
名称 住所 受付時間 電話番号

01北海道 医療法人社団うえはら耳鼻咽喉科クリニック 北海道釧路市昭和南３丁目１０－１２
月・木・金～９：００－１７：３０、火～８：３０－１７：００、水～８：３０－１２：００、

土～８：３０－１２：３０、日曜・祝日休診（その他休診の場合あり）
0154-55-4187

01北海道 黒松内町国保くろまつないブナの森診療所 北海道寿都郡黒松内町字黒松内306番地1

月～金　8：45～17：00

第1・3・5土　8：45～12：30

第2・4土曜日・日曜・祝祭日

年末年始（12/30～1/3）休診

0136-72-3301

01北海道 北海道社会事業協会余市病院 北海道余市郡余市町黒川町１９丁目１番１ 月～金曜　１０：００－１５：００、土・日・祝日休診 0135-23-3126

01北海道 真狩村野の花診療所 北海道虻田郡真狩村字真狩17-1 月～土 10：00～11：00と15：00～16：00 0136-48-3270

01北海道 ニセコインターナショナルクリニック 北海道虻田郡倶知安町字山田76-100 9時～12時/14時～17時（月火水金土）木曜・日曜休診 0136-21-5454

01北海道 みかさホームケアクリニック 北海道三笠市多賀町2番地1 月～金曜　９：００－１７：００ 01267-3-7566

01北海道 医療法人社団緑稜会　長沼内科消化器科 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８番１６号 月～金曜１５：００ー１７：００ 0123-82-5333

01北海道 医療法人社団いずみ会北星病院 北海道千歳市清流5丁目1番1号 月～金曜　10：00～16：00 0123-24-1121

01北海道 医療法人社団翔嶺館　音更宏明館病院 北海道河東郡音更町木野大通東17丁目1番6 月～金 １４：００－１６：００、土・日曜対応不可 0155-32-3311

01北海道 帯広記念病院 北海道帯広市川西町基線28番地1 月～金　8：30～11：30、13：00～16：00　土日祝日休診 0155-59-2200

01北海道 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 北海道帯広市西１４条南１０丁目１番地 月～金曜　８：３０－１４：００ 0155-65-0101

01北海道 向井クリニック 北海道亀田郡七飯町鳴川5-1-4 月火木金 ９：００－１８：００、水土 9：00-12：00　日曜休診 0138-66-2888

01北海道 八雲総合病院 北海道二海郡八雲町東雲町50番地 平日13:00～17:00 電話予約 0137-63-2185

01北海道 社会福祉法人　北海道社会事業協会富良野病院 北海道富良野市住吉町1番30号 月～金　9：00～16：00 0167-23-2181

01北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構　登別病院 北海道登別市登別東町３丁目１０番地２２ 月～金　８：３０－１７：００ 電話予約 0143-80-1115

01北海道 いわた内科クリニック 北海道登別市桜木町３－２－１５
月・火・金　８：３０－１７：００、木　９：３０～１８：００

水　８：３０～１２：００、土（隔週）８：３０～１２：００
0143-85-5522

01北海道 医療法人社団とんけし耳鼻咽喉科クリニック 北海道登別市富岸町２丁目２番地３ 0143-87-3387

01北海道 市立稚内病院 北海道稚内市中央4丁目11-6 月～金曜　９：００－１７：００ 0162-23-2771

01北海道 医療法人社団凜誠会　クリニック森の風 北海道稚内市潮見3丁目6番32号 月～金曜　９：００－１７：３０、土曜　９：００－１１：３０ 0162-34-6565

01北海道 苫前クリニック 北海道苫前郡苫前町字苫前236番地1
月～金曜日　午前8：00～11：30　午後16：00～17：30

水曜日午後と土日祝日は休診
0164-64-9070

01北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38番3号 月～金曜　15：00－16：00、土・日・祝日休診 0138-51-2295㈹

01北海道 市立函館病院 北海道函館市港町1丁目10番1号 土日祝日を除く、14：00～15：00 0138-43-2000



名称 住所 受付時間 電話番号

01北海道 ゆうしん内科クリニック 北海道札幌市中央区南２０条西１６丁目２－１ 月～土曜　９：００－１２：００、月火木金曜　１４：３０－１７：００日曜休診 011-552-7000

01北海道 医療法人社団慈昂会　福住内科クリニック
北海道札幌市豊平区福住二条1丁目2－5

イトーヨーカドー福住店5階
月～金9:30-19:00、土日祝9:30-16:30 011-836-3531

01北海道 医療法人社団慈昂会　琴似駅前内科クリニック
北海道札幌市西区琴似二条1丁目1-20

琴似タワープラザ2階
月～金9:30-19:00、土日祝9:30-16:30 011-622-3531

01北海道 医療法人社団慈昂会　白石内科クリニック
北海道札幌市白石区中央一条7丁目10-30

白石中央メディカルビル1F
月木9:00-18:30、火金9:00-17:30、水土日祝休み 011-868-2711

01北海道 なかの呼吸器科内科クリニック 北海道旭川市1条通18丁目189-1 月火木金9：00－12：30、14：00－18：00　水土9：00－12：30、日曜休診 0166-34-1159

01北海道 医療法人 健祈会 松本呼吸器・内科クリニック 北海道旭川市末広１条１０丁目１番２５号 月・火・木・金8:45～17:00　水・土8:45～12:00 0166-76-6167

01北海道 恵庭みどりのクリニック 北海道恵庭市緑町1丁目5番3号 月曜日～金曜日：9：00～17：00 土曜日：9：00～12：00 0123-32-6766

01北海道 医療法人社団オロロン会　南稚内クリニック 北海道稚内市港4丁目8番17号 土曜　11：30～12：30、16：30～17：30 0162-24-5500

01北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1丁目10-27 月～金曜　９：００－１7：０0、日祝休診 0146-42-0701

01北海道 医療法人社団明生会イムス札幌消化器中央総合病院 北海道札幌市西区八軒２条西１丁目1-1 月～金曜　14：00～16：30、日祝休診
011-611-1391(代表）

011-555-2778(健診セン

01北海道 旭川脳神経外科循環器内科病院 北海道旭川市10条21丁目2-11 毎週月曜9:00～16:00 0166-33-2311

01北海道 千歳駅北クリニック 北海道千歳市末広4丁目8番10－2号 月～金 7時～10時、月・水16時~18時 0123-27-8000

01北海道 医療法人社団 北札幌病院 北海道札幌市北区新琴似9条1丁目1番1号 月～金曜　９：００－１７：００、土曜午後、日曜休診 011-756-1111

01北海道 医療法人社団土田病院 北海道札幌市中央区南21条西9丁目2-11
月～金曜　9：00～12：00、13：00～17：00　完全予約制

（企業･団体の場合　月～木曜　10：00～15：00）
011-531-7013

01北海道 緑町診療所 北海道千歳市緑町1丁目3-30 めでるちとせ 火曜日～土曜日、日月休診、祝日は要問合せ 0123-29-3383

01北海道 クリニックさろま 北海道常呂郡佐呂間町字永代町176番地の1 月・木・金　15：00 ～ 16：30 01587-6-7611



名称 住所 受付時間 電話番号

02青森県 石木クリニック 青森県青森市港町３－７－２５
午前：火～金曜9：00～12：00

午後：月水金14：00～18：00
017-718-0390

02青森県 今別町国民健康保険今別診療所 青森県東津軽郡今別町大字今別字今別６４ 月・火・水・金曜日15時～16時30分 0174-35-2680

02青森県 鳴海病院 青森県弘前市大字品川町１９
電話による問合、検査受付時間　月～金AM9：00～PM5：00まで（土、日及び祝日対応不可）

検査実施時間　PM4：00～PM5：00まで（土、日及び祝日対応不可）
0172-32-5211

02青森県 佐藤内科小児科取上医院 青森県弘前市大字取上２－１７－１ 0172-33-1191

02青森県 医療法人陽明会佐藤内科医院 青森県弘前市覚仙町15-1 月～金15時～17時 0172-34-2126

02青森県 八戸在宅クリニック 青森県八戸市岩泉町７ 平日 9：00から17：00 0178-47-7778

02青森県 国民健康保険南部町医療センター 青森県三戸郡南部町大字下名久井字白山８７－１ 月・火・水・金曜　８：１５－１８：００、木曜　８：１５－１２：００、（電話予約受付のみ）土日祝日休診 0178-76-2001

02青森県 公立七戸病院 青森県上北郡七戸町字影津内９８－１ 月～金曜　13：0０－13：30、土・日曜休診 0176-62-2105

02青森県 六ケ所村地域家庭医療センター 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字野附９８６－４ 月～金曜　８：１５－１７：００、土日曜祝日休診 0175-73-7122

02青森県 相原内科小児科医院 青森県弘前市青山3-8-2 月・金曜：8:00～17:30、火・水・木・土曜　8:00～1200、日曜休診 0172-33-0055



名称 住所 受付時間 電話番号

03岩手県 医療法人仁済会　鈴木肛門外科・守口内科 岩手県盛岡市名須川町16－１４ 月～土曜 019-656-7151

03岩手県 公益財団法人岩手県予防医学協会付属第一診療所 岩手県盛岡市北飯岡四丁目８番５０号 月～木曜　９：００－１６：００、金・土・日曜休診 019-637-2067

03岩手県 社団医療法人　西城病院 岩手県一関市八幡町2番43号 受付時間　月～金曜　9：00-16：00、　土曜　9：00-11：00 0191-23-3636

03岩手県 まきた内科ハートクリニック 岩手県花巻市西大通り二丁目11-8

月火木金　8：3０－１7：００

水土　8：3０－１1：００

第３,５土曜、日曜休診

0198-23-0211

03岩手県 セルスペクト株式会社 岩手県盛岡市北飯岡2-4-23 9:00～17:00 019-681-2099



名称 住所 受付時間 電話番号

04宮城県 イムス仙台クリニック
〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1読売仙台一番町ビル4F
月～金曜　８：００－１７：００、土曜　８：００－１２：００、日曜休診 022-262-9331

04宮城県 泉整形外科病院 仙台市泉区上谷刈字丸山６－１ 月～金曜　９：００－１７：３０、 022-373-7377

04宮城県 医療法人尚仁会　森田医院 宮城県気仙沼市八日町一丁目４－１ 月～金曜、第2・4土曜 0226-22-6633

04宮城県 金上病院 宮城県角田市角田字田町123
（予約制）月・火・水・金曜８：３０－１１：3０・１３：３０－１６：３０、

　木曜８：３０－１１：３０　土日祝休診
0224-63-1032

04宮城県 医療法人三浦クリニック 宮城県亘理郡亘理町字新町４０ 月・火・水・金・土　13:30～15：30 0223-33-1811



名称 住所 受付時間 電話番号

05秋田県 医療法人正和会　小玉医院 秋田県潟上市昭和大久保字街道下96-8 月～金曜　9：00～16：00 018-877-2040



名称 住所 受付時間 電話番号

06山形県 みやはらクリニック 山形県鶴岡市三和町1-53 月・火・木・金 9：00～16：30、水・土 9：00～12：00 0235-23-3311

06山形県 みゆき会病院 山形県上山市弁天２－２－１１ 月～金曜　１３：３０～１４：３０　完全予約制 023-672-8282

06山形県 医療法人社団後藤医院 山形県南陽市赤湯３４２

月・火・木・金（自費検査）14:00-16:00、

水・土　自費検査受付×

日曜・祝日　休診

0238-43-2135

06山形県 医療法人山本医院 山形県酒田市新井田町15-3 月・火・水・金曜　8：30－18：00 木・土曜8：30－12：30 日曜・祝日休診 0234-24-1856

06山形県 大原医院 寒河江市西根下堰５０９
月火水金8:30~10:00、木土8:30～11:00、

日祝休診
0237-86-8600

06山形県 大野目クリニック 山形市大野目３丁目６－２２ 月～土 9:00-18:00 日曜休診 023-625-8611

06山形県 羽根田医院 山形県村山市大字湯野沢１９２１ 月～土　9:00-12:00 日曜休診 0237-54-3888

06山形県 岡田内科循環器科クリニック 山形県酒田市東大町３-３８-３ 月～土　8:30-12:00 月水木金　16:00-18:00 0234-21-3715

06山形県 白壁内科クリニック 山形県山形市陣場１－９－２１ 月～土曜　12:00-13:00 日曜休診 023-682-8811

06山形県 医療法人板坂医院 山形県河北町谷地甲217 月・火・木・金 11:00～12:00 16:00～17:00 水 11:00～12:00 上記の１時間前までに電話で予約が必要。 0237-71-1200



名称 住所 受付時間 電話番号

07福島県 いがらし内科外科クリニック 福島県郡山市並木二丁目12-7 9：00-17：00　（土曜・日曜・祝日休診） 024-931-3200

07福島県 医療法人古川内科眼科医院 福島県郡山市小原田四丁目12番26号

月・火・水・金・土曜日 14：00～15：00

（木曜日午後・日曜日・祝日休診） 024-956-6500

07福島県 会津中央病院（一般財団法人温知会） 福島県会津若松市鶴賀町１番１号 月～土曜　８：３０－１７：００、日曜、第一土曜、第三土曜休診 0242-25-1515

