
デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー

08651 札幌センチュリー病院 011-871-1121

札幌市

06627 札樽病院 0134-62-4676

小樽市

05507 音更宏明館病院 0155-32-3311

河東郡

10152 あおもり健康管理センター 017-773-6011

青森市

04883 青森県総合健診センター 017-741-2336

青森市

04085 八戸西健診プラザ 0178-21-1717

八戸市

05238 遠山病院 019-651-2118

盛岡市

04088 岩手県予防医学協会 0570-00-7185

盛岡市

04090 岩手県予防医学協会　県南センター 0197-44-5713

胆沢郡

05441 周行会上杉クリニック健診センター 022-221-5668

仙台市

05783 中嶋病院 022-292-2234

仙台市

04583 みやぎ健診プラザ 022-231-3655

仙台市

04936 仙台赤十字病院 022-243-1111

仙台市

05707 ＪＣＨＯ仙台病院 022-378-9119

仙台市

04886 山形健診センター 023-673-0707

山形市

05560 山形検診センター 023-688-6511

山形市

04107 山形市医師会健診センター 023-645-7222

山形市

04109 舟山病院 0238-23-4435

米沢市

06832 米沢検診センター 0238-21-8811

米沢市

10284 菅原外科内科医院 0234-26-0500

酒田市

04111 庄内検診センター 0234-26-1882

酒田市

04523 今泉西病院 024-934-1515

郡山市

07500 いちょう坂クリニック 029-306-7251

水戸市

04122 北水会記念病院　健診センター 029-303-3005

水戸市

10358 神立病院　健診センター 029-896-6123

土浦市

10359 田谷医院 029-823-2636

土浦市

06633 野上病院 029-822-0145

土浦市

05710 古河総合病院 0280-48-0638

古河市

05712 龍ケ崎済生会総合健診センター 0297-63-7178

龍ケ崎市

06154 牛尾病院 0297-66-6111

龍ケ崎市

04954 小山記念病院健康管理センター 0299-85-1139

鹿嶋市

04958 栃木県保健衛生事業団 028-623-8383

宇都宮市

07501 かんけクリニック 028-633-6201

宇都宮市

04135 宇都宮記念病院総合健診センター 028-625-7831

宇都宮市

04134 栃木県済生会宇都宮病院 028-643-4441

宇都宮市

05791 宇都宮健康クリニック 028-666-2201

宇都宮市

北
海
道

青
森

岩
手

宮
城

山
形

福
島

茨
城

栃
木

健診機関住所

契約手続き中の健診機関になります。詳細未定の為、
お手続きに時間がかかる場合がございます。

乳マ・乳エ：セットで実施

　白石区菊水元町５条３丁目５番１０号
月～土／不 月～土

地
域

乳がん

子宮がん 備考

‐

　下ノ橋町６－１４

　北飯岡４丁目８－５０

月～金 月～金 月～金

　銭凾３－２９８

月～金 ‐ 月～金
　長苗代字中坪７４－１

月～土 月～金 月／不

　音更町木野大通東１７丁目１番６
月～金 月～金 水／不

　松原三丁目９番３９号

月～金／不 月～金／不 月～金／不
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　佃２－１９－１２

月～金 ‐ 水

　金ケ崎町西根前野２０９－１
月～水 月～水 月～水

　若林区卸町１－６－９

月・水～金 月・水～金 月～金
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　太白区八木山本町２－４３－３

