元総合病院
一般社団法人都城市北諸県郡医師会都城健康 ービ センター
公益社団法人鹿児島県労働基準協会 ー センター鹿児島
公益財団法人鹿児島県民総合保健センター
一般財団法人琉球生命済生会琉生病院
社会医療法人仁愛会浦添総合病院健診センター
社会医療法人友愛会豊見城中央病院附属健康管理センター
社会医療法人敬愛会ちば ッ
一般財団法人沖縄県健康 財団
一般社団法人那覇市医師会生活習慣病検診センター

熊本県

大分県

沖縄県

鹿児島県

宮崎県
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