07福島県 よしま金成クリニック 福島県いわき市好間町上好間字洞34-1 月～土曜　８：３０－１７：15、日・祝休診 0246-36-2236

07福島県 ほし横塚クリニック 福島県郡山市横塚２－２０－３６
月～水曜日・金曜日　９：００－１７：００、木曜日・第1・３・５・土曜日　９：００－１２：００

（休診日／日曜日、祝日、第２・４土曜日）
024-956-7778

07福島県 慶信會石塚醫院 福島県田村郡小野町品ノ木123 月～金曜　９：００－１２：３０ 0247-72-2161

07福島県 上遠野内科医院 福島県本宮市本宮字荒町54 月火木金 8:45-18:30 、水土 8:45-12:00、日曜休診 0243-33-5866

07福島県 G&Gサイエンス株式会社 福島県福島市松川町美郷4丁目1番地の1 月～金曜　９：００－１７：００ 024-537-2350

07福島県 医療法人社団大志会矢吹医院 福島県耶麻郡猪苗代町字古城町99-1 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 0242-62-2169

07福島県 さがわ内科消化器科クリニック 福島県郡山市富田東５－２０ 月・火・木・金曜９：００－１８：００、水・土曜９：００－１２：００、日曜・祝日休診、要事前連絡 024-991-1733

07福島県 わかまつインターベンションクリニック 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原25-1 月～土曜　14：30～16：00、日曜、祝祭日休診 0242-32-1558

07福島県 しぎはらクリニック 福島市八島田字勝口37 月曜～土曜日８時０00分から11時30分  14時０00分から16時30分 水曜午後休診 024-555-3331

07福島県 南相馬市立総合病院 福島県南相馬市原町区高見町２－５４－６ 月～金曜　13:00-16:30　土日祝及び年末年始(12/29-1/3)を除く 0244-26-7543

07福島県 和田医院 二本松市小浜字新町20 月～金曜　９：００－１５：００、土日曜休診 0243－55－2303



名称 住所 受付時間 電話番号

08茨城県 医療法人社団青燈会小豆畑病院 茨城県那珂市菅谷605

月・水 9:00～12:00、13:00～15:00

火・木・金 9:00～12:00

土 13:30～15:00

029-295-2611

08茨城県 医療法人社団克仁会　恵愛小林クリニック 茨城県ひたちなか市幸町16-1 月・火・木・金・土　10:00～11:30　14:00～15:30 029-263-0651

08茨城県 土浦ベリルクリニック 茨城県土浦市都和4丁目4022-2 月水金　9：00～12：00　14：00～18：00　土　9：00～12：00 029-835-3002

08茨城県 結城病院 茨城県結城市結城9629-1
月～金曜　９：００－１７：００、土曜日　９：００-１２：００、

日祭日休診
0296-33-4161

08茨城県 岩佐医院 茨城県久慈郡大子町大子１８２８－７ 月、水、金、土曜　９：００ー１８：００　火曜　１４：００－１８：００　木、日曜　休診 0295-72-0975

08茨城県 あいん常澄医院 茨城県水戸市下大野町５３６０ 月～金曜　9：00－17：45、火曜祝日休診、土・日曜　9：00－16：45 029-240-5000

08茨城県 公益財団法人茨城県総合健診協会 茨城県水戸市笠原町489-5 月～金曜　９：００－１７：００、土・日曜，祝日除く 029-241-0542

08茨城県 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町978-47 月～金曜日　9：00～17：00　土日祝祭日休店 029-306-9086

08茨城県 宮本小児科医院 水戸市千波町３７５-５ 月火水金9:00-18:00、木土9:00-12:00 029-241-1762

08茨城県 医療法人隆朋会河上医院
〒308-0111

茨城県筑西市舟生１０５９-３
月火水金8:30-12:30、 14:00-17:15 木土8:30-12:00 0296-37-2460

08茨城県 サンルーナ小寺内科クリニック 土浦市おおつ野2-1-2 月・火・金：12：00-13：00　16：00-17：00 029-869-8882

08茨城県 医療法人清真会丹野病院 茨城県水戸市酒門町4887 月～水・金　10：00～11：00　14：00～15：00　木・土　10：00～11：00　 029-226-6555

08茨城県 医療法人社団　輝峰会　東取手病院 茨城県取手市井野268
月・火・金・土曜日

16：00～17：00（予約制）
0297-84-1321

08茨城県 那珂キッズクリニック小児科 茨城県那珂市竹ノ内3-2-2 月、火、水、金　9～19時、第1・3・5週の土曜日　9～17時30分、木曜日と第1・3・5週の日曜日　９～12時 029-212-5630

08茨城県 志村大宮病院 茨城県常陸大宮市上町３１３ 月～土曜　９：００－１７：３０、日曜休診 0295-53-1111

08茨城県 飯村医院 茨城県つくば市北条4326-2 月火木曜8:00～18:00、水金曜8:00～12:00、土曜8:00～17:00、日祝日休診 029-867-0068

08茨城県 八郷整形外科内科病院 茨城県石岡東成井2719 月～金 ９:00～17:00 0299-46-1115

08茨城県 木村医院 茨城県那珂市瓜連451-2 月～土曜　8:30～18:00、木，日曜，土（午後）休診 029-296-1165

08茨城県 仁保内科医院 茨城県桜川市真壁町真壁425 月火水金：8：30～12：00，15：00～18：00，　土：8：30～12：00，14：00～17：00， 0296-23-8088



名称 住所 受付時間 電話番号

08茨城県 医療法人関内科医院
〒312-0023

茨城県ひたちなか市大平4-2-13

午前9:00～12:00、午後14:00～18:00

水・土曜午後休診　日曜・祝日休診
029-272-3675

08茨城県 宮本小児科医院 水戸市千波町３７５－５ 月火水金9:00-18:00,木土9:00-12:00 029-241-1762

08茨城県 医療法人誠順会クリニック健康の杜 茨城県水戸市千波町1250番地 水・日・祝日を除く　8：30～12：30、14：30～17：30 029-305-6655



名称 住所 受付時間 電話番号

09栃木県 こんのクリニック 栃木県足利市福居町506
月・水・金 8：30～18:00

火・土 8：30～12:00　木 9：00～11:30
0284-73-0860

09栃木県 医療法人櫻会　中谷医院 栃木県足利市通2丁目2646-1 月～土曜　９：００－１9：００、日曜休診 0284-41-3591

09栃木県 国際医療福祉大学塩谷病院 栃木県矢板市富田77番地
9：00～17：00（月~土曜日）

祝日・年末年始除く
0287-44-1155

09栃木県 国際医療福祉大学病院 栃木県那須塩原市井口537-3
月～土曜　8：30～17：30

祝日・年末年始除く
0287-38-2751



名称 住所 受付時間 電話番号

10群馬県 仁静堂医院 群馬県高崎市井野町1223 月～金曜　９：００－１８：００、土曜　9：00-12：00　日祭日休診 027-361-4165

10群馬県 医療法人あづま会　大井戸診療所 群馬県伊勢崎市東小保方町4005-1 月～金曜　9：00～18：00、土曜 9：00～12：00　日曜祝日休診 0270-62-3333

10群馬県 もてき脳神経外科 高崎市上小塙町５６７番地 月～金曜　９：００－１８：００、日曜休診（火曜日午後は除く） 027-343-7788

10群馬県 中山診療所 群馬県吾妻郡高山村大字中山230ー1 月～金曜　9:00-17:00、土曜　9:00-11:30 0279-70-5007

10群馬県 うめだ内科クリニック 前橋市鶴光路町396-1 月火木金　9：00-12：00、15:00-1800　　水・土　9:00-12:30   日　無 027-21-0678

10群馬県 たむらこどもクリニック 群馬県前橋市西片貝町３－１２３－５ 月～水、金　9：00-18：00、木　9：00-12：00、土　9：00-12：30、日曜祝日休診 027-289-0555

10群馬県 耳鼻咽喉科田中医院 群馬県高崎市鍛冶町43 月火水金土９：００－13：00　14：30～１８：００、木日休診 027-322-2604

10群馬県 石川医院
〒375-0002

 群馬県藤岡市立石560-1
月～土曜　9:00-112:30、月～水、金曜　15:00-18-00、日曜休診 0274-40-2535

10群馬県 本沢医院
〒377-0007

群馬県渋川市石原２０８－１
月～土曜　１４：００－１６：３０、日祝休診 0279-23-6411

10群馬県 医療法人社団皆成会　中野医院 群馬県渋川市渋川893番地33 月～金曜　９：００－１８：００、土曜　９：００－17：00　日曜祭日休診 0279-22-1219

10群馬県 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県沼田市栄町８ 月～土曜　９：００－１６：００ 日曜日・祝日は非実施 0278-22-5052

10群馬県 すぎやま　メディカルクリニック 群馬県藤岡市下大塚180-11 月火水金　9：00-18：00、土曜16：00　まで木曜12：00まで　日曜休診 0274-20-1666

10群馬県 (医)山育会たかのす診療所 群馬県桐生市川内町2-289-1 9:00~12:00　16:30~18:00　　休診日　水・土午後　日曜日・祝日 0277-65-9229

10群馬県 さとう内科クリニック 群馬県伊勢崎市乾町233-1 月～土曜　９：００－１２：００、月火木金曜　１５：００－１８：００、日曜祭日休診 0270-61-8138

10群馬県 医療法人　川島医院 群馬県渋川市渋川1770 月～金曜　９：００－１８：００、土曜　９：００－１７：００、日曜休診日曜・木曜午後休診 0279-22-2421



名称 住所 受付時間 電話番号

11埼玉県 医療法人勇誠会　北町クリニック 埼玉県戸田市笹目北町5-10 月・火・木・金　9時～18時但し要電話予約　水・土・日祝検査無し 048-421-1181

11埼玉県 なかじまクリニック 埼玉県戸田市下戸田2-9-20 月～土曜　9：00～12：00　14：00～16：30　日祝年末年始休診 048-441-1211

11埼玉県 ゆずの木台クリニック 埼玉県入間郡毛呂山町中央2-5-5 月～金曜8:30-11:30 15:30-18：30　土曜8：30-11：30　日曜休診 049-295-5158

11埼玉県 鶴ヶ島在宅医療診療所 埼玉県鶴ヶ島市高倉772-1
月～金曜　9:00－12:00、13:00-17:00　土曜日9:00-12:00

日曜・祭日休診
049-287-6519

11埼玉県 医療法人社団幸正会　岩槻南病院 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷2256 月～金１３時３０分～１５時００分 048-798-2001

11埼玉県 和心会クリニック 埼玉県川越市的場８２６－１ 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 049-231-2005

11埼玉県 おだやかライフ内科クリニック
埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１

イオンレイクタウンMori2階
火～日曜 １０：００－１２：３０　１４：３０－１８：３０　月・祝休診 048-990-3235

11埼玉県 平沢スリープ・メンタルクリニック
埼玉県所沢市くすのき台1-10-10

TOSHIビル2階

AM９：００－１３：００、PM（火・土）１４：００－１８：００（水・金）１４：００－１９：００、月

PM・木・日・祝休
04-2941-2711

11埼玉県 こうゆうクリニック 埼玉県戸田市新曽1935
月、火、水、金　8：30～12：30　15：00～18：00　土　8：30～12：30

木、日、祝　休診
048-290-8832

11埼玉県 柳瀬川ファミリークリニック 埼玉県志木市幸町４－１－１
月～木曜９：００ー１２：３０、１５：００ー１８：３０

土・日曜　９：００ー１２：３０
048-485-9561

11埼玉県 堀ノ内病院 埼玉県新座市堀ノ内2-9-31
月～土曜　９：００－１7：００、

日曜休診
048-481-5168

11埼玉県 医療法人社団武蔵野会　　ＴＭＧ宗岡中央病院 埼玉県志木市上宗岡5-14-50
月～金　8：30－１6：3０、土　8：30～12：00

日曜・祝日休診
048-472-9211

11埼玉県 あきもと内科クリニック
さいたま市中央区新中里1-3-3

埼大通りメディカルビル2Ｆ

月～土曜8：30～12：30（土曜12：00）

月～木曜16：00～19：00
048-816-6122

11埼玉県 井原医院 さいたま市中央区下落合6-12-25
月火水金9：00～12：00、15：00～18：00

木土9：00～12：00
048-852-4569

11埼玉県 きたよの内科クリニック さいたま市中央区上落合2-9-30-1Ｆ
月火水金9：00～12：00,15：00～18：00

土9：00～12：00
048-840-5235

11埼玉県 すこやか内科クリニック さいたま市中央区鈴谷5-3-12
月～金9：00～11：40、16：00～18：10　土9：00～11：40

水曜休診
048-858-0888

11埼玉県 ほんまちクリニック さいたま市中央区本町東3-10-7

月～土曜8：45～12：30

月火水金土15：00～18：30

日曜祝日除く

048-852-5511

11埼玉県 医療法人新正会　間柴医院 埼玉県飯能市緑町３－４
月・水・金　９：００－１１：３０　　１５：００－１７：００

火・土　９：００－１１：３０
042-983-1660

11埼玉県 今井医院 埼玉県深谷市寿町５２ 月～土曜　8:30-11:30  月～水、金曜日　15:0017:30  048-573-1769

11埼玉県 医療法人エレソル　たにぐちファミリークリニック 埼玉県三郷市仁蔵５２３－１ 月、火、木、金　17：40～18：00 048-957-8440

11埼玉県 医療法人　永仁会　入間ハート病院 埼玉県入間市小谷田１２５８－１ 予約制 04-2009-1028

11埼玉県 とびた眼科 埼玉県さいたま市南区文蔵2-5-19太田ビル102 月曜～土曜9：00～18：30　　土曜は午前のみ日曜、祝日休診 048-714-0255