月～金 月～金 月～金

　青葉区上杉２－３－３　ノースフォー１階

火木金 ‐ ‐
　宮城野区大梶１５－２７

月～水・金土 ‐ 火

　東崎町６－８

月火木 月～土 月～金／不
　鴻巣字茶屋下１５５５

‐ 月～木 月～水・金土／委

　神立中央５－１１－２

月～金 月～金 月～金
　泉区紫山２丁目１－１

火～木・土 火水／不 火

　厨５－１－２

土／不 土／不 土／不
　駒生町３３３７－１　とちぎ健康の森３Ｆ

月～土／不 月～土／不 月～木・土／不

　中里１－１

月～土 月～水・金土 ‐

　南館５丁目３番１０号

月～土 月～土 火木土
　駅前２－４－８

月～金 ‐ 月～金

　西大通１丁目５－６６

　西崎４９－６

月～金／不 ‐ 月～金／不
　蔵王成沢字向久保田２２２０

金／不 金／不 金／不

‐ 月水金 ‐
　東大町１丁目１０－６

月～金／不 ‐ 月～金／不

　東町１丁目２３－１
月～金／不 ‐ 月～金／不

　三の丸１－４－７３　水戸京成ビル１階

月～金 月～金 月～金
　東原３－２－１

‐ 月～土 ‐

月～水・金土 ‐ ‐
　朝日２－１８－８

　生田町３－２７
‐ 月～土／不 月～水・金土／委

月火・木～土 月火・木～土 ‐
　宿郷２－８－５

　徳次郎町５－５

　馴柴町１－１５－１

月～金 月～金 月～金

月～金／不 月～金／不 月～金／不

乳マ：３０歳以上申込可

　大通り１－３－１６

月～金 月～金 月～金
　竹林町９１１－１

月～土 月～土 月～土

(1) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

04957 宇都宮東病院 028-683-5771

宇都宮市

07489 とちぎ健診プラザ 0285-28-3111

小山市

06636 さくらのクリニック 0285-37-1221

小山市

04965 福田記念病院 0285-84-7765

真岡市

04961 黒須病院 028-681-8811

さくら市

10452 大山クリニック（旧　山王医院） 027-266-5410

前橋市

04137 真木病院 027-363-8558

高崎市

08264 安堀太田町クリニック 0270-75-2911

伊勢崎市

04141 日本健康管理協会　伊勢崎健診プラザ 0270-26-7700

伊勢崎市

06149 沼田脳神経外科循環器科病院 0120-40-2288

沼田市

04151 アルシェクリニック 048-640-6561

さいたま市

09082 さいたま中央クリニック 048-858-0003

さいたま市

04972 三愛病院 048-865-5300

さいたま市

07502 池袋病院 049-239-5671

川越市

04979 帯津三敬病院 049-236-0050

川越市

04143 三井病院 049-222-7217

川越市

04995 行田中央総合病院 048-553-2426

行田市

07551 松本産婦人科 0495-24-3377

本庄市

05662 みさと健和病院　健診センター 048-955-5494

三郷市

05003 公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 0493-81-6128

比企郡

05787 白岡中央総合病院 0480-93-0662

白岡市

04895 千葉衛生福祉協会　千葉診療所 043-225-8977

千葉市

04161 ポートスクエア柏戸クリニック 043-245-6051

千葉市

06652 ちば県民保健予防財団総合健診センター 043-242-6131

千葉市

10736 近藤クリニック 047-434-6000

船橋市

10763 西船橋健康管理クリニック 043-312-5811

船橋市

06664 千葉徳洲会病院 047-774-0385

船橋市

06660 大和田ファミリークリニック　予防医療センター 04-7141-7555

柏市

06654 五井病院 0436-21-5521

市原市

05675 我孫子東邦病院 070-5469-6563

我孫子市

04183 秋葉原メディカルクリニック 03-3280-5877

千代田区

06811 千代田診療所 03-3291-0375

千代田区

05933 品川イーストクリニック 03-5783-5522

港区

10854 鈴木胃腸消化器クリニック健診センター 03-3455-6188

港区

05934 日比谷公園健診クリニック 03-3595-0781

港区

05435 メディカルスクエア赤坂 03-3585-0365

港区

群
馬

千
葉

東
京

栃
木

埼
玉

　卒島２４４－１
‐ 月～水・金 ‐

火水金土 火水金土 火水金土
　駅南町６－１４－１８

受診日１週間前よりキャンセルは変
更料の徴収あり

　上並榎町１８７

‐ 月～土 ‐
　安堀町１９０４－５

月～土 月～土 月～土

月～土 月～土 月～土
県内からの予約：0120-626-
535　平出町３６８－８

木土／不 木土／不 木土／不
　上大沼１２７－１

　氏家２６５０
火～土 火～土 火～土

　中町６５５－１

‐ 月金 月金
　山王町２－２０－１６

月～土／不 月～土 月水金
　栄町８番地

月～土 月～土 火・木～土／不

　大宮区桜木町２－１－１　アルシェ９Ｆ

月～土 月～土 ‐
　中央区上落合８－３－３２

月～土 月～土 月～土

　笠幡３７２４－６

月～金 月～金／不 ‐
　大中居５４５番地

水金土 土／不 水金

　桜区田島４－３５－１７
月～土 月～土 水

　富士見町２丁目１７番地１７
月～土 月～土 月～土

　連雀町１９－３
月～土 月・水～土／不 月～土

月～土 ‐ 月～水／不委
　中央区院内１－８－１２

月～金 月～金 ‐

‐ 月火金 月火金土
　千代田１－１－２６

　小久喜９３８－１２

火・木～土／不 金土／不 火・木～土／不
　鷹野４－４９４－１

火木 火木 火木
　吉見町江和井４１０－１

月～金 月～金 月～金
　中央区問屋町１－３５千葉ポートサイドタワー２７Ｆ

　葛飾町２－３４０　フロントンビル５Ｆ

月～金 月～土 火～木
　高根台２－１１－１

火土／不 火土／不 火土／不

　美浜区新港３２番地１４

‐ 火木金 ‐
　葛飾町２－３３７

月～金 月～金 月～金

‐ 水～日 ‐
　豊四季３０１－７

月～土 月～土 月～土
　外神田１－１６－９　朝風二号館ビル６階

　神田錦町１－９
火金 月～土 火金

‐ 木 月水木
　芝五丁目２７－１　三田ＳＳビル１階

　五井５１５５

水 ‐ 水
　我孫子１８５１－１

月～土 月～土 ‐

‐ 月～金 ‐
　港南２－１５－２　品川インターシティＢ棟２Ｆ

月～金／不 月～金／不 月～金／不
　新橋１－１８－１　航空会館４Ｆ

月～金 月～金 月～金
　赤坂２－１７－１７

(2) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
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健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
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05931 汐留ガーデンクリニック 03-5537-8080

