2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
北海道・東北エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

医大前南４条内科

北海道

北海道札幌市中央区南4条西15丁目1-32ほ
くやく南4条ビル3F

011-521-1159

エルム女性クリニック

青森県

青森県五所川原市中央４丁目93

0173-38-4188

あい内科クリニック日の出

秋田県

秋田県大仙市大曲日の出町2丁目4-46

0187-88-8503

医療法人秋田医仁会
秋田メモリアルクリニック

秋田県

秋⽥県秋⽥市南通⻲の町7-26

018-836-6070

さくらクリニック

山形県

山形県米沢市塩井町塩野1495-5

0238-26-1087

べにばな内科クリニック

山形県

山形県山形市蔵王成沢西4-11-32

023-688-3511

医療法人横山厚生会

山形県

山形県山形市⼗⽇町3丁⽬6-48

023-622-3415

しぎはらクリニック

福島県

福島県福島市八島田字勝口37

024-555-3331

宮上クリニック

宮城県

宮城県柴田郡柴田町西船迫2-7-1

0224-55-4103

岩手県盛岡市城西町7-33

019-623-4035

医療法人 江村胃腸科内科医院 岩手県

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
関東エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

広尾レディースクリニック

東京都

東京都渋谷区恵比寿1-12-1 CRD
Ebisu 1st

03-5447-2900

白鳥診療所

東京都

東京都葛飾区白鳥3-5-8

03-3601-7181

池ノ上産婦人科

東京都

東京都世田谷区北沢1-41-6

03-3467-4608

南烏山クリニック

東京都

東京都世田谷区南烏山6-7-19グレイス
ビル1F

03-3309-1818

千石はやし内科クリニック

東京都

東京都江東区千石2丁目10番6
JUTOWERFRONT千石 1階

03-6666-7884

坂口医院

東京都

東京都文京区本郷4-9-22

03-3811-1560

銀座小田クリニック

東京都

東京都中央区銀座2-6-12 大倉本館11F 03-3528-6887

大崎女性のためのクリニック

東京都

東京都品川区大崎2-1-1

03-5745-3077

大倉医院

東京都

東京都墨田区墨田1-10-4

03-3611-4077

けい子レディースクリニック表参道 東京都

東京都渋谷区神宮前5-45-8

03-5766-3367

北青山D.CLINIC

東京都

神宮前 3-7-10 ARK WISE BLDG.

03-5411-8225

あんずレディースクリニック

東京都

東京都墨田区吾妻橋2-3-9

03-6456-1682

丸茂レディースクリニック

東京都

東京都港区六本木1-6-1

03-5575-5778

はなおかレディースクリニック

東京都

東京都品川区南大井6-17-15 第二タジマ
03-5767-5285
ビル3

板橋医院

東京都

東京都北区滝野川7-8-12

03-3916-5670

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
関東エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

よしいけ内科クリニック

神奈川県

神奈川県横須賀市東浦賀1丁目1番地7
TAKAHASHIビル3階

046-846-5321

医療法人社団 晃徳会
横山医院

神奈川県

神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町
2−118

045-331-3296

市が尾ペインクリニック内科

神奈川県

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1063-3 045-978-6678

おおいウィメンズクリニック

神奈川県

神奈川県横浜市鶴見区馬場7-16-14

045-573-3111

まえだクリニック

千葉県

千葉県柏市柏1-1-7 池松ビル5F

04-7199-7377

おみがわ内科循環器クリニック

千葉県

千葉県香取市小見川808-1 新小見川第
0478-80-1110
一ビル１階

医療法人社団堅江会
はたクリニック

埼玉県

埼玉県ふじみ野市大井2-10-11

大宮シティクリニック

埼玉県

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソ
048-645-1256
ニックシティビル30F

医療法人彩寿会
あさみ医院

埼玉県

埼玉県深谷市黒田340-1

048-584-5565

静医院

群馬県

群馬県高崎市小八木町799-1

027-370-0777

医療法人社団
博郁会椎名産婦人科

茨城県

茨城県牛久市中央5丁目12−20

029-872-0799

医療法人花垣内科医院つちや
カルディオクリニック

栃木県

栃木県小山市東間々田2-103-3

0285-41-5551

049-278-3770

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
中部エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

北陸予防医学協会

富山県

富山県富山市西二俣277-3

076-436-1238

今井内科胃腸科クリニック

長野県

長野県岡谷市今井1211

0266-24-8688

瀬川クリニック

石川県

石川県小松市符津町ウ83-1

0761-44-5135

あんずクリニック産婦人科

静岡県

静岡県磐田市大久保896-39

0538-38-0301

こばやし内科クリニック

新潟県

新潟県新潟市中央区紫竹山6丁目2−26

025-246-5600

跡部医院

山梨県

山梨県甲府市伊勢2丁目15-6

055-233-5456

河村病院

岐阜県

岐阜県岐阜市芥見大般若1-84

058-241-3311

福山医院

福井県

福井県福井市安原町1-11-1

0776-41-0027

舟橋内科クリニック

福井県

福井県福井市舟橋1丁目110

0776-54-6565

加藤外科乳腺クリニック

愛知県

愛知県名古屋市瑞穂区田辺通5丁目8−2

052-836-7953

春岡通クリニック

愛知県

愛知県名古屋市千種区春岡通5丁目15

052-888-8600

くまのまえファミリークリニック

愛知県

愛知県名古屋市緑区兵庫1丁目411

052-876-3351

ひこさかクリニック

愛知県

愛知県大府市共西町1丁目344

0562-46-8055

医療法人忠恕会 小林内科

愛知県

愛知県名古屋市北区黒川本通3丁目67

052-915-5571

大口医院

愛知県

愛知県日進市香久山5丁目1801

052-807-5111

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
近畿エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