名称 住所 受付時間 電話番号

11埼玉県
医療法人天尽会　敬愛クリニック 埼玉県さいたま市浦和区高砂2－5－1KOMON3階 月曜～金曜　14時～17時まで 048-711-7582

11埼玉県 医療法人社団福美会ヒロクリニック 埼玉県川口市栄町3丁目11-27HiroBuild.2F 月火水金土　9：00－17：50、木・日曜休診 048-240-6604

11埼玉県 吉田クリニック 埼玉県川口市末広３－４－２６ 月～土曜　9：00－12:00　月火水金曜15：00～17：00日曜祝日休診 048-222-7677

11埼玉県 医療法人社団光恵会　芝西医院
333-0855

埼玉県川口市芝西2-27-16　SSビル1A

事前の電話予約（平日9：00-18：00）が必要。

検査：毎日

斉藤（日本語）070-1273-

2898

11埼玉県 渋谷医院 埼玉県川口市坂下町２－２－１６－２階
月火金曜日　９：００－１３：００・１５：００－１８：００、水曜日　１５：００－２０：００、土曜日 ９：

００－１３：００、日曜祝日休診
048-229-6223

11埼玉県 藤田こどもクリニック 埼玉県さいたま市北区宮原町1-715-2 am9:00～11:00 048-668-6216

11埼玉県 医療法人社団弘象会　東和病院 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-6-1 月～金曜　9：00-18：00　要電話予約 048-873-8621

11埼玉県 とくまる耳鼻咽喉科 埼玉県さいたま市南区辻1-26-8 月火木金9:00～18:30、土9:00～13:00 048-838-3387

11埼玉県 医療法人小野耳鼻咽喉科医院 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１０－７ 水曜日を除く月曜日から金曜日の13時から１５時 048-822-6063

11埼玉県 つつじヶ丘公園西クリニック 埼玉県さいたま市北区吉野町2-189-9 月～土曜　9：00-18：00　日曜、祝日休診 048-778-8057

11埼玉県 のなか内科 埼玉県さいたま市大宮区下町3-7-1　S1階 月～土曜9：00-12：00　月火木金曜15：00-18：00　日曜、祝日休診 048-641-8777

11埼玉県 さくらクリニック 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-58-10 月～金曜11：00-12：00　日曜、祝日休診　要予約 048-668-1222

11埼玉県 松沢医院 埼玉県さいたま市北区宮原町2-36-1 月・火・木　9：00-16：00 048-652-0002

11埼玉県 医療法人啓清会　関東脳神経外科病院 埼玉県熊谷市代1120番地 月～土曜　9：00-17：00、日曜祝日休診 090-3103-5958

11埼玉県
医療法人藤和会

藤間病院
埼玉県熊谷市末広2-137

電話予約制

日曜・祝日検査なし
048-522-0600

11埼玉県 平田クリニック 埼玉県熊谷市肥塚4-205

・月～金曜 9:00-12:00、15:00-17:30

・土曜 9:00-12:30　　　　・木,土曜午後　休診　　　　       ・日,祝日　休診　         ※必ず電話で予約して下

さい

048-520-2255

11埼玉県 医療法人社団 悠之会　ゆうあい内科・脳神経クリニック 埼玉県熊谷市太井1685-1 月～土曜　9：00-17：00、日曜祝祭日；不可 048-522-8880

11埼玉県 田中耳鼻いんこう科 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1-3118-11 月～土 8：45-12：00、14：45-18：00、木・日 休診 04-2948-1166

11埼玉県 安里医院 埼玉県北本市宮内3-1 月～土曜　9：00-12：00、16：00-18：00火・土曜午後休診 048-542-2629

11埼玉県 内田クリニック 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台5-4 9：00-11：30、14：00-17：30 048-728-9296

11埼玉県 鈴木内科医院 埼玉県桶川市川田谷5828-1 月～水・金・土曜　9：00-12：00、日曜　9：00-12：00 048-787-3000



名称 住所 受付時間 電話番号

11埼玉県
医療法人河井会

飯能クリニック
埼玉県飯能市東町１２－９

電話による問い合わせ

予約受付　月～木曜

9：00-11：45、15：00-17：30
042-974-4171

11埼玉県 のぐち内科クリニック 埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-28-1 月、火、木、金9:00-12:30,15:00-19:00,土9:00-13:00 049-279-6700

11埼玉県 医療常人社団つかさ会つかさクリニック 埼玉県東松山市松風台9-2　２F
月～火曜　9：００ー12：00、15：30ー18：30　木～金曜　9：００ー12：00、15：30ー18：30　土曜　9：０

０ー12：00、12：30ー15：30、火曜日・日曜祝日休診
0493-31-1450

11埼玉県 健生堂医院 埼玉県秩父市東町28-5 月～金曜　9：00～18：00　土曜　9：00～12：00　土曜午後、日、祝日休診 0494-22-0270

11埼玉県 秩父病院 埼玉県秩父市和泉町２０番 9:00-11:00 14:00-17:00 0494-22-3022

11埼玉県 金子医院 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1,168

月・土曜9:00～11:30

月・水・木・金17:00～18:00

発熱外来18:00～21:00

0494-62-0039

11埼玉県 医療法人柚仁会井上皮膚科医院 埼玉県秩父市本町9－1
月・水～金曜9：00～12：00　15：30～18：30　火曜15：30～18：30　土曜9：00～12：20の時間内に電話に

て検査時間を予約（直接来院不可）
0494－22－0336

11埼玉県 井上小児科皮フ科 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西2-6-3

月水金/8：00～19：00

火木/8：00～17：00

土/8：00～15：00

第1・３木曜日、日曜、祝日休診

0480-33-8690

11埼玉県 杉戸耳鼻咽喉科医院 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸４－１５－８

月―土曜　9：00-18：00

火曜　14：00-18：00

日曜、祝日休診

0480-32-2841

11埼玉県 大島内科クリニック 埼玉県戸田市上戸田2－1－15

月～土曜　9:00-12:00

月～水曜　金曜　15:00-17:30

日曜　祝日休診

048-430-2020

11埼玉県 医療法人三愛会三愛会総合病院 埼玉県三郷市彦成３－７－１７ 月～金　10：30～11：00（平日のみ） 048-958-3111

11埼玉県 みさと中央クリニック 埼玉県三郷市中央１－４－１３ 月、火、水、金9:00～18：00　木、土9：00～12：30　日曜祭日休診 048-953-5300

11埼玉県 医療法人たけのこ会　レイクタウンたけのこ耳鼻咽喉科 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目1-10
検査日時：月～日曜日）9：00～21：00

郵送対応は月～金）9：00～18：00　土）9：00～17：00　日）11：00～17：00

PCR専用電話）080-7326-

3387

クリニック電話）048-990-

3387



名称 住所 受付時間 電話番号

12千葉県 医療法人社団宏生会クリニック柏の葉
〒277-0882

千葉県柏市柏の葉３－１－３４

月、火、水、金　９：００～１７：００

土　９：００～１４：３０　日曜休診
04-7132-8881

12千葉県 共立習志野台病院
〒274-0063

千葉県船橋市習志野台4-13-16
月～金9：00～11：30、14：00～16：30　土曜日9：00～11：30　日曜祭日休診

12千葉県 本八幡セントラル内科クリニック 千葉県市川市八幡３－３－３アイビスビル地下1階 月、火、木、金の9：00～12：00、15：00～18：00 047-704-9922

12千葉県 きさらづ循環器内科外科 千葉県木更津市幸町３－１－１２ 月から土曜 0438-53-8121

12千葉県 手賀の杜クリニック 千葉県柏市岩井789-6
月、火、水、金、土曜日 　9:00～11:30　15:00～16:30 

木曜日 　9:00～12:30 
04-7196-7102

12千葉県 医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック
〒279-0013

千葉県浦安市日の出2-1-5
月～土曜　15:30 047-381-2088

12千葉県 国際医療福祉大学成田病院 千葉県成田市畑ケ田852 月～土曜　8：30～17：30 祝日・年末年始除く 0476-3-5576

12千葉県 医療法人財団明理会　千葉ロイヤルクリニック 千葉県千葉市中央区新町1000番地　センシティタワー8F 月～金曜　15：００－１5：3０ 043-204-5511

12千葉県 津田沼中央総合病院 千葉県習志野市谷津1-9-17 月～木曜　10：00－15：００　※木曜PMは女性のみ　※翌々日が日祝の場合は除く 047-476-5134

12千葉県 青い鳥クリニック千葉 千葉県千葉市中央区弁天１－３３－２ 月～金8:30～5:30第1第３土曜8:30～11:00まで 043-285-1151

12千葉県 医療法人社団明竹会竹内基クリニック 千葉県木更津市請西南４－２－９ 月～土曜 0438-30-2266

12千葉県 やちよ総合診療クリニック 千葉県八千代市緑が丘西1-15-4

月・火・金 9:00-13:00,15:00-18:00,19:00-21:00

水　　　　 9:00-13:00

土・日　　 9:00-13:00,15:00-18:00

水PM・木・祝日休診

047-455-8145

12千葉県 新東京クリニック 千葉県松戸市根本473-1 月曜～土曜日　9時～17時、日曜祝日年末年始休診 080-7276-2595

12千葉県 小山内科クリニック 千葉県松戸市小山189 月~火曜、木～金曜　9時~18時 047-710-5173

12千葉県 聖隷佐倉市民病院 千葉県佐倉市江原台２－３６－２ 平日8:30-17:00（予約制） 043-486-1155

12千葉県 辻仲病院柏の葉 千葉県柏市若柴178-2 柏の葉キャンパス148街区6 04-7137-3737

12千葉県 国際医療福祉大学市川病院 千葉県市川市国府台6-1-14 月～土曜　9：00～17：00 祝日・年末年始除く 047-375-1119

12千葉県 とやま内科 千葉県船橋市本中山５－９－２０グレイスヴィラ１階 月～土曜　８：００－１８：３０、火曜午前・土曜午後・日曜休診 047-316-0055

12千葉県 ハートクリニック村山 千葉県習志野市鷺沼3-20-8 月～土曜　８：３０－１８：００、木日曜休診 047-452-2222

12千葉県 房総メディカルクリニック 千葉県木更津市ほたる野3―24－19 月～金曜 0438-72-9917



名称 住所 受付時間 電話番号

13東京都 株式会社 イミュノ・ジェネックス 東京都千代田区九段北1-4-7 月～金曜 8:30～17:15 土・日・祝休 03-5212-5637

13東京都 いすゞ病院
〒140-0013

東京都品川区南大井6-21-10
月曜～金曜　9時～16時　土・日祝日は休診 03-5471-4611

13東京都 練馬総合病院 東京都練馬区旭丘１－２４－１ 月～金曜　８：３０～１６：００、土日祝日休診 03-5988-2246

13東京都 医療法人社団成仁病院 東京都足立区島根3-2-1 月～日曜 050-3734-5389

13東京都 医療法人社団　隆靖会　墨田中央病院 東京都墨田区京島３丁目６７番１号 月～土曜 03-3617-1414

13東京都 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 東京都千代田区神田駿河台1-8 月～金曜　9：00～11：00（土・日・祝　休診）

03-3292-2051(国際部:海外

渡航者向け)

0120-132-051(検診セン

ター:自費)

13東京都 医療法人社団みやびみやびハート＆ケアクリニック 東京都中野区中央３-35-4 月・火・水・金　9:00～17:30　土　9:00～13:00　日曜休診 03-5385-3880

13東京都 しげみつファミリークリニック 西東京市田無町5-4-13ハママンション第二1階 月～土曜　11:00~12:00 17:00~18:00 土曜日のみ11:30~12:30　水日曜休診 042-452-7411

13東京都 根本医院 東京都新宿区西新宿4-10-15 月・火・金：11:00-13:00、17:00-18:30、土：11:00-13:00 03-3377-6513

13東京都 医療法人社団落合駅前クリニック 東京都新宿区上落合3－10－3　加藤ビル１F 月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-16：00 03-5348-6535