港区

05023 新宿健診プラザ 03-3207-2222

新宿区

04197 芙蓉診療所　成人病医学センター 03-3350-6731

新宿区

07505 野村ビルメディカルクリニック 03-6273-8277

新宿区

04192 金内メディカルクリニック 03-3365-5521

新宿区

05498 聖母病院 03-3951-1129

新宿区

04201 鴬谷健診センター 03-3873-9161

台東区

05937 テレコムセンタービルクリニック 03-3713-5800

江東区

06682 ウェルビーイング毛利 03-3635-5711

江東区

04206 目黒メディカルクリニック 03-3280-5877

品川区

06822 二子玉川メディカルクリニック 03-3707-7720

世田谷区

10954 久我山病院 03-3309-8131

世田谷区

05952 古藤クリニック 03-3229-6582

中野区

07255 林脳神経外科メディカルクリニック 03-5307-8403

杉並区

04218 アーバンハイツクリニック 03-3946-6721

豊島区

07823 日暮里健診プラザ 03-5850-1700

荒川区

05031 練馬桜台クリニック 03-5999-0723

練馬区

09257 富士森内科クリニック 042-621-0300

八王子市

04231 立川中央病院附属健康クリニック 0570-032-220

立川市

11096 松井健診クリニック 0120-037-388

武蔵野市

04800 野村病院予防医学センター 0422-47-8811

三鷹市

05036 多摩丘陵病院 042-797-1512

町田市

11156 あけぼの病院　健診部 042-728-4010

町田市

11061 東京白十字病院 042-393-7486

東村山市

05973 多摩海上ビル診療所 042-356-2222

多摩市

06821 武蔵野徳洲会病院　健康管理センター 042-465-0769

西東京市

05965 日の出ヶ丘病院　健診部 042-588-8666

西多摩郡

09277 ヘルチェック　横濱ゲートタワー 0570-012-489

横浜市

05765 新横浜メディカルサテライト 045-471-3855

横浜市

04246 西横浜国際総合病院 045-861-8430

横浜市

06716 清水橋クリニック 045-847-5533

横浜市

11298 横浜栄共済病院 045-891-2171

横浜市

06824 ありがクリニック 045-482-4258

横浜市

05049 川崎健診クリニック 044-511-6116

川崎市

06721 AOI国際病院健康管理センター 044-277-5762

川崎市

05418 ＫＳＰクリニック 03-3713-5800

川崎市

東
京

神
奈
川

　台町２－１４－２０

月～土 月～土 月～土
　柴崎町３－１４－２　ＢＯＳＥＮビル４階

‐ 月水金／不 ‐

　西日暮里２－２０－１　ステーションポートタワー４階
火水金／不 火水金／不 火水金／不

　下小山田町１４９１
月～土 月～土 月～土

　吉祥寺東町１－１９－２３

月～水・金土 月～水・金土 月～水・金土
　下連雀８丁目３番６号

月～土 月～土 月～水・金土

　戸塚区汲沢町５６番地

月水／不 月水／不 月水／不
乳エ：乳マ含む

　港南区日野中央１－１９－４

月～土 月～土 月水木土

　西区高島１－２－５　横濱ゲートタワー４階
月～土祝 月～土祝 月～土祝

　高津区坂戸３－２－１　ＫＳＰ西５０３号
‐ 月～土／不 火木土／不

月火 月火 月火
　東新橋１－８－２　カレッタ汐留Ｂ１

　西新宿１－２６－２　新宿野村ビル５Ｆ

月～土 月～土 月～土
　西新宿７－５－２５　西新宿プライムスクエア２Ｆ

月～金 月～金 月～金

　歌舞伎町２－３－１８

月～土 月～土 月～土
　新宿５－１４－５

月～土 月～土 月～土

　根岸２－１９－１９
月～金 月～金 月～金

　中落合２－５－１
火～木・土／不 火～木・土／不 火～木・土／不

　毛利１－１９－１０　江間忠錦糸町ビル

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　東五反田５－２２－３３　ＴＫ池田山ビル４Ｆ

月～金 月～金 月～金

‐ 月～金／不 ‐
　青海２－５－１０　テレコムセンタービルＷ０３０２

　玉川３－１５－１　曽根ビル５Ｆ
‐ 月～木・土日 ‐

　北烏山２－１４－２０
月～土 月～土 月～土

　中野２－１３－２３　岡デンタルビル２Ｆ

火～土／不 火～土／不 火～土／不
乳マ・乳エ：セットで実施（３９歳以下
は乳エのみ実施可）

　阿佐谷南１－９－２　Ｇｏｏｄ１階

‐ 月～土 ‐

‐ 月～土 月～土
　巣鴨１－１６－２　アーバンハイツ巣鴨Ｂ棟２階

　中町１－２３－３

火木金

　豊玉北４－１１－９
‐ 月～土 ‐

‐ 火木
　諏訪町２－２６－１

月～金 月～土 月～土

　向台町３丁目５番４８号

火～木 火～木 火～木
　日の出町大久野３１０

月～土 月～土 火金

　鶴牧２丁目１番地１多摩東京海上日動ビル中央館１階
月～土 月～土 月水木

　港北区新横浜２－５－１１　金子第一ビル４階
月～土 月～金 月～金

　川崎区駅前本町１０－５　クリエ川崎　８Ｆ

月～金／不 月～金 月～金
　川崎区田町２丁目９番１号

月～木 月～木 月～木

乳マ：乳エ含む

　栄区桂町１３２番地

‐ 月火・木～土 ‐
　青葉区荏田西５－７－１１

木 木 ‐

(3) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

04807 京浜保健衛生協会 044-330-4565

川崎市

04248 湘南健診センター 0463-21-3811

平塚市

11239 鎌倉ヒロ病院 0467-24-7171

鎌倉市

09120 小田原箱根健診クリニック 0465-24-0077

小田原市

04253 湘南健康管理センター 0467-86-6570

茅ヶ崎市

04258 ヘルスケアクリニック厚木 046-227-1131

厚木市

07588 新井医院 046-229-4341

厚木市

04260 ＪＡ健康管理センターあつぎ 046-229-3731

厚木市

04261 東名厚木メディカルサテライトクリニック 046-229-1937

厚木市

11285 大和徳洲会病院 046-262-6400

大和市

06714 桜ヶ丘中央病院 046-259-5446

大和市

09099 つげの木海老名健診センター 046-259-8700

海老名市

05766 健康医学予防協会　新潟健診プラザ 025-245-1177

新潟市

04281 健康会館（新潟縣健康管理協会） 025-245-4455

新潟市

05052 集団検診センター 025-370-1961

新潟市

04278 新潟県保健衛生センター 025-267-6328

新潟市

04277 プラーカ健康増進センター 025-370-1961

新潟市

08345 新潟万代病院 025-244-4700

新潟市

05053 新津成人病検診センター 025-370-1960

新潟市

05288 岩室温泉病院　岩室健康増進センター 025-370-1970

新潟市

11362 長岡西病院 0258-27-8712

長岡市

05696 長岡健康管理センター 0258-28-3666

長岡市

05056 十日町検診センター 025-752-6196

十日町市

05697 山北徳洲会病院 0254-60-5555

村上市

04280 上越地域総合健康管理センター 025-521-0521

上越市