岩本医院

京都府

京都府向日市寺戸町向畑57-3

075-935-3650

よしおかクリニック

京都府

京都府京丹後市峰山町新町1606-1
ショッピングセンターマイン4階

0772-69-5700

鈴木レディースクリニック

三重県

三重県鈴鹿市平野町7740-1

059-370-5151

ほりいクリニック

三重県

三重県名張市百合が丘東2-132-2

0595-61-1231

津泌尿器科皮膚科診療所

三重県

三重県津市中央2-11

059-228-2646

医療法人社団布留クリニック

滋賀県

滋賀県甲賀市甲南町寺庄1098

0748-86-3135

直原ウィメンズクリニック

大阪府

大阪府豊中市新千里南町2丁目11-1

06-6871-0314

まつおクリニック

大阪府

大阪府八尾市光町1丁目46番地2F

072-991-6586

はるなクリニック

大阪府

大阪府大阪市淀川区西三国1丁目3番13

06-4807-5130

吉岡医院

大阪府

大阪府守口市京阪北本通4-7

06-6991-2859

早川クリニック

大阪府

中央区西心斎橋1-4-5 御堂筋ビル5F

06-6245-2100

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
近畿エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

なんのレディースクリニック

奈良県

奈良県生駒郡斑鳩町興留5丁目14-8

0745-75-5623

ちえクリニック

奈良県

奈良県奈良市学園北1丁目14-13 メディ
カル学園前3F

0742-93-7412

星和台クリニック

奈良県

奈良県北葛城郡河合町星和台2-1-20

0745-31-2071

旭ヶ丘クリニック

奈良県

奈良県香芝市旭ヶ丘5丁目36番1

0745-71-5600

菊美台クリニック

奈良県

奈良県生駒郡平群町菊美台1-10-13

0745-46-2221

藤原京クリニック

奈良県

奈良県橿原市四分町23

0744-20-0311

久保みずき女性検診クリニック

兵庫県

兵庫県神戸市西区椛台5-6-3 神戸 西神
078-990-3030
オリエンタルホテル3F

医療法人 誠人会
ふじと台クリニック

和歌山県

和歌山県和歌山市中573-19

073-499-8801

医療法人峰清会
岡田内科消化器クリニック

和歌山県

和歌山県和歌山市秋葉町2番19号

073-445-5770

おくむらクリニック

和歌山県

和歌山県和歌山市十二番丁9リヴァージュ
073-435-0510
十二番丁ビル2F

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
中国・四国エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

あさひまちクリニック

島根県

島根県松江市朝日町476-7

085-261-3006

赤碕内科外科クリニック

鳥取県

鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1848

085-855-1321

日野病院組合日野病院

鳥取県

鳥取県日野郡日野町野田332番地

0859-72-0351

医療法人 木村医院

山口県

山口県玖珂郡和木町和木3-1-12

082-752-2302

吉中内科医院

山口県

山口県山陽小野田市住吉本町1丁目3−17 0836-84-5177

笠岡レディースクリニック

広島県

広島県呉市西中央1丁目3-9

0823-23-2828

たではらクリニック

広島県

広島県広島市南区宇品神田1-2-16-3F

082-250-5220

サンノゼの丘クリニック

岡山県

岡山県岡山市北区芳賀1735-79

086-286-0888

おおしま内科皮フ科クリニック

徳島県

徳島県徳島市佐古二番町5-20

088-622-1230

潮江高橋病院

高知県

高知県高知市土居町9-18

088-833-2700

内田産婦人科

高知県

高知県高知市南久万39-2

088-873-0010

帯屋町ハートクリニック

高知県

高知県高知市帯屋町2丁目2-9-2F

088-875-4976

安原クリニック

香川県

香川県高松市三条町321-2

087-866-1111

よしもとレディースクリニック

愛媛県

愛媛県大洲市東若宮14-14

0893-25-7780

医療法人
梅岡レディースクリニック

愛媛県

愛媛県松山市竹原町1-3-5

089-943-2421

2022年4⽉8⽇時点

検査を受けられる医療機関
九州・沖縄エリア
医療機関名

都道府県

住所

電話番号

宮崎県都城市前田町17-32

0986-23-8815

まつおレディースクリニック 熊本県

熊本県荒尾市荒尾4160-257

0968-66-3110

三浦医院

佐賀県

佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦123

0955-51-1138

朝戸医院

鹿児島県

鹿児島県大島郡和泊町和泊14番地

099-792-1131

谷村胃腸科小児科医院

大分県

大分県大分市竹下1-9-22

097-524-3533

にのみや内科

大分県

大分県大分市中央町2-1-11

097-534-1164

南島原クリニック

長崎県

長崎県南島原市布津町乙1454番1

095-765-1077

宮崎内科医院

長崎県

長崎県長崎市白鳥町3-12

095-845-0312

藤沢内科クリニック

福岡県

福岡県糸島市荻浦3-7-22

092-323-0081

ふくろのクリニック

福岡県

福岡県福岡市中央区草香江1丁目8-39 092-761-7273

かじわらクリニック

福岡県

福岡県北九州市八幡東区中央２丁目
１０−４

093-663-3280

医療法人 阿部医院

福岡県

福岡県福岡市中央区今川1-2-6

092-741-7295

ひぐち内科胃腸クリニック

福岡県

福岡県太宰府市大佐野3丁目1−51

092-408-3538

西町クリニック

沖縄県

沖縄県那覇市西3丁目4－1 アーバン
ビュー西町

098-867-0010

中山産婦人科医院

宮崎県