13東京都 (医社)千秋双葉会　茗荷谷耳鼻咽喉科・アレルギー科 東京都文京区小石川5-5-2バンビビル2階 月～金13：00-15：00　 03-3944-8711

13東京都 荒木記念東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ病院 東京都荒川区南千住8-4-4 月～金曜　9:00～11:30　 03-5850-0311

13東京都 総合病院　厚生中央病院 東京都目黒区三田1-11-7 月～金曜日 03-3713-2141

13東京都 小金井メディカルクリニック 東京都小金井市本町5-15-9栄ハイツエクシード2F 月～土午前8：30～12：15午後13：30～17：30　水曜日、日曜日祝日は検査不可 042-401-2938

13東京都 JCHO東京高輪病院 東京都港区高輪3-10-11
月～金曜　９：００－１５：００

日・祝・年末年始は休診
03-3443-9191

13東京都 深川立川病院 東京都江東区扇橋2-2-3 月～土曜　 03-3645-2101

13東京都 医療法人社団慶洋会ケイアイクリニック 東京都新宿区四谷1-20-23 月～金曜　9：00～17：45 03-5269-2111

13東京都 医療法人社団勝優会たまちホームクリニック 港区三田3-1-4 平日10時～13時　16時～19時　土日祝休み 03-6435-2331

13東京都 えんどう内科クリニック
〒187‐0035

東京都小平市小川西町4-8-11
要予約　月火木金　9:00~10:00・11:30~12:00　土　9:00~10:00 042-349-2565



名称 住所 受付時間 電話番号

13東京都 矢野クリニック 東京都中野区中野３－２８－２１キャッスル中野１階 月・火・水・金　9:00~12:30 15:00~18:30   土　9:00~12:30   木・日・祭日休診 03-5341-3131

13東京都 ホロン鳥居坂クリニック耳鼻咽喉科アレルギー科 東京都港区麻布十番１-５-８　ヴェスタビル４F
月～金曜日：８：００～１２：００/１４：３０～１９：００、

土曜：９：００～１２：００/１４：３０～１７：３０、日曜：９：００～１３：００、祝日・第五日曜日休診
03-5770-8733

13東京都 おかべふじこ内科・循環器クリニック 東京都新宿区市谷田町1-19 月～金曜９：００－１８：００、土曜９：００－１２：００、第２・５土曜・日曜・祝日休診 03-3269-1021

13東京都

～2020年12月31日　新型コロナウイルス検査センター株式

会社

2021年1月1日～　　SB新型コロナウイルス検査センター株

式会社

～2020年12月31日　東京都港区東新橋一丁目9番1号

2021年1月1日～　　東京都港区海岸一丁目7番1号
24時間（オンライン） 　https://sbcvic.jp

13東京都 医療法人社団哲仁会　井口病院 東京都足立区千住２－１９ 月～金曜　9:00～17:00　予約制　土曜日不可、日曜・祝日は休診の為不可 03-3881-2221

13東京都 佼成病院 東京都杉並区和田2－25－1 問い合わせ時間　月～金曜 9:00～16:00　土曜9:00～12:00 03-3383-1281

13東京都 北里大学北里研究所病院 東京都港区白金五丁目9番1号 平日　10：30～16：00 03-3444-6161

13東京都 学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院 東京都中央区明石町9-1 毎週 月・火・金曜日　14：00～15：00（1日4名・完全予約制・高校生以上）
03-5550-7120(予約セン

ター)

13東京都 赤坂おだやかクリニック
東京都港区赤坂５－３－１

赤坂Bizタワーアネックス２階
月～金曜 １０：００－１３：３０　１５：３０－１８：３０　土日祝休診 03-6234-0511

13東京都 南砂町おだやかクリニック
東京都江東区新砂3－4－31

南砂町ショッピングセンター　スナモ４階
月・火・木～日 １０：００－１２：３０　１４：３０－１８：３０　水・祝休診 03-5633-8751

13東京都 医療法人社団和啓会 ペディ汐留クリニック
東京都港区東新橋1－9－1

東京汐留ビルディング地下2階
月~金曜　9：00~12：30　14:00~17:30 03-6274-5074

13東京都 八広同仁会クリニック 東京都墨田区八広6-29-14 月～金曜　9：00～18：00、土曜　9：00～12：00 03-3619-4471

13東京都 今井内科医院 東京都港区新橋5-7-12 丸石新橋ビル2階 月火木金曜9-17時半、水土曜9-13時 03-3432-2166

13東京都 菅沼三田診療所 東京都港区芝５－１９－５　ＪＰ田町１Ｆ 月火木金　12-13時 03-3452-1748

13東京都 花小金井きのしたクリニック 東京都小平市花小金井南町1-15-29 月～土曜　９：００－１7：００、日曜休診　要予約 042-466-6600

13東京都 南台寺尾クリニック　内科・小児科 東京都中野区南台3-37-27　シルクれじでんす１F 月～金曜　９：００－１２：００　１５：００－１８：００、土曜　９：００－１２：００　日曜休診 03-3381-7755

13東京都 武蔵境病院付属あんずクリニック 東京都武蔵野市境南町４-１-１５ 月～土曜　９：００－１６：００、日曜休診・祝日休診 0422-50-9770



名称 住所 受付時間 電話番号

13東京都 上板橋診療所 東京都板橋区2-1-8
月・土曜　９：３０－１２：１５、火・木・金　９：３０－１２：１５、１５：００－１８：１５

月曜午後・水曜・土曜午後・日曜休診
03-3933-2201

13東京都 いたばし・ハートクリニック
〒173-0004

東京都板橋区板橋1-21-7 1F
月火木金18:00～19:00のみ（完全予約制） 03-5248-0880

13東京都 松井病院 東京都大田区池上2-7-10 月～金　8:30～16:30　土8:30～12:30　日祝休診 03-3752-1111

13東京都 日本赤十字社医療センター 東京都渋谷区広尾4-1-22 検査希望日の前平日の12時まで　ホームページ上からの予約 03-3400-1311

13東京都 社会福祉法人浴光会　国分寺病院 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-2 月～土曜　９：００－１７：００、日曜休診 042-322-0123

13東京都 すずかわ循環器内科 杉並区和泉3-46-6
月～金曜日　7：3０－１2：００、15:00-21:00 　 土曜日　13:00-17:00   日曜日　9:00-15:00

火曜、金曜午後、土曜午前、祝日休診
03-5300-2200

13東京都 医療法人社団明芳会　イムス記念病院 東京都板橋区常盤台4-25-5 月～金曜８：００－１６：００、土曜日８：００－１２：００　日曜休診 03-3932-9181

13東京都 医療法人社団TIK　大手町さくらクリニックin豊洲 東京都江東区豊洲3-2-20豊洲フロント201 月～金曜　14：００－１８：００、土日曜休診 03-6219-5688

13東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷三丁目１番３号 月～土曜： 9:30~10:00　休診：日曜、祝日、第二土曜、5月15日（創立記念日） 03-3813-3111

13東京都 医療法人社団MAY白金高輪海老根ウィメンズクリニック 東京都港区高輪1-2-17高輪梶ビル5-7階
月15：00-19：00　火・木・金8：30-13：00　15：00-19：00　水8：30-13：00　15：00-18：00

土8：30-13：00　15：00-17：00　日15：00-17：00
03-5789-2590

13東京都 いとう王子神谷内科外科クリニック 東京都北区王子5-5-3　シーメゾン王子神谷3階
月～木曜　９：30－17：30、金曜・祝日休診、

土は08：45-17：30受付、日曜日08：45-12：30受付（要事前予約）
03-5959-7705

13東京都 新宿ヒロクリニック 新宿区大久保2-11-15大林ビル1・2階 月~金曜　９:００~１７:００　土・日・祝休診 03-5272-5600

13東京都 とよす内科クリニック 東京都江東区豊洲4－2－2豊南堂ビル2階 月～金曜　9:30-12:30,15:30-18:30、土曜9:30－12:30、日曜休診 03-5144-5155

13東京都 久田内科・呼吸器内科クリニック 東京都町田市忠生3-20-2 月・火・木～土 042-793-4114

13東京都 医療法人社団眞應会 東京イースト21クリニック
〒135-0016江東区東陽六丁目3番2号

 東京イースト21内イーストタワー2階202のA

月～土曜　午前10：00~13：30　午後15：00～18：30

金15：00～18：00　土15：00～17：30　受付は15分前迄　日祝休診
03-5632-3821

13東京都 新宿ロイヤル診療所 東京都渋谷区代々木２－９－２　久保ビル２Ｆ 月～金曜　15：00～15：30　土曜　11：00～11：15 03-3375-3371

13東京都 イムス板橋健診クリニック
〒174-0051

東京都板橋区小豆沢2-23-15
月～金曜　9:00～11:00　14:00～15:30、土曜 9:00～11:00、日曜休診 03-3967-1515

13東京都 イムス東京健診クリニック 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル7階 月～金曜　8:15－17:15、土曜　8:15－12:15、土曜日午後&日曜日休診 03-3548-2451

13東京都 社会医療法人社団　正志会　南町田病院 東京都町田市鶴間4－4－1
月～土曜　午前８：３０－１１：３０、月～金曜　午後１３：３０～１６：３０

土曜午後・日曜・祝日休診
042-799-6161

13東京都 医療法人社団泰大会　薬師台おはなぽっぽクリニック
〒195-0073

東京都町田市薬師台1-25-12薬師台メディカルテラス
月～土　午前8：30～11：00　午後14：30～17：30 ※水曜・土曜は午前のみ 042-737-7373

13東京都 東陽町南砂みやけ内科 東京都江東区南砂2-32-5-2F
月～水曜・金曜　９：００－１２：３０・１５：００－１８：３０、土曜　９：００－１２：３０、

木・日曜・祝日休診
03-5632-8800

13東京都 イムス八重洲クリニック
東京都中央区京橋2丁目７番１９号

京橋イーストビル５F
月～金８：００～１７：００、土８：００～１２：００、日祝休診 03-3567-2080



名称 住所 受付時間 電話番号

13東京都 医療法人社団明芳会池袋ロイヤルクリニック 東京都豊島区東池袋1-21-11オーク池袋ビル8～10F
【予約】月～金曜　８：３０－１７：００、土曜８：３０－１２：００、土曜午後・日曜休診

【検査受付時間※完全予約制】月～土１０：００と月～金１４：００
03-3989-1112

13東京都 J-VPDラボラトリー 東京都新宿区愛住町23－14ベルックス新宿６F 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 03-6274-8198

13東京都 医療法人社団　日健会　日健クリニック 東京都江東区亀戸６丁目５６番１５号　3階 月・火・木　14:00～18:00 03-3638-3155

13東京都 プリベントサイエンス株式会社 東京都中央区日本橋堀留町1-10-11 月～土曜　９：００－１８：００ 03-5651-7280

13東京都 新小川町クリニック 東京都新宿区新小川町6-40 月～水、金　9：30～12：30・15：30～18：00、土9：30～12：30 03-3235-5265

13東京都 医療法人社団　明芳会　高島平中央総合病院 東京都板橋区高島平1-73-1 月～金曜　9：00～17：00 土曜　9：00～12：30 03-3936-7451

13東京都 医療法人社団創生会　町田病院 東京都町田市木曽東4-21-43 月～金９：００－１7：００、土曜・日曜・祝日対応不可 042-789-0502

13東京都 九段下駅前ココクリニック 東京都千代田区九段北１-２-１　九段中央ビル3F 月?金曜 03-5212-5551

13東京都 神宮外苑 Woman Life Clinic 東京都渋谷区神宮前3-39-5Qiz AOYAMA2F 月～土曜日：9:30－17:30 (土曜はAMのみ。日祝日休診) 03-6432-9385

13東京都 東京ミッドタウンクリニック 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6F 平日10：00～16：00 03-5413-0083

13東京都 明理会中央総合病院 東京都北区東十条3-2-11

月～金午前受付　１０：００－１1：４０

月～金午後受付　１４：００－１５：４０

土曜、日曜休診

03-5902-1199

13東京都 医療法人社団新愛会　東府中病院 東京都府中市若松町2-7-20 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 042-364-0151

13東京都 山王病院 東京都港区赤坂8ｰ10-16 月～金曜　９：００－９：３０　祝日・年末年始を除く 03-3402-3151

13東京都 目白ブライトクリニック 東京都新宿区下落合３－２１－３Ｍコート目白１Ｆ

平日9：00～13：00　15：00～18：30

土曜日9：00～12：30

休診日：水・日・祝日・第４土曜日

電話で問い合わせ必須

03-3565-5788

13東京都 虎の門耳鼻科クリニック 東京都港区虎ノ門1-1-25　虎ノ門一丁目ビル６階 月曜から水曜9時～17時、木曜13時～17時、金曜9時～14時 03-3597-8286