05058 佐渡検診センター 0259-55-3175

佐渡市

05059 小出検診センター 025-752-6196

魚沼市

04283 富山市医師会健康管理センター 076-422-4811

富山市

05064 厚生連高岡健康管理センター 0766-21-3930

高岡市

05698 浦田クリニック 0765-23-5753

魚津市

11426 地域医療機構　金沢病院 076-251-1113

金沢市

05700 金沢赤十字病院 076-242-8131

金沢市

04287 北陸病院 076-243-6888

金沢市

11429 金沢有松病院 076-242-2111

金沢市

05702 能美市立病院 0761-55-0560

能美市

04295 ふくい総合健康プラザ 0776-25-2206

福井市

契約手続き中の健診機関になります。詳細未定の為、
お手続きに時間がかかる場合がございます。

福
井

富
山

石
川

新
潟

神
奈
川

　宝町１０－４
月～土 月～土 月～土

月～土 月～土 月～土

月～土 月～土 火～木

　高津区上作延８１１－１

乳マ：３０歳以上申込可

　旭町１－２５－１　本厚木ミハラス３階

‐ 月～水・金 ‐
　旭町１－２７－５　ＭＳビル３Ｆ

　秋葉区程島２００９

水～金 月～金 水～金

　中央区川岸町２－１１－１１

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　中央区天神１－１　プラーカ３（５Ｆ）

月～土 月～土 月～土

月～土／不 月～土／不 月～土／不

　西蒲区岩室温泉７７２－１

月水金 ‐ 月～金
　三ツ郷屋町３７１－１

月～金／不 月～金／不 月～金／不

　中央区八千代２－２－８

月～土／不 月～土／不 月～土／不

　勝木１３４０－１
月火木金 月火木金 ‐

　千秋２丁目２２９番地１

月～土 月～土 月金

　経堂４－１－３６
月水金／不 月水金／不 月水金／不

　真野５３６

　本江１－２６

月～土／不 月～土／不 月～土／不

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　中央区川岸町１－３９－５

月～土／不

　酒井３１３２

月～土 月～土 月～土
　船子２２４

　中央区新光町１１番地１

月～土／不 月～土／不 月～土／不

　中央４－４－１２

月～土 月～土 月～土

　福田１－７－１
月～土 月～土 月～土

月～土 月～土 月～土
　茅ヶ崎２－２－３

　材木座１－７－２２

火～日祝 火～日祝 火～土
　栄町１丁目１番１５号　ミナカ小田原７階

月火・木～土 月火・木～土 月火木金

月～土／不 月～土／不

　中央１－１９－３３　海老名クリニックガーデン３Ｆ

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　中央区紫竹山２丁目６番１０号

‐ 月火・木～土／不 月火金土／不二委

　春日町２－１１３
月～土／不 月～土／不 月～土／不

　春日野１－２－３３
月～金／不 ‐ 月～金／不

　日光１－３－１０

　小出島１２４０－１３

月～金 ‐ 月～金
　永楽町５番１０号

月～土／不 月～土／不 月～土／不

　泉が丘２－１３－４３

月～金 月木 月～金
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　沖町ハ－１５

　三馬２－２５１

月～金 月～金 金

月～土 ‐ 水～土

乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　有松５－１－７

月～土／不 月～土／不 金
　大浜町ノ８５

月～土 月～土 月金

(4) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

08968 岩井病院 0776-24-0306

福井市

04301 相澤健康センター 0263-34-6360

松本市

11528 市立大町総合病院 0261-85-2234

大町市

04564 くろさわ病院 0267-64-1741

佐久市

07376 町立辰野病院 0266-41-0238

上伊那郡

05084 あづみ病院 0261-61-1181

北安曇郡

06171 平野総合病院 058-234-6351

岐阜市

09286 岐阜健康管理センター　大垣支部 0574-66-1230

大垣市

04307 中津川市民病院 0573-66-1456

中津川市

11575 城山病院 0573-66-1334

中津川市

05268 岐阜健康管理センター 0574-25-2555

美濃加茂市

08768 東海中央病院 058-382-3101

各務原市

04306 サンライズクリニック 058-247-3307

羽島郡

11587 博愛健康クラブ 0584-23-1120

不破郡

04319 聖隷健康サポートセンターＳｈｉｚｕｏｋａ 0120-283-170

静岡市

07379 大島医院 054-256-0040

静岡市

04321 聖隷健康診断センター 0120-938-375

浜松市

04322 聖隷予防検診センター 0120-938-375

浜松市

05390 はぁとふる内科・泌尿器科 0557-53-5000

伊東市

05345 新都市病院 0120-089-150

磐田市

11652 西焼津健診センター 054-620-6085

焼津市

04313 東部病院 0550-89-8000

御殿場市

09188 田中クリニック 055-992-1881

裾野市

05667 市立御前崎総合病院 0537-86-8867

御前崎市

04553 池田病院 055-986-8600

駿東郡

04326 一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会 052-732-2200

名古屋市

07309 メディカルパーク今池 052-734-2200

名古屋市

07381 東山内科・東山健康管理センター 052-734-2200

名古屋市

04328 中部健康管理センター 052-979-5010

名古屋市

04330 大雄会ルーセントクリニック 052-569-6030

名古屋市

11682 ダイヤビルレディースクリニック 052-561-1881

名古屋市

06743 公衆保健協会 0120-927-953

名古屋市

05096 名古屋公衆医学研究所 052-412-3111

名古屋市

04331 国際セントラルクリニック 052-821-0090

名古屋市

05398 名古屋ステーションクリニック 052-551-6663

名古屋市

07603 ミッドタウンクリニック名駅 052-551-1169

名古屋市

福
井

　岐南町野中３－２２０

　三ヶ名３３０－４

火木

静
岡

愛
知

長
野

岐
阜

　垂井町２２１０－４２

月～土／不 月～土／不 月～土／不
４／１～４／１０休診

　駿河区曲金６－８－５－２　マークス・ザ・タワー東静岡２階３階４階

月～土 火 ‐

火～金 火～金 火～金

月～金 月～金／委
　ぐみ沢１１８０－２

月～土 月～土 ‐

　長泉町本宿４１１－５

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　千種区今池１－８－４

月～土 月～土 月水木土

　伊豆島田８１０－７
‐ 月～土 ‐

　東区代官町３４－２５

月～土 月～土 月～土
　西区牛島町６番１号　名古屋ルーセントタワー３Ｆ

水 水 水

月～土 月～土 月～土／委
　千種区東山通５－１０３

月火金土／二委 月火金土／二委 月火金土／二委
　日之出２丁目１５番１０号

　大町３１３０番地

‐ 月～金 月～金
　中込１－１７－８

月～金 月～金 月～金

　本庄２－５－１
月～土 月～金 月～金

　池田町大字池田３２０７－１

月～木・土 ‐ 月～木・土／不
　黒野１７６－５

月～金 月～金 月木

　辰野町大字辰野１４４５番地５
火～金 ‐ 火水金

　大井３－２１－８　西濃運輸福寿会館２階
土／不 土／不 ‐

　苗木３７２５－２

火～金／不 火～金／不 火～土／不
　西町１－２９２

‐ 月～金／不 ‐

月～金 月～金 月～金
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　駒場１５２２－１

火木 火木 水金
　蘇原東島町４－６－２

　駿河区用宗１丁目３３－３
‐ 月～水・金土 ‐

４／１～４／１０休診

　北区三方原町３４５３－１
月～土／不 月～土／不 月～土／不

４／１～４／１０休診

　中区住吉２－３５－８
月～土／不 月～土／不 月～土／不

　中泉７０３
月水木／不 月水木／不 月水木／不

‐ 月～土／不 ‐
　八幡野９４７－６５１

月～土 月～土 月～土
　千種区今池１－８－８　今池ガスビル２階

　池新田２０６０番地
火～金 火～金 火木

　中村区名駅４－６－１７　名古屋ビルディング８Ｆ

月～土 月～土 月～土

‐ 火金 火金
　西区名駅１丁目１－１７　名駅ダイヤメイテツビル２階

　中村区那古野１－４７－１国際センタービル１０階

月～土 月～土 月～土

　中村区黄金通２丁目４５番２

水 水 木
　中村区長筬町４－２３

月～土／不 月～土／不 月～土／不

　中村区名駅一丁目１番１号　ＪＰタワー名古屋５階
月～土 月～土 月～土

(5) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

05986 毎日ドクター 052-581-0752

名古屋市

05097 大名古屋ビルセントラルクリニック 052-821-0090

名古屋市

04816 東海診療所 052-582-0751

名古屋市

04333 名古屋東栄クリニック 052-201-1111

名古屋市

04334 マリンクリニック 052-954-8001

名古屋市

11683 名城病院 052-201-5311

名古屋市

04335 名古屋セントラルクリニック 052-821-0090

名古屋市

07384 守山内科・守山健康管理センター 052-734-2200

名古屋市

09102 さくら医院 052-892-0200

名古屋市

06745 成田記念病院 0532-31-3806

豊橋市

06173 光生会病院 0532-61-3000

豊橋市

04336 豊橋元町病院 0532-26-1120

豊橋市

04345 岡崎市医師会はるさき健診センター 0120-489-545

岡崎市

04337 宇野病院 0564-24-2217

岡崎市

07998 千秋病院 0586-77-0012

一宮市

11719 あさい病院 0561-84-3111

瀬戸市

08002 半田市医師会健康管理センター雁宿支所 0569-27-7887

半田市

05101 半田市医師会健康管理センター 0569-27-7887

半田市

08705 （一社）刈谷医師会臨床検査センター 0566-91-3010

刈谷市

06749 刈谷豊田総合病院 0566-25-8182

刈谷市

06186 中野胃腸病院 0565-57-3366

豊田市

11737 トヨタ記念病院　健診センター 0565-24-7153

豊田市

06187 豊田健康管理クリニック 0565-27-5551

豊田市

06750 八千代総合健診センター 0566-98-3367

安城市

11746 オリエンタルラグーナ蒲郡健診センター 0533-59-7171

蒲郡市

04340 総合犬山中央病院　健康管理センター 0568-62-8246

犬山市

11754 新城市民病院 0536-23-7877

新城市

07602 あらかわ医院 0561-53-9668

尾張旭市

05359 中京サテライトクリニック 0562-93-8222

豊明市

05102 和合セントラルクリニック 052-821-0090

愛知郡

04343 渡辺病院健診センター 0569-87-5000

知多郡

04348 みたき健診クリニック 0120-177-667

四日市市

05360 ヨナハ健診クリニック 0120-301-478

桑名市

05553 中京サテライトクリニック三重 059-373-4875

鈴鹿市

11830 彦根中央病院 0749-27-6515

彦根市

05767 京都からすま病院 075-491-8559

京都市

契約手続き中の健診機関になります。詳細未定の為、
お手続きに時間がかかる場合がございます。

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

　針崎町字春咲１－３

月～土 月／不 月水金
　中岡崎町１－１０

月～土 月～土 月～土

月～木 火～木 月～木

　駒新町金山１－１２
月～土 月～土 月～土

月～土 月～土 月～土

　南大清水町字元町２０５

　海陽町２－２

　中村区名駅三丁目２８番１２号　大名古屋ビルヂング９Ｆ

月～金 月～金 月～金
　中村区名駅南１－２４－２０　名古屋三井ビルディング新館３Ｆ

月～日 月～日 月～日

月～土 月水木土 月水木土
乳マ：３０歳以上申込可

　中村区名駅一丁目１番３号　ＪＲゲートタワー２６階

　中区丸の内３－２０－１７　ＫＤＸ桜通ビル４階

月～金 月～金 ‐
　中区三の丸１－３－１

月～土／不 月～土／不 月～水・金土／不

　中区栄２－１１－２５
月～土 月～土 月～土

月～土 月～土 月～土
　守山区新守山９０１番地

月～土 月～土 月～金
　緑区鳴子町３丁目４９－２３ナルコス２階

　矢形町１７８－１

月火金土 月火金土 月火金土
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

月～木 月～木 月～木
　南区千竃通７－１６－１

　羽根井本町１３４番地

月～金 ‐ 月～金
　吾妻町１３７

月～土 月～土 月～土

月～土 ‐ ‐

　千秋町塩尻字山王１

乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　神田町１－１
月～土 月～土 月～土

火～木・土／不 火～木・土／不 火水土／不
　一色町３丁目５－１

月～金 月～金 月～金
　平和町１－１

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　住吉町５－１５

　竜神町新生１５１－２

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　住吉町二丁目２番７号

月水土 月水土 月水土

月～土 月～土 月～土
　大字五郎丸字二夕子塚６

　大久手町中松原３９番地

月～土 月～土 月～土
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　沓掛町石畑１８０－１

火～木・土／不 水／不 水／不

月火木金 月火木金 月～木
　字北畑３２番地１

月～土 月～土 水
　美浜町大字野間上川田４５－２

火木金 火木金 火木金
　東郷町大字春木字白土１－１８８４

　和泉８丁目２６４－３
月～土 月～土 月～水・金土

　生桑町菰池４５０－３
月～金 月～金 月～金

月火・金～日 ‐ 金日
　西今町４２１

乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　庄野町字久保８６６
月～土／不 月～土／不 月～土／不