13東京都 国際医療福祉大学三田病院 東京都港区三田1-4-3 月～土曜　9:00～17:00　祝日・年末年始除く 03-3451-8121

13東京都 東京逓信病院 東京都千代田区富士見２－１４－２３ 月～金曜　１０：００－１６：００ 03-5214-7725



名称 住所 受付時間 電話番号

13東京都 協和医院 東京都台東区台東４－８－５ T&T御徒町ビル４階 毎日　９：００～１８：００　電話対応、オンラインで２４時間受付 03-3835-0186

13東京都 東十条さかい糖尿病・内科クリニック 東京都北区東十条4-5-16HJフレール101 月～金曜　8：30－18：00、土曜日 8:00-14:00、日曜休診 03-3914-2000

13東京都 アイビークリニック虎ノ門 東京都港区虎ノ門1-8-8 月～金　9：30～17：30 03-5501-1511

13東京都 株式会社　町田予防衛生研究所 東京都町田市原町田3-9-9 平日9：00～16：00（土日祝休み） 042-725-2010

13東京都 高水医院 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎282

月・水　9:00-12:00   14:00-18:00

火・金     9:00-12:00   15:00-18:00

土　          9:00-12:00

木曜、日曜、祝日は休診

042-557-0028

13東京都 あおぞら検査センター 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル３階320 月～金曜　11:00-14:30,16:00-20:00,土日祝9:30-13:30,14:30-18:00、奇数月第２日曜休診 03-3506-8881

13東京都 あおぞらクリニック新橋院 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル３階328 月～金曜　11:00-14:30,16:00-20:00,土日祝9:30-13:30,14:30-18:00、奇数月第２日曜休診 03-3506-8880

13東京都 医療法人社団　明芳会　板橋中央総合病院 〒174-0051東京都板橋区小豆沢二丁目12番7号 月～金曜　9：00～17：00 土曜　9：00～12：30 03-3967-1181

13東京都 スマートアンプステーションダナフォーム検査所
東京都港区芝２丁目２６番１号ｉＳｍａｒｔビル４０１

号室
月～金曜　９：００－１８：００、土曜、日曜休業 03-6722-0553

13東京都 佐川クリニック 東京都練馬区平和台2-11-14 月～土曜　8時～16時30分 080-9299-3122

13東京都 品川イーストクリニック 東京都港区港南2-15-2　品川インターシティB棟2階

月～金曜日：９：００－１８：3０

土曜日：証明書発行のみ

土曜日・祝日：検査不定期実施（時間はお問い合わせください）

日曜日休診

オンライン ２４時間受付

03-5783-5521

13東京都 立川PCR検査スポット 東京都立川市曙町２－３－４立川駅前ビル１階 月～日曜　9:00～20:00 042-519-3668

13東京都 たけ内科 新橋駅前院 東京都港区新橋3-21-4 ル・グラシエルBLDG. 26 4F 年中無休 03-6770-0786



名称 住所 受付時間 電話番号

14神奈川県 開花館クリニック逗子 神奈川県逗子市逗子5丁目14-13 月～土曜　9:00－16:00（火曜は精神科のみ）　日曜祝日休診 046-884-8832

14神奈川県 おおぐり医院 神奈川県横浜市神奈川区七島町127-9 月火木金 9:00~13:00,15:00~1900 水土 9:00~13;00 045-430-1105

14神奈川県 Myクリニック　あらき医院 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町47－25 月火水金　9時－18時　木土　9時－13時　日祝休診 045-642-6411

14神奈川県 医療法人　仁厚会　仁厚会病院 神奈川県厚木市中町３－４－１１ 月～金曜　８：００－１６：３０、土曜日　８：００～１１：３０、日曜・祝日休診 046-221-3330

14神奈川県 はなまるクリニック
神奈川県川崎市中原区小杉町2-313

ポン・ルテェール小杉1階
月～金曜　15：30～16：30　土日祝日休診 044-711-2870

14神奈川県 板倉医院 神奈川県横浜市泉区上飯田町1107-1 祝日を除く月・水・金・土 9:00-12:00   14:00-18:00 045-804-6631

14神奈川県 湘南山手つちだクリニック 神奈川県横須賀市吉井２－３－５ 月、火、水、金　9:00-12:00   15:30-18:00 046-846-5275

14神奈川県
医療法人ONE

きくち総合診療クリニック

神奈川県綾瀬市深谷中7-18-2

ライズモール綾瀬1階

月・火・水・土曜 9：00-13：00、15：00-18：00、19：00-21：00　金曜9：00-13：00

日曜祝日　9：00-13：00、15：00-18：00　木曜日・金曜午後休診
0467-76-1000

14神奈川県 保土ヶ谷あだちクリニック 神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町１－１７
月～金１０：００－１２：００、１５時-１８時

土　１０時-１２時

14神奈川県 戸塚共立第２病院 神奈川県横浜市戸塚区吉田町579-1
月～金曜　8：30-12：00、13：30-16：30

土曜8：30-12：00
045-881-3205

14神奈川県 医療法人社団啓寿会　石橋クリニック 神奈川県横須賀市大津町1-8-32
【月・火・木・金】AM 8:30～11:30　PM 3:00～3:30

【土】AM 8:30～11:30
046-837-3233

14神奈川県 武山加藤医院 神奈川県横須賀市林3-1-7 月～金曜9:00-12：00、14：30-18：00、土曜9:00-12：00、　　日曜・祝日休診 046-856-6636

14神奈川県 湘南鎌倉総合病院 神奈川県鎌倉市岡本１３７０－１ オンラインで24時間受付 0467-46-1717

14神奈川県 藤多パークサイドクリニック小児科・アレルギー科 神奈川県平塚市大原３－３０ 月～金曜　９時－１７時、土曜日９時ー１２時、日曜休診 0463-30-3117

14神奈川県 横浜掖済会病院 神奈川県横浜市中区山田町１番地２ 月～金曜９：００－１７：００、土日休診 045-261-8191

14神奈川県 あいクリニック 神奈川件鎌倉市玉縄１－１－５-１０６ 月～土曜　8：45-11:30、月水金　14:30-17:30　日曜祝日休診 0467-46-1486

14神奈川県 医療法人社団グローバルヘルス大倉山耳鼻咽喉科
横浜市港北区大倉山３－２６－６

三保クリニックビル１Ｆ

月～金曜日：午前１０：００～１１：３０　午後１５：００～１８：００

土・日曜：午前９：３０～１２：００　午後１５：００～１７：００
045-545-8711

14神奈川県 たかはし耳鼻科　（英語表記：takahashi E.N.T Clinic）
神奈川県高座郡寒川町岡田５－５－８湘南寒川医療モー

ル3階
月、火、水、金は、９:30～12：30、15：00～17：00　土曜日は、9：30～12：30　15：00～16：00 0467-72-3387

14神奈川県 もうえクリニック 神奈川県厚木市妻田西3-13-36 月～土曜　8：30－１８：００、土曜8：30－１2：００、日曜・木曜休診、 046-297-6222

14神奈川県 みやびクリニック
〒216-0024

神奈川県川崎市宮前区南平台３-１７
月～土　９：００―１８：３０（土は15：00）、木曜、日曜は休診 044-978-1765

14神奈川県 髙宮小児科 神奈川県横須賀市根岸町4-3-20 月～水・金：9:00～17:30，土：9:00～12:00，木・日曜休診 046-837-7300



名称 住所 受付時間 電話番号

14神奈川県 しなだ呼吸器循環器クリニック 神奈川県相模原市緑区橋本3-14-1 月・火・金曜9：00～19：00、水・土曜9：00～17：00、木・日曜・祝日休診 042-700-3322

14神奈川県 医療法人社団星林会小児科内科落合医院 神奈川県厚木市温水1016 月～金曜　9:00～11：30　4：15～6：30　土曜午前のみ　水曜、日曜祝日休診 046-247-1577

14神奈川県 横浜エムエムクリニック
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1　三菱重工横浜ビ

ル3Ｆ
月～金曜　9：00～12：30　14：00～16：30 045-225-0953

14神奈川県 ザ・ブラフ・メディカル＆デンタル・クリニック 横浜市中区山手町82 月,火、木、金、土曜09:00-17:00;水曜09:00~13:00 045-641-6961



名称 住所 受付時間 電話番号

15新潟県 おひさま耳鼻咽喉科 新潟県上越市飯２５３８－２ 月水木金　9－17時（午前は12時まで）　火土　9－12時 025-546-7114

15新潟県 こばやし内科クリニック 新潟県新潟市中央区紫竹山6－2－26 月、火、木、金曜　９：００～１８：００、水曜土曜９：００～１２：３０、水曜不定休、日曜祝祭日休診 025-246-5600

15新潟県 ゆきよしクリニック 新潟県新潟市江南区稲葉1-4-3 オンラインで24時間受付 025-382-3450

15新潟県 市川医院 新潟県長岡市山田2-4-13 月火木金9時ー12時　17時ー18時30　水､土9時ー12時　第2、4土曜　休診 0258-33-4619

15新潟県 米山クリニック     消化器内科・内科 新潟県新潟市西区小新南2-1-79 月•火•木•金　午前9:50~12:30  午後14:50~17:30　 土・日　午前9:20~12:30 午後休診　水・祝日　休診 025-378-3344

15新潟県 清野医院 新潟県燕市地蔵堂本町3-4-6 月・火・木・金　9：００ー18：００、水・土曜日　９：００－１２：００ 0256-97-2433

15新潟県 尾崎クリニック
〒950-0904

新潟県新潟市中央区水島町３－１９

月火木金　9:00－14:45　土　9:00－12:15

水日祝　休診
025-243-1101

15新潟県 医療法人社団内山医院 新潟県上越市吉川区下町1161-1 月火水金　9：00ー18:00　木土9：00ー12：00日曜祝日休診 025-548-2400

15新潟県 あがの市民病院
〒959-2025

新潟県阿賀野市岡山町13-23
月～金曜　8：3０－１7：００、土日祝日休診 0250-62-2780

15新潟県 斉藤医院 新潟県上越市新保古新田548-1 月～水曜、金曜土曜　8：3０－１1：3０、木曜、日曜休診 025-523-8500

15新潟県 社会福祉法人清津福祉会　上村診療所 新潟県十日町市田中ロ468-1 火～金8：30～17：00、月・土曜8：30-12：00 025-763-2111

15新潟県 新潟医療生活協同組合　木戸病院 新潟県新潟市東区竹尾4-13-3 月～金　8:00～11:00、第２第４土曜　8:00～10:30 025-273-2151

15新潟県 富田耳鼻科クリニック 新潟県新発田市舟入町3丁目11-18-7 月～金曜9：00-17：30　木曜日曜休診 0254-20-1133

15新潟県 新潟リハビリテーション病院 新潟県新潟市北区木崎761番地 月～金（祝日除く）　午前9時から午後5時まで 025-388-2116

15新潟県 医）笹川医院 新潟県新発田市下小中山３９２番地 月・火・水・金　１４：００－１５：００ 0254-33-2427

15新潟県 三条しただ郷クリニック 新潟県三条市荻掘1182-1下田保健センター内 月～木曜９：００－１２：００　１４：００－１７：３０ 0256-46-8717

15新潟県 なかむらこどもクリニック 新潟県糸魚川市横町２－３ー６ 月、水～金曜　９：００－１８：００、土曜　９：００－１２：００　日曜、火曜休診 025-552-1228

15新潟県 田邉医院 新潟市南区白根3052 月火木金　9：00-18：00　水土　9：00-12：30 025-372-2076

15新潟県 柏崎総合医療センター 新潟県柏崎市北半田２－１１－３ 月～木曜　１１：００－１４：００ 080-9506-0190

15新潟県 中条中央病院 新潟県胎内市西本町１２－１ 火～金曜日　１４：００～１４：３０ 0254-44-8800



名称 住所 受付時間 電話番号

16富山県 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
(電話受付)月～金曜 ９：００－１４：００、(検査実施)月～金曜 １４：３０※完全予約制、土日未実施 090-5689-0526（専用携帯）

16富山県 富山県済生会高岡病院 富山県高岡市二塚387-1 月～木曜　11：00～12：30 14：00～15：00、 金実施しない、土・日曜・祝日・12/29～1/3休診 0766-21-0570

16富山県 独立行政法人 国立病院機構 富山病院 富山県富山市婦中町新町３１４５ 小児科：月～金曜　１３：００－１５：００ 内科：月、水、木曜　１３：００－１５：００ （完全予約制）土日曜、祝日、年末年始休診 076-469-2135



名称 住所 受付時間 電話番号

17石川県 西村内科胃腸科クリニック
〒929-1344

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１６９
月火水金土曜　１５：００－１８：００、日曜木曜休診 0767-28-2033

17石川県 辻口医院 石川県七尾市中島町浜田1－27 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 0767-66-0118