金 金 金
　北区小山北上総町１４

　雁宿町１－５４－１

(6) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

05719 京都民医連あすかい病院 075-712-9160

京都市

05387 中央診療所 075-211-4503

京都市

11913 京都逓信病院 075-241-7168

京都市

07323 学研都市病院 0774-98-2113

相楽郡

12003 橋村医院 06-6641-6512

大阪市

12060 南大阪総合健診センター 06-6654-2222

大阪市

05998 淀川健康管理センター 06-6303-7281

大阪市

04376 西中島クリニック 06-6301-5586

大阪市

05999 コープおおさか病院 0570-08-1167

大阪市

05991 近畿健診センター 06-6365-1655

大阪市

04378 大阪府結核予防会大阪総合健診センター 06-6202-6667

大阪市

11918 淀屋橋健診プラザ 06-6232-7770

大阪市

05122 結核予防会堺複十字診療所 072-221-5515

堺市

12027 堺市立総合医療センター 072-272-9959

堺市

06766 吉井クリニック 06-6388-0110

吹田市

07324 第一東和会病院　健診センター 072-671-1035

高槻市

04388 愛仁会総合健康センター 072-692-9291

高槻市

06206 天の川病院 072-847-0625

枚方市

07606 彩都友紘会病院 072-641-6898

茨木市

06774 畷生会脳神経外科病院 072-876-7008

四條畷市

04389 兵庫県予防医学協会 078-855-2740

神戸市

04391 兵庫県健康財団 078-579-3400

神戸市

04392 丸山病院　健診センター 078-642-1131

神戸市

06004 三聖病院 0120-48-1739

神戸市

04406 伊川谷病院 078-974-1990

神戸市

08908 久保みずき女性検診クリニック 078-990-3030

神戸市

06781 今井病院 072-766-0030

川辺郡

04530 吉田病院 0742-45-4601

奈良市

05194 竹村医院 0739-26-6700

田辺市

04415 鳥取生協病院 0857-25-0626

鳥取市

06214 済生会昭和町健康管理センター 086-252-2200

岡山市

05140 岡山赤十字病院 086-222-8811

岡山市

04431 淳風会　健康管理センター 050-3163-0002

岡山市

04425 川崎医科大学総合医療センター 086-225-2111

岡山市

04424 岡山中央診療所　健康管理センター 086-233-2222

岡山市

07611 医療法人緑風会三宅おおふくクリニック 086-737-3020

岡山市

契約手続き中の健診機関になります。詳細未定の為、
お手続きに時間がかかる場合がございます。

兵
庫

岡
山

大
阪

奈
良
和
歌
山

鳥
取

京
都

　幸町４－３

月～土 月～金 月水金
　宮之阪２丁目２０－１

月～金 月～金 月～金

月～金 月～金 月～金

　彩都あさぎ７丁目２番１８号
月火木金／不 月火木金／不 ‐

月～土

　北区昭和町１２－１５

月～金 月～金 月～金
　北区青江二丁目１番１号

月～金 月～金 月～金

　北区大供２－３－１
月～土 月～土

　左京区田中飛鳥井町８９
月木 月火木／不 月木

　中京区三条通高倉東入桝屋町５８

木 木 木
　中京区六角通新町西入西六角町１０９

‐ 水金／不 月～土／委

‐ 月～土／不 ‐
　浪速区大国２－６－１１

　精華町精華台７丁目４－１
月～土 ‐ ‐

　西成区南津守７－１４－３２

火・木～土／不 月～土／不 月～土／不
　淀川区十三本町１－１－９

月～土 月～土 月～土

火～木・土／不 月～土／不 火～木・土／不
　北区西天満５－９－３　アールビル本館２階

　淀川区西中島３－２－１１

月火木金 金 火木
　鶴見区鶴見３－６－２２

月～土 月～土 月水土

月火・木～日 月火・木～日 月火木金／不

　中央区伏見町４－１－１－４Ｆ　明治安田生命大阪御堂筋ビル

月～金 月～金 月～金
　中央区道修町４－６－５

　西区家原寺町１－１－１
月～金 ‐ ‐

　堺区三国ヶ丘御幸通５９　南海堺東ビル（堺タカシマヤ上）８階　南海堺東駅クリニックセンター内

　豊津町１－２１　エサカ中央ビル５階

火 火 月～土／不
　宮野町２番１７号

‐ 月～水・金土 月～水・金土

月～金 火金土 ‐
　中野本町２８－１

　兵庫区荒田町２－１－１２

月～土 月～土 ‐
　長田区丸山町３丁目４番２２号

月～金 月～金 月火木金

　灘区岩屋北町１－８－１

　西区池上２－４－２
月～土 月～土 月火木金

　中央区琴ノ緒町４－２－５
‐ 月～土 月～土／委

　西区糀台５－６－３　神戸西神オリエンタルホテル３Ｆ
月～金 月～金 月～金

火水金 金 火水金
　西大寺赤田町１丁目７番１号

‐ 月～金 ‐
　猪名川町北田原字屏風岳３番地

‐ 月～金 ‐
　東山１－３－８

　末広温泉町４５８
月火木金 月～金 月～金／委

　北区柳町１－１３－７

月～土 月～土 月～土
　南区大福３９３－１

月～水・金土 月～水・金土 水金土

月～金 月～金 月～水・金
　北区中山下二丁目６番１号

(7) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

04427 水島協同病院 086-444-3211

倉敷市

05258 健康管理センター倉敷 086-454-8400

倉敷市

12301 玉野三井病院 0863-31-4187

玉野市

05141 西広島リハビリテーション病院 082-924-1116

広島市

05143 竹政会セントラル病院 084-924-8041

福山市

05186 福山検診所 084-926-2580

福山市

05734 広島生活習慣病・がん健診センター大野 0829-56-5505

廿日市市

06237 宇部協立病院 0836-33-6111

宇部市

04542 宇部興産中央病院 0836-51-9222

宇部市

05735 阿知須共立病院 0836-65-2711

山口市

12412 清仁会　林病院 083-972-1157

山口市

12421 徳島平成病院 088-623-8624

徳島市

05409 虹の橋病院 088-633-5886

徳島市

08871 高松紺屋町クリニック 087-802-5880

高松市

04454 香川成人医学研究所ウェルチェックセンター 0120-50-2311

坂出市

12450 河内病院 0877-33-3113

仲多度郡

04544 順風会　健診センター 089-915-0002

松山市

06793 松山城東病院 089-934-2502

松山市

04455 愛媛県厚生連健診センター 089-970-2070

松山市

05407 済生会今治病院 0898-47-6034

今治市

12481 ＪＣＨＯ　宇和島病院 0895-23-6501

宇和島市

12483 愛媛労災病院 0897-33-6191

新居浜市

04548 クリニックグリーンハウス 088-871-2529

高知市

06234 戸畑総合病院 093-871-2760

北九州市

04475 九州健康総合センター 093-672-6210

北九州市

05393 健康財団クリニック 092-272-2398

福岡市

06007 千鳥橋病院 092-651-6488

福岡市

06794 博多駅東クリニック 092-473-9177

福岡市

12539 福岡記念ＰＥＴ・健診センター 092-739-0110

福岡市

04467 赤坂総合健診センター 092-761-2546

福岡市

04857 ウィメンズウェルネス天神デュアル 0120-489-379

福岡市

04468 福岡国際総合健診センター 092-712-7776

福岡市

07306 林内科クリニック 092-737-7277

福岡市

12564 ＪＣＨＯ　久留米総合病院 0942-33-1211

久留米市

04471 新古賀クリニック 0942-35-3170

久留米市

07283 嶋田病院　健診センター 0942-72-2375

小郡市

広
島

山
口

香
川

愛
媛

高
知

岡
山

徳
島

月～金

　横津町３－２－３１
月～土 月～土 月～土

火・木～土／委

　高砂町二丁目３番１号
月～金 月～金

　中央区天神２丁目３－２　天神アイエスビル６Ｆ
‐ 火・木～土

月～金 月～金 月～金
　連島中央３丁目１－１９　淳風スクエアビル

　水島南春日町１－１
月～金 月～金 月～金

　玉３－２－１
月～金 月火木金 ‐

　佐伯区三宅６丁目２６５番地

月～金 月～金 ‐
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　住吉町１番２６号

月水金 月水金 月水金

　大野早時３４０６－５

月～金 月～金 ‐
乳がん：３９歳以下は乳エ，４０歳以
上は乳マ申込可

　五十目山町１６－２３

月～土 月～土 月～金／不

　南本庄５－１１－１
月～金／不 月～金／不 月～金

子宮：木は院内実施の場合あり

　小郡下郷７５１－４

水金／不 水金／不 水金／不
　伊賀町３丁目１９－２

月～土／不 火～木／不 月～土／不委

　大字西岐波７５０

月～金 月～金 火～木
　阿知須４８４１－１

月～金 ‐ 月～金

　中島田町３－６０－１
月～土 月水金土 火水

‐ 月～土 ‐
　多度津町青木１３０－１

水金 月水金 水金
　紺屋町５－３

　松末２－１９－３６

月～金 月～金 月～金
　鷹子町５３３－１

月～土 ‐ 月～土／委

　賀古町２－１－３７

月～金 月～金
　南小松原町１３－２７

月～金 ‐ ‐

月～土 月～金 水木
　喜田村７－１－６

　上町１－７－１
月～土 月～土 月～水・金土

　博多区上川端町１４－３０－２０１

月～土／不 月～土／不 月～土／不
　博多区千代５－１８－１

月水金 月水金 月水金

　戸畑区福柳木１丁目３－３３

火～金 火～金 火～金
医師都合で受診日変更あり

　八幡東区平野１丁目１１－１

火水 火水 月～金

　中央区大名２－４－７

月～金 月～金 月～金
　中央区天神１－１４－４　天神平和ビル７Ｆ

月～金 月～金 月～金

　博多区博多駅東１－１３－９　いちご博多駅東ビル２Ｆ

月～金 月～金 月～金