17石川県 金沢聖霊総合病院 石川県金沢市長町1-5-30

予約受付時間：月・火・水・金　8：30ー17：15、木・土　8：30－12：30、日・祝休診

検査実施時間：月・火・水・金　14：00-16：00　（他日・他時間は、柔軟対応） 076-231-1295

17石川県 北村内科医院 石川県白山市倉光７丁目４１ 月火水金曜：８：２０～１７：３０，木土曜：８：２０～１２：３０，日曜祝日休診。 076-284-3800

17石川県 ののいち白山醫院
〒921-8845

石川県野々市市太平寺４丁目45番地
月～金曜　９：００－１８：００、土曜日　9：00ー12：00、日曜祝日休診 076-248-2151

17石川県 東病院 石川県小松市大領中町121番地 月～土曜　９：００－１８：００、日曜祝日休診 0761-21-1131

17石川県 もりした整形外科クリニック 石川県能美市辰口町６５４－１ 月～金曜12：00~13:00　土曜12：00~14:00 0761-51-6515

17石川県 医療法人社団升谷医院 石川県鳳珠郡能登町字松波10字99-1 月～水曜･金曜10:00～12:00.14:00～16:00土曜10:00～12:00､木曜・日曜・祝日休診 0768-72-1151

17石川県 円山病院 石川県七尾市府中町６８－３ 月～金曜　１０：００－１２：００、日曜祝日休診 0767-52-3400

17石川県 えんやま健康クリニック 石川県七尾市千野町に部１０番地 ・月～金9：00～18：00　　・木・土9：00～12：00　　・日　休み 0767-57-8600

17石川県 広崎医院 石川県小松市日吉町51 月火水金9時－18時木土9時－12時 0761-22-0393

17石川県 南ケ丘病院 金沢市馬替2-125 月火木金15:00～17:00 076-298-3366

17石川県 田谷泌尿器科医院 石川県小松市園町二２９番地１
月・火・水・金　 9：00～11：45、15：00～17：45

木・土　 9：00～11：45
0761-23-0888

17石川県 公立穴水総合病院 石川県鳳珠郡穴水町字川島タの８番地
月～金曜 8：30～17：15

第2，第４土曜8:30～12:30
0768-52-0511

17石川県 白山石川医療企業団　公立松任石川中央病院 石川県白山市倉光三丁目８番地 月～金曜　9:00～11:00（完全予約制）、土日祝は休み 080-2162-9726(予約専用）

17石川県 国民健康保険能美市立病院 石川県能美市大浜町ノ85番地 9：00～14：30 0761-55-0560

17石川県 津幡町国民健康保険直営河北中央病院 石川県河北郡津幡町字津幡ロ５１番地２ 月～金曜　１４：００－１６：００、土日祝日休診 076-289-2117

17石川県 浜野クリニック 石川県七尾市小島町ニ部５０番地１ 月～金曜　１３：００－１４：００、日曜祝日休診 0767-52-3261

17石川県 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 石川県七尾市富岡町94番地 月～金曜　8：30－17：15、土・日曜休診（救急のみ） 0767-52-3211

17石川県 小松ソフィア病院 石川県小松市沖町478番地

要予約

予約受付は月～土　9:00～17:00

検査実施は月～金曜　13:00

0761-22-0751

17石川県 山崎外科胃腸科医院 石川県河北郡津幡町加賀爪リー２０ 月火水金曜　８：４０－１８：００、木、土曜　８：４０～１２：３０、日曜休診 076-289-2288



名称 住所 受付時間 電話番号

18福井県 藤田記念病院 福井県福井市宝永４－１５－７ 月曜日: 1400～15:30 火曜日; 13:30～15:00 水曜日; 13:30～15:00 金曜日; 13:30～15:00 土曜日; 13:30～15:00 0776-21-1277

18福井県 田中内科クリニック 福井県福井市若杉4丁目512 診療時間内 0776-36-8855

18福井県 畑内科 福井県福井市下森田新町501 月・火・水・金；0830-1200、1430-1800、木・土；0830-1200 0776-56-0210

18福井県 福井厚生病院 福井県福井市下六条町２０１番地 月～金曜　９：００－１６：００ 0776-41-7130

18福井県 谷川内科クリニック 福井県鯖江市本町4丁目3-14 月曜～金曜　9:00～18:00 0778-51-4132

18福井県 社会医療法人寿人会　木村病院 福井県鯖江市旭町４丁目４－９ 月～金曜　９：００－１８：００ 0778-51-0478

18福井県 医療法人社団茜会藤田神経内科病院 福井県坂井市丸岡町羽崎31－12－1 月～金8：30～12：30土日祝なし 0776-67-1120

18福井県 特定医療法人千寿会　つくし野病院 福井県福井市川合鷲塚町49-6-1 月～土曜　９：００－１８：００、水曜は12時まで、日祝曜は休診 0776-55-1800

18福井県 にしお内科クリニック 福井県小浜市南川町１２番８号 月～金曜　9：００－１2：００、土日曜休診 0770-53-2407

18福井県 はやし内科外科 福井県越前市若竹町７－５ 月・火・水・金10:30-12:30,15:00-18:30・土10:30-12:30,15:00-17:00 0778-21-0111

18福井県 加藤医院 福井県三方上中郡若狭町鳥浜25-75 平日11：00～12：00 0770-45-0048

18福井県 岩井病院 福井県福井市日之出2丁目15-10 10：00~16：00

18福井県 岩堀メディカルオフィス 福井県越前市神明町４の１２ 月～金曜　９：００－１２：００　１４：００－１８：００、土曜　９：００－１２：００、日曜祝日休診 0778-22-0385

18福井県 育ちのクリニック津田 福井県福井市江端町6－48 月～金曜　９：００－１８：００、土曜　９：００－１３：００、木曜、日曜休診 0776-97-6119

18福井県 医療法人元和会野村内科医院 福井県福井市上中町36-8 月～金曜　9：00-17：.00.木休診、日曜休診 0776-53-8568

18福井県 たわらまち整形外科・内科クリニック 福井県福井市文京2-1-15 月火木金　８：３０－１８：００、水土　８：３０ー１２：３０、日曜休診 0776-22-2666

18福井県 千葉医院 福井県三方上中郡若狭町井ノ口２９－２８－１ 月～土曜　８：３０－１２：４５、月・火・水・金曜　１６：００～１８：４５　日曜休診 0770-62-2000

18福井県 広瀬病院 福井県鯖江市旭町1-2-8

月・火・木・金：9:00-16:00

水・土：9:00-11:30

日曜休診

0778-51-3030

18福井県 木村病院 福井県あわら市北金津57-25 月火木金10時～16時 0776-73-3323



名称 住所 受付時間 電話番号

18福井県 橘医院 福井県丹生郡越前町織田101-20 月～金曜　９：００－１７：００、木・土　９：００－１１：００、日曜休診 0778-36-0015

18福井県 今野内科 〒916-0018 福井県鯖江市幸町１－２－１２ 月～土曜 0778-51-1018



名称 住所 受付時間 電話番号

19山梨県 一宮温泉病院 山梨県笛吹市一宮町坪井1745 月～金　9:00～12:00 0553-47-3131

19山梨県 富士温泉病院　ＰＣＲ検査センター 山梨県笛吹市春日居町小松1177 月～金曜　09：00～15：00 0553-26-3331



名称 住所 受付時間 電話番号

20長野県 つかはらクリニック 長野県上田市塩川1358-1 月～土曜　９：００－１８：００、日曜・祭日休診 0268-75-5544

20長野県 耳鼻咽喉科気管食道科由井医院 長野県小諸市田町２－３－１２ 月～金曜　８：45ー17：４5、土曜８：45ー12：00、日曜祝日休診 0267-22-0327

20長野県 角田医院分院 長野県佐久市岩村田 3162-36
月～金曜　８：３０－１８：００、

土曜　　　８：３０－１２：００　日曜休診
0267-68-0550

20長野県 たなべ診療所 長野県南佐久郡佐久穂町高野町730-1
月・土　９：００－１2：００　／　火・金　９：００－１２：００　１６：００－１９－００　／

木　９：００－１２：００　１５：００－１７：００
0267-86-1186

20長野県 青木診療所 長野県小県郡青木村田沢１１８番地 月～金曜　８：３０－１７：３０、第二・四土曜　８：３０－１２：３０、日曜休診 0268-49-2031

20長野県 株式会社ミロクメディカルラボラトリー 長野県佐久市印内659-2 月～土曜日8:30～20:00、日・祝日8:30～17:30 0267-54-2111

20長野県 こまくさ野村クリニック 長野県塩尻市広丘野村2146 月～土曜　午前11:30-12:30、午後17：00-18：00日曜休診 0263-51-1121

20長野県 瀬口脳神経外科病院
〒395-0004

長野県飯田市上郷黒田218-2
平日9時-16時 0265-24-6655

20長野県 大槻医院 長野県諏訪郡原村15739-2 月～木、日9：00～12：00、15：00～18：00　土10：00～12：00、14：00～17：00、金曜休診 0266-79-7628

20長野県 医療法人大和真田会ましまクリニック 長野県長野市真島町真島2209
月・火・木・金　10:30-14:00、18:30-19:30

土　10:30-14:00

026-284-2052

※要予約

20長野県 松本市立病院
〒390-1401

長野県松本市波田4417-180

（予約受付時間）月～金　14：00～17：00

土・日・祝日休診
0263-92-3027

20長野県 一般財団法人　中部公衆医学研究所　診療所 長野県飯田市高羽町６丁目２－２ 月～金曜　８：３０－１７：３０ 0265-24-1505

20長野県 ともみ内科医院 長野県茅野市本町東３－５ 月～木曜日午前11時 0266-82-0424

20長野県 本原　クリニック 長野県上田市真田町本原610-1 月・火・水・金曜9：00～17：30　木・土曜9：00～12：00 0268-72-5550

20長野県 小田切医院 長野県安曇野市穂高有明１６３９－３ 月～金曜　10時30分～11時30分、土・日曜休診 0263-83-6025

20長野県 佐久穂町立千曲病院 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町３２８ 月～金曜　８：３０－１７：００、日曜祝日年末年始休診、要予約 0267-86-2360

20長野県 医療法人清心会　のどか内科クリニック 長野県上田市中丸子1141 ①月、水、木　9:00-12:00, 14:30-16:30  ② 金 14:30-16:30  ③土 9:00-12:00 0268-42-6501

20長野県 市立大町総合病院

長野県大町市大町3130番地 月～金曜　１１：００－１６：３０（予約受付時間） 月～木曜　１４：００－１５：００（検査実施時間） 0261-85-2234

（健診センター）

20長野県 地方独立行政法人長野市民病院 長野県長野市大字富竹1333番地1 026-295-1199

20長野県 医療法人 公仁会 轟病院 長野県須坂市大字須坂1239番地 月～金曜 14:00 - 15:00 026-245-0126

20長野県 川西赤十字病院 長野県佐久市望月318 月・火・金（１３時～１５時） 0267-53-3011



名称 住所 受付時間 電話番号

20長野県 医療法人　清水外科胃腸科医院 長野県塩尻市広丘吉田294－2 月～水、金曜8:30～17:20,木、土曜8:30～11:30 0263-58-2474

20長野県 やざわ虎クリニック 長野県諏訪市高島１－２１－１４ 月火水金8：30-12：00, 15：00-18：00,木土8：30-12：00,日曜祝日休診 0266-57-8300

20長野県 医療法人わかば内科クリニック 長野県佐久市中込3284-2 月、水、木、金8:30-11:30, 14:00-17:30  火、土　8:30-11:30 0267-67-6655

20長野県 うえだはらライフクリニック 長野県上田市上田原1053-1 月～金曜日　　9：00～12：00　土・日・祭日休診 0268-22-0873

20長野県 ながのファミリークリニック 〒380-0935長野県長野市中御所1-12-8 月～金曜　09:00-17:30、土曜　09:00-11:30、日祝休 026-217-6610

20長野県
長野県立

木曽病院
長野県木曽郡木曽町 福島６６１３－４

月～金曜

9:00～9:30
0264-22-2703

20長野県 丸子中央病院

長野県上田市中丸子１７７１－１ 月～土曜　8：30－11：30、14：00－17：00

月～金曜、8：30－11：30、

土曜午後、日曜休診

0268-42-1111

20長野県 ささき医院
長野県飯田市中央通り３－４４ 月～土曜11：00～12：00、日曜休診 0265-22-0059

20長野県 根津内科医院
長野県安曇野市穂高6870番地 火曜日9：00～12：00　および金曜日9：00～12：00 0263-82-8382



名称 住所 受付時間 電話番号

21岐阜県 おおすが内科クリニック 岐阜県関市笠屋1丁目80番地
月火水金（８：３０～１２：００、１６：００～１９：００）、木（８：３０～１２：００）、

土（８：３０～１２：３０）
0575-46-8001

21岐阜県 おつじ内科クリニック 岐阜県関市下有知5226-1 月、火、水、金　9：00～12：00　16：00～19：00　木、土　9：00～12：00 0575-48-0882

21岐阜県 かんべ内科クリニック 岐阜県大垣市木戸町２－８０ 月～土曜　１０：００－１１：３０、１７：００－１８：３０　木・土曜　１０：００－１１：３０　日曜休診 0584-75-2666