　中央区今川２－１６－１６

月～金／委 月～金／委 月～金／委

　櫛原町２１

月～土 月～土 月～土
　天神町１０６－１

月～金 ‐ 月～金

　中央区天神２－１３－７　福岡平和ビル２階
月～土 月～土 月～土

　小郡２１７－１
月～土 月～土 ‐

福
岡

月～金

(8) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│



デンソー健康保険組合 婦人科

健診機関
ID

健診機関名 電話番号

市区郡 乳マンモ 乳エコー健診機関住所

地
域

乳がん

子宮がん 備考

12526 篠栗病院 092-947-0712

糟屋郡

06797 福岡青洲会病院 092-939-5539

糟屋郡

06800 御所病院　健康管理センター 0930-25-3213

京都郡

04481 如水会今村病院 0942-84-1238

鳥栖市

04484 春回会クリニック　健診センター 095-844-1481

長崎市

12646 池田病院 0957-62-5163

島原市

06233 日赤諫早病院 0957-27-2127

諫早市

04490 長崎百合野病院健診センター 095-882-2550

西彼杵郡

05205 青磁野リハビリテーション病院 096-312-1332

熊本市

12690 国民健康保険宇城市民病院 0964-32-0335

宇城市

05171 おおいた健康管理センター 097-547-1111

大分市

04501 おおいた健診センター 097-569-2211

大分市

07248 三愛総合健診センター 097-542-6733

大分市

04500 天心堂　健診・健康増進センター 097-597-5254

大分市

06014 井野辺病院 097-586-5522

大分市

12711 南海医療センター 0972-22-0548

佐伯市

12719 臼杵市医師会立市民健康管理センター 0972-62-2526

臼杵市

05744 宇佐検診センター 0978-37-2451

宇佐市

06805 国東市民病院 0978-67-1211

国東市

04502 古賀駅前クリニック健診センター 0985-22-2112

宮崎市

05173 野崎病院 0985-54-8053

宮崎市

04550 宮崎市郡医師会病院　健診センター 0985-77-9108

宮崎市

04505 鹿児島県民総合保健センター 099-220-2622

鹿児島市

06256 小田原病院 099-223-7531

鹿児島市

05263 南風病院 099-223-1521

鹿児島市

12787 大口温泉リハビリテーション病院 0995-23-0123

伊佐市

04508 琉球生命済生会琉生病院 098-885-5131

那覇市

06253 徳洲会新都心クリニック 098-860-0386

那覇市

04509 沖縄セントラル病院 098-854-5511

那覇市

12807 とよみ生協病院 098-850-9003

豊見城市

07637 ＫＩＮ放射線治療・健診クリニック 098-968-4664

国頭郡

04512 中部地区医師会　検診センター 098-936-8290

中頭郡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

沖
縄

鹿
児
島

月～金／委 月～金／委 月～土／委

　多良見町化屋９８６－２
月～金 月～金 火木

月～金 月～金 火水

　下伊敷三丁目１番７号

　西区島崎２－２２－１５

月～金 月～金 月～金

　金武町字金武１０８９７番地
月～土 月～土 木

　長田町１４－３

　粕屋町長者原西４丁目１１－８

火～金 火～金 月水木
　苅田町大字新津１４００番地

月火木金 月火木金 月火木金

月～土 月～土 ‐
　篠栗町大字尾仲９４

月～土 月～土／委
　轟木町１５２３－６

　時津町浜田郷３８－２
月～金 火木 火水金

　目覚町７－２　ＨＣＳ長崎ビル６Ｆ

月～金 月～土 ‐
　湖南町６８９３－２

月～土 月～土 月～土

　松橋町豊福５０５番地
水金 水金／不 ‐

　大字宮崎１４１５

月水金 月水金 月水金
　大字市１２１３番地

月～金 月～金 月～金

月～土 月～土 火～木・土／不
　古国府６丁目１番３０号

　大字中戸次５１８５－２

‐ 月～木・土／不委 月～木・土／不委
　大字中尾字平２５５番地

月～土 月～土 月～土

月～金 月～金 火～木
　南宇佐６３５番地

　常盤西町７番８号

月～金 月～金 火金
　大字戸室字大横井谷１１４０番地１

月～金 ‐ ‐

　高千穂通２丁目７番１４号

月～金 月～金 火木
　大字恒久５５６７

月～金 月～金 ‐

月～金 月～金 水～金
　安岐町下原１４５６

‐ 月火・木～土／委

　大字有田１１７３番地
月～金 月～金 火金

月～土 月～木 月～木
　字大道５６

　大口青木３０２２－３４
月・水～金 月・水～金 月・水～金／委

　山之口町８－１
月～土

　字真玉橋５９３－１
月・水～金 月・水～金 月～金

　銘苅２－２－１

月～木 月～土 月～土
　与儀１－２６－６

火～金 月～金 火木金

乳マ：４０歳以上申込可

　北谷町字宮城１－５８４
月～金 月～金 月～金

福
岡

月～土

(9) │- :実施不可│不︓不定期実施｜⼆︓⼆⽇に渡る｜委︓外部委託│