21岐阜県 耳鼻咽喉科・アレルギー科　さいとうクリニック 岐阜県関市明生町5-1-39
月・火・木・金曜日　９：００－１２：００　１３：３０ー１８：３０、

水・土曜日　９：００－１２：００　日曜日・祝日は休診
0575-23-8741

21岐阜県 医療法人岐陽会　サンライズクリニック 岐阜県羽島郡岐南町野中3丁目220 月～金曜　９：００－１８：００ 058-247-3322

21岐阜県 そはら永田クリニック 岐阜県各務原市蘇原外山町２丁目７１番地 月・火・木・金曜日：９～１２時　１６～１９時　　水・土曜日：９～１２時　　日曜・祝日：休診 058-371-0365

21岐阜県 ナチュラルクリニック２１ 岐阜県高山市下林町517-6

火～金　10：00～12：00、15：30～17：00

土　10：00～12：00　日月祝休診

検査は毎週水曜、土曜の午前のみ

0577-37-7064（代表）

090-6395-1966（検査専

用）

21岐阜県 みうら内科・糖尿病クリニック 岐阜県美濃市松栄町5-75 月火木金　９：００－１２：００　１５：３０～１８：３０、水土　９：００～１２：００、日曜休診 0575-31-4110

21岐阜県 みのかも西クリニック 岐阜県美濃加茂市西町5丁目337-1
月・水・金8：00～11：30、16：00～18：30,

火・木8：00～11：30、土8：00～11：30、14：00～16：30、日曜休診
0574-28-5310

21岐阜県 医療法人四葉会　永田産婦人科 岐阜県各務原市那加西野町190番地 月･火･水･金　9：00 ~ 16：00、木　9：00 ~ 12：00、土　9：00 ~ 13：00、日曜･祝日 休診 058-382-0058㈹

21岐阜県 関ケ原クリニック 岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原３１０７番地の１
月・火・木・金  8：30～11：30 ・ 16：00～19：00

水・土・日 8：30～11：30
0584-43-2999

21岐阜県 広瀬内科クリニック
〒501-0222

岐阜県瑞穂市別府１０７４
月～土曜　８：４５～１１：００、（月火木金　１６：３０～１９：００） 058-326-7773

21岐阜県 高田医院 岐阜県安八郡神戸町大字神戸468番地 月・火・水・金：　９：００－１２：００　１６：００－１９：００、木：　９：００－１２：００、土：　９：００－１２：００　１５：００－１８：００　（木・土曜日午後は不定休あり・日祝日休診）0584-27-2015

21岐阜県 医療法人正翠会　黒岩小児科クリニック 岐阜県美濃加茂市太田本町2－6－18 月・火・金・土日曜日9：00～11：00　16：30～18：00／水・木曜休診 0574-26-0525

21岐阜県 今井医院 岐阜県中津川市田瀬972-1 月～金曜　９：００－１８：００、日曜休診 0573-72-4377

21岐阜県 三浦医院
〒501-0112

岐阜市鏡島精華3-17-5
月～水曜、金、土曜　12：00～16：00（要予約）　木曜、日曜休診 058-251-9038

21岐阜県 松原耳鼻いんこう科医院 岐阜県関市池田町１００ 月～金曜１０：３０－１１：３０、１６：３０－１７：３０　土曜１０：３０－１１：３０　日曜休診 0575-24-5570

21岐阜県 医）秀徳会川村医院 岐阜県関市西田原1321 月・火・水・金・9：00～12：00　16：00～19：00　木・土：9；00～12：00　日、祝日：休診 0575-22-2174

21岐阜県 村上医院耳鼻咽喉科 岐阜県各務原市蘇原東門町2-78 月・水・木・金　９：００－１８：００、火・土　９：００－１２：３０ 058-371-7650

21岐阜県 大賀医院 岐阜県加茂郡白川町赤河1431 月～木曜　９：００－１7：００、金曜日９：００-１２：００ 0574-73-1126

21岐阜県 沢崎医院 岐阜県郡上市白鳥町為真1308番地1 月～金曜9:00～18:00、日曜休診～ 0575-82-2080



名称 住所 受付時間 電話番号

21岐阜県 医療法人梅田クリニック 岐阜県岐阜市旦島1ー6ー14 月～土曜　９：００－１２：００、１７:００－１９:００（木・土午後、日曜休診） 058-295-5055

21岐阜県 医療法人　義恵会　平岡医院 関市武芸川町谷口８３４

月・火・水・木・土曜　９：００－１２：００

月・火・木・金曜　１６：００－１８：０0

日曜祭日　休診

年末年始　休診　12月30日午後～1月3日

お盆休　　休診　  8月14日～15日（基本）

0575-46-3027

21岐阜県 墨俣医院 岐阜県大垣市墨俣町上宿874-1 月・火・水・金・土　８：００－１１：４５　１５：００－１６：４５ 0584-62-3311

21岐阜県 堀部医院 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋372-1 月～金曜　９：００－１８：００、土日曜　９：００－１２：００ 0574-25-2910

21岐阜県 矢嶋小児科
〒500-8212

岐阜県岐阜市日野南7-10-7

月曜、火曜、木曜、金曜　9:00～17:00

水曜、土曜　9:00～12:00
058-240-1577

21岐阜県 社会医療法人白鳳会　鷲見病院 岐阜県郡上市白鳥町白鳥２－１ 月～金曜　14：00－16：00 0575-82-3151

21岐阜県 公立学校共済組合東海中央病院 岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-2 24時間（Line、Wechatでの受付のみ）
電話問い合わせ不可

（Line、Wechatでの問い合

21岐阜県 木村内科 岐阜県中津川市手賀野400番地の１
月～水、金曜　８：４０－１２：００、１５：００～１８：３０、木、土曜日　８：４０～１２：００、日曜休

診
0573-65-8088

21岐阜県 医療法人社団橘会　新生病院 岐阜県揖斐郡池田町本郷1551-1 月～土曜　９：００－１１：００、月～金曜　１７：００－１８：３０、日曜休診 0585-45-3161

21岐阜県 操健康クリニック 岐阜県岐阜市薮田南1-4-20 平日9：00～16：00またはHPより 058-274-0330

21岐阜県
岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター土

岐市立総合病院
岐阜県土岐市土岐津町土岐口703番地の24 平日8：30～9：00（完全予約制） 0572-55-2111

21岐阜県 西田醫院 岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目134-1
平日　9：00－12：00　14：30－18：30（受付終了）　土曜　9：00－12：00　14：30－16：30

木曜日・日曜日　休診
0574-28-3371

21岐阜県 山田メディカルクリニック 岐阜県岐阜市東金宝町１－1２ 月～土曜　９：００－12：００、　月・水・金曜日13:30ー15:30　日曜休診 058-265-1411



名称 住所 受付時間 電話番号

22静岡県 ふたばクリニック 静岡県磐田市新貝2122-2 月・火・木・金　9：00－12：00，15：00-18：00　水・土　9：00-12：00　日祝日休診 0538-21-0077

22静岡県 チルドレンクリニック 静岡県浜松市中区高丘東4-5-30 午前　8：45~12：00　午後15:00~18：15（水・土曜午後休診） 053-420-6111

22静岡県 渡辺整形外科内科医院 静岡県御殿場市川島田１４２０－２ 月・火・水・木・金９：００ー12：00　月・火・水・金14：00ー15：00 0550-89-6722

22静岡県 中川原内科胃腸科医院 静岡県浜松市中区城北1-16-6 月、火、金曜　8：30-12：00、14：00-18：00　水、木、土曜　8：30-12：00　日曜祝日休診 053-471-9176

22静岡県 北伊豆往診クリニック 静岡県田方郡函南町柏谷字大橋1319-5 月～金　　09：00-　17：30 055-978-5368

22静岡県 村田内科クリニック 静岡県伊豆の国市吉田354-1
月火木金　①②8:30-12:00　①14:00-17:30　②14:00-16:00　①土日8:30-12:00　②土8:30-11:00　水・土日午

後・祝日休診
0558-76-8866

22静岡県 さぎさかクリニック 静岡県浜松市東区大島町３４７－１
月・火・水・金　11時00分～13時00分、15時00分～19時00分

土　11時00分～13時30分
053-432-5252

22静岡県 安田内科小児科医院 静岡県御殿場市東田中2-13-15 月-土8時30分-11時30分　月-金午後2時-5時 0550-84-3838

22静岡県 前嶋内科 〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町１１５３－１７ 9:00-18:00 053-438-4655

22静岡県 公益社団法人地域医療振興協会　上河津診療所 静岡県賀茂郡河津町下佐ヶ野71-1
月・火・水・金8：00-11：30、13：00-15：30

木8：30-、土日祝休診
0558-36-8606

22静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県熱海市東海岸町13-1
月～土曜　9：00～17：00

祝日・年末年始除く
0557-81-9171

22静岡県 内田耳鼻咽喉科 静岡県熱海市上宿町4-1 月～土曜　９：００－１2：００、日曜休診 0557-81-3313

22静岡県 医療法人社団エスアンドアール板井クリニック 静岡県静岡市駿河区曲金７丁目７－１９ 月・火・木・金・土9：00～12：00　　　月・火・金15：00～18：00 054-282-5525

22静岡県 医療法人社団勝優会　するがホームクリニック 静岡県富士市2-5-2 月～金曜9:30－12:30・16:00－18:00、土日曜休診 0545-30-6130

22静岡県 田中クリニック 静岡県裾野市伊豆島田810-7 月～金曜9：00-12：00/15：30-18：00、土曜9：00-12：00 055-992-1881

22静岡県 三上内科小児科医院 静岡県磐田市鎌田865 月・火・水・金　　8:30～18:00　土　8:30～12:00 0538-37-0802

22静岡県 協愛医院 静岡県富士宮市宮町8-7 月～土曜　９：００－１８：００、日曜祝日、木曜・土曜午後休診 0544-26-2710

22静岡県 西伊豆町田子診療所 静岡県賀茂郡西伊豆町田子943-2
電話予約受付時間（完全予約制）　月・火・木・金　8:30-11:30　15:00-17:00、水・土　8:30-11:30、第2土曜

(変更の場合あり）・日曜・祝日休診
0558-53-1555

22静岡県 池田医院 静岡県富士宮市淀師１４５５ 月～金９～１２時・１４～１８時、水９～１２時、土９～１３時半 0544-24-1806



名称 住所 受付時間 電話番号

22静岡県 けいクリニック 静岡県浜松市中区寺島町179 月～土曜 053-453-8550

22静岡県 かわさきクリニック 静岡県焼津市越後島４９４－１ 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 054-629-4976

22静岡県 たなか循環器内科クリニック 静岡県袋井市高尾１７６６-１ 月・火・木・金9：00～12：00、15：00～18：00　水・土　9：00～12：00　日曜・祝日休診 0538-41-0810

22静岡県 岩はし内科 421-0103静岡県静岡市駿河区丸子２丁目2-8-5 月～金10:00～11:30、16:00～17:00　(水曜午後、土、日、祝は除く) 054-259-0347

22静岡県 清水両河内診療所 静岡県静岡市清水区和田島693-1 月火木金　9：00～17：00　水　14：00～17：00　土9：00～12：00 054-343-2388

22静岡県 河西クリニック 静岡県熱海市中央町17-15K’sメディカルビル4・5階

月曜～金曜：　8時45分～12時30分、14時30分～18時

土曜：8時45分～12時30分、

第二・第四日曜：8時45分～12時30分
0557-83-7830

22静岡県 にしお小児科 静岡県浜松市東区積志町1630-1 月ー土曜日8:30-12:00　月ー金曜日16:00-17:30 053-431-1211

22静岡県 いとうクリニック 静岡県三島市玉川415-2 月・火・木・金9：00～12：30　　月・火・木・金16:00～18：30　土9：00～14：30　　水・日・祝日休診 055-973-7800

22静岡県 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院 静岡県熱海市昭和町20-20
月～金  8:30～12:00 13:30～16:00

土曜  8:30～12:00
0557-82-3000

22静岡県 医療法人　社団永仁会　吉永医院 静岡県静岡市清水区江尻東1-1-38 月～金8：30～18：00　土8：30～12：00　木・日・祝日休診 054-366-2722

22静岡県 聖隷三方原病院 静岡県浜松市北区三方原町３４５３ 月～金曜　９：００－１５：００、土曜・日曜休診 053-436-1251

22静岡県 服部医院 静岡県熱海市網代462-8 月～金曜8：00～12：00　14：00～18：00　土曜8：00～12：00 0557-68-0050

22静岡県 藤枝平成記念病院 静岡県藤枝市水上123-1 検査日 月曜日 11:00～12:00  予約受付 月～金（除祝日） 8:30～17:00 054-646-6181

22静岡県 遠藤 クリニック 静岡県富士市神谷５２７ー１ TeCOT・WEB24時間、電話予約受付時間、月・火・水・金　7:30-18:30、土　7:30-11:30、木・日曜・祝日休診 0545-34-0048



名称 住所 受付時間 電話番号

23愛知県 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
月～金曜13:00ー16:00(完全予約制、時間は応相談可)、土曜・日曜・祝日は不可 052-908-8181

23愛知県
医療法人陽和会

春日井リハビリテーション病院附属クリニック
愛知県春日井市神屋町706番地 月～金　9:00～15：00 0568-88-0033

23愛知県 清水内科クリニック 愛知県名古屋市北区平安1-8-50 052-912-0002

23愛知県 うかい医院
〒470-0116

 愛知県日進市東山4-621-2
月～金9:00～12:30・16:00～19:00、土9:00～12:30、時間外はお問い合わせフォームで受付可能 0561-74-1551

23愛知県 こだま耳鼻科クリニック 瀬戸市水南町155-1 月～水、金　10：30～11：30　土曜11：30～12：30 0561-87-4187

23愛知県 大口医院 愛知県日進市香久山5丁目1801 月・木・金　9時～12時半　16時～19時　火・土・日　9時～12時半 052-807-5111

23愛知県 医療法人マイルストーン　まつおかクリニック
〒457-0005

名古屋市南区桜台1-27-6
月火木金　9：00-12：00　16：00-18：00　水土　9：00-12：00 052-811-1811

23愛知県 医療法人社団同仁会 一里山・今井病院 愛知県刈谷市一里山町中本山８８番地 月～金曜　１３：００１５：００、日曜休診 0566-26-6702

23愛知県 中村クリニック 名古屋市名東区牧の里2-1907 月～土曜　９：００－12：00　16：30-19：００、日曜休診、土曜、木曜午後休診 052-703-5165

23愛知県 たけうちファミリークリニック 愛知県名古屋市昭和区折戸町5-45 月～土曜　9：00-11：30　14：00-17：30　木曜、土曜午後休診　日祝休診 052-752-1780

23愛知県 トータルサポートクリニック名東
愛知県名古屋市名東区香南2-902　メゾン・ド・ルアー

ジュ３０６号
（受付・対応）月～金曜　10:00-17:00　土・日・祝休診（受付のみ）HPより24時間受付 052-755-5357

23愛知県 佐藤脳神経外科 愛知県豊橋市牛川通1丁目21-7 月・火・水・金8：30～12：00　15：00～18：00　 0532-69-2760

23愛知県 医療法人H&H　ひだかこどもクリニック
〒470-2102愛知県知多郡東浦町大字緒川字大門一区３－

２

月・火・木・金曜日　9：00～18：30、土・日曜日　9：00～12：00、水曜日・祝日は休診　事前登録はHPから

24時間可能
0562-82-0700

23愛知県 医療法人はたのクリニック 〒443-0034愛知県蒲郡市港町20番14号 月～金曜11：00－13：00　15：00～16：00、土曜日11：00～13：00、日曜祝日休診 0533ｰ68-8899

23愛知県 医療法人　たけだクリニック 〒442-0033　愛知県豊川市豊川町波通34-1 月　火　水　金8：30～12：30　15：30～18：30　木　8：30～12：30　土曜日8：30～12：30 0533-83-3730



名称 住所 受付時間 電話番号

23愛知県 藤田医科大学岡崎医療センター 愛知県岡崎市針崎町字五反田1番地 月～金　9：00～12：00　　土日休診　　オンライン24時間 0564-64-8800

23愛知県 いつきクリニック石川橋 愛知県名古屋市昭和区檀溪通5丁目26番地 月～土曜　8：30－17：30、日曜祝日休診、Web予約　24時間受付 052-831-2211



名称 住所 受付時間 電話番号

24三重県 ほしみ脳神経外科 三重県桑名市星見ヶ丘７丁目３０５番地

月ー水および　金―土

9：00-12：00

15：00-18：00

0594-32-7500

24三重県 もりえい病院 三重県桑名市内堀28-1

・月～金8:30～11:45,15:30～18:00

・土8:30～11:45,15:00～17:15

・祝日8:30～11:45
0594-23-0452

24三重県 青木内科 三重県桑名市新西方2－８２ 月～金曜　9：00～18：00 0594－22－1111



名称 住所 受付時間 電話番号

25滋賀県 医)　寺井医院 滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘本町6-857-81
月～土曜　11：30－12：00、

月火水金　18:00-18:30
0748-86-1112

25滋賀県 しもいけメディカルクリニック 滋賀県蒲生郡日野町松尾5-59-3
月火木金　 9：00-17：00、土　 9：00-15：00、

日水祝日休診
0748-53-2324

25滋賀県 なかつか内科医院
滋賀県彦根市川瀬馬場町1082-5

彦根クリニックモール内科棟

月火金 9：00-11：00、17：00-19：00、

水土 9：00-11：00、16：00-18：00
0749-29-0981

25滋賀県 しづ井上内科
〒525-0041

滋賀県草津市青地町481-3

月～土曜　9：00－12：00、

月火水金　14：00－19：00
077-567-8502

25滋賀県 うちだクリニック
〒524-0022

滋賀県守山市守山５丁目８－７

月～土　9：00－12：00、

月火水金　17：00－19：30
077-514-3633

25滋賀県 さとこ内科クリニック
〒520-3025

滋賀県栗東市中沢2-5-54
月～木 9:00～12:00　16:00～19:00 077-554-7070

25滋賀県 医療法人社団 日高内科胃腸科
〒520-0006

滋賀県大津市滋賀里４丁目18-8

月火木金　9：00－12：00、17：00－19：00、

土　9：00－12：00
077-525-4356

25滋賀県 まつだ医院
〒520-2144

滋賀県大津市大萱2-4-20
月～土 8:30～11:30 月水金 16:00～19:00　日・祝休診 077-543-3000

25滋賀県 松が丘内科診療所
〒520-2102

滋賀県大津市松が丘七丁目16番20号
月火水金 9:00～12:00 16:00～19：00　土9:00～12:00　14:00～17：00 077-549-8110

25滋賀県 まつおファミリークリニック
〒523-0891

滋賀県近江八幡市鷹飼町1485番地6 O・Hビル近江八幡
月～金 8:30～12:00 16:00～19:00　土 8:30～12:00　木日：休診 0748-32-3255

25滋賀県 せと肛門胃腸クリニック 〒520-0525　大津市小野375-1 月火水金土 13:00～16:00 077-594-8533

25滋賀県 医療法人　田代クリニック 〒528-0007　滋賀県甲賀市水口町新城696番地 月水金 9:00～18:00　火木土 9:00～12:00　日曜・祝日休診 0748-63-0530



名称 住所 受付時間 電話番号

26京都府 環境衛生薬品株式会社 京都府相楽郡精華町光台3-6-1 月~金　10:00~17:00 0774-98-2130

26京都府 京都微生物研究所付属診療所 京都市山科区川田御出町３－４
予約受付：月～金曜日（祝日除く）　９：００－１７：００

来所検査（完全予約制）：月・水・金曜日（祝日除く）　１５：００－１６：３０
075-593-1443

26京都府 医療法人同仁会（社団）京都九条病院 京都市南区唐橋羅城門町10番地 月～金曜　１４：００－１６：００ 075-691-7121

26京都府 医療法人幸生会室町病院 京都市上京区室町通上立売下ル裏築地町８８ 月～土曜　９：００－１７：００、日曜・祝日休診 075-441-5859



名称 住所 受付時間 電話番号

27大阪府 医療法人　村上医院 大阪府豊中市千成町3-4-34 月～土曜　9：00～12：30、17：00～20：00、木曜午前・土曜午後・日曜祝日休診 06-6336-2662

27大阪府 医療法人　中浜医院 大阪市旭区中宮2丁目１５－３ 月~土曜日 9:00~1200 、 月・火・木・金 17:00~19:30  日祝休診 06-6951-0759

27大阪府 医療法人船戸医院 大阪府茨木市志甫穂積2丁目9番17号 月～土曜9：00~12：00 072-627-3139

27大阪府

医療法人青洲会　なかつか整形外科リハビリクリニック

（※検査開始時期はクリニックホームページご参照くださ

い。）

〒598-0071

大阪府泉佐野市鶴原832番地の1

月・火・水・金曜日　9:00～12:00　16:00～19:00

木・土曜日　9:00～12:00　木・土曜午後、日・祝休診
072-469-1300（TELにて完全予約制）

27大阪府 北大阪メディカルクリニック 大阪府吹田市江坂町5-14-13 月曜10：00-17：30　火曜～金曜15：00～17：30 06-6378-0086

27大阪府 ゆうき内科・スポーツ内科
大阪府枚方市岡本町７番１号 枚方ビオルネ４階（京阪電

車 枚方市駅 徒歩１分）

月、水、金曜：9～13時、16～19時 火、木曜：9～13時  土曜：9～17時  ※上記以外の時間帯に往診可の場合あ

り

070-8484-5670

072-807-7300

27大阪府 大山クリニック 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-40-28 月・火・水・金曜9：00－12：00、17：00-19：00、木曜・土曜9：00-12：00、日曜休診 0725-32-1831

27大阪府 医療法人満領会　有田医院 大阪府大阪市浪速区桜川4-11-16　アリタビル1階
月～土曜　9:00~11:00　月・火・木・金　14:00～18:00、

水・土午後、日曜、祝日休診　※事前に要問合せ
06-6568-0701

27大阪府 ミナミ心斎橋クリニック 大阪市中央区博労町2-6-7　大バスビル102 日～金曜　９：００－１３：００　１４：００－１８：００、月・土曜休診 06-6281-0022

27大阪府 順風会　あびこ森村クリニック 大阪市住吉区我孫子1-7-6
月・水・金：8：30-12：00、16：00-19：30

火・木・土：8：30-12：00
06-6694-7711

27大阪府 野江内代クリニック 大阪市城東区野江4丁目1番8号-101
月・火・木・金　９：００－１２：００　１５：００－１９：００

土　９：００－１２：００　水曜・日曜休診
06-6932-4970

27大阪府 さとみ内科クリニック 大阪府豊中市曽根東町1丁目8-8　植村ビル1階
月～金曜　9：00－11：00（午前）、月～水・金　16：30－18：15（午後）、

土・日曜・祝日休診
06-4865-3637

27大阪府 秋桜会クリニック 大阪府大阪市都島区都島本通5-14-11
月～金曜　11：30－12：30（発熱外来）

24時間　メール受付（訪問型PCR検査）

06-6922-0303

080-2451-1818

27大阪府 医療法人友愛会　松本病院 大阪市福島区海老江２丁目１-３６ 月～土曜　9:15－17:15、日曜祝日休診 06-6458-6881

27大阪府 くまだ内科・小児科クリニック
〒553-0004

大阪府大阪市福島区玉川４丁目６－１１
月～金曜　８：３０～１９：００、土曜　８：３０～１２：３０、日祝休診 06-6446-6006

27大阪府 医療法人　蛭沼耳鼻咽喉科医院 大阪府東大阪市瓢箪山町11-24
月、火、木、金　9：30～11：30　　16：30～18：30

土　9：30～11：30
072-981-3517

27大阪府 笠井医院 大阪市大正区北村2－5－10 月～土曜　9:00-12:00,  月、火、水、金　15:30～17:00 06-4394-7026

27大阪府 社会医療法人純幸会関西メデイカル病院 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番7の2号 ホームページから予約随時または電話申込・月～金曜日　９：００－１６：００,日祝休診 06-6836-1199



名称 住所 受付時間 電話番号

27大阪府 ありずみ消化器内科 大阪府大阪市西区南堀江２－４－１はなさきビル３階 月火水金土９:00～12:00　月火水金17:00～19:00　木日祝休診 06-6648-8554

27大阪府 大正すずらんクリニック 大阪市大正区三軒家東4－5－12　R&Kビル3階
月・火・木・金曜　９：００－１２：００、１５：００－１７：３０、

土曜　９：００－１２：００、水曜・日曜休診
06-6556-2000

27大阪府 医療法人　佐野耳鼻咽喉科 大阪府河内長野市千代田南町8-3 月.火.水.金　9:00~12：00　15：00~18：00　土　9:00~12:00 0721-52-3387

27大阪府 医療法人青廉会　藤戸小児科 大阪府東大阪市日下町3-2-35 月～土曜 072-985-1218

27大阪府 すぎた内科クリニック 大阪市西区江戸堀2-6-25-103
月・火・木・金　(午前診)　9：30～13：00　(午後診)　16：00～18：30　、

土曜　(午前診のみ)　9：30～13：00
06-6225-7822

27大阪府 大阪本町メディカルクリニック
〒541-0052

 大阪府大阪市中央区安土町3-3-5 イケガミビル５階

検査実施日　月  11:00~15:00、火・水・金　09:00~10:00、木 9:00~10:00  15:00~18:00、

予約は２４時間オンラインで可能
06-6266-7001

27大阪府 医療法人りんどう会　向山病院 大阪府枚方市招提元町1-36-6 月～金曜　９：００－１2：００、17:00～18：30　日曜祝日休診 072-855-1246

27大阪府 よしかわ健やかクリニック 大阪府堺市西区浜寺元町１－１２０－１
電話予約　月～土　9：30～18：30（月、木、土は12時まで）、

来院頂く時間　月～土　10時～11時
072-269-0553

27大阪府 医療法人さたクリニック 大阪市北区長柄中1-5-16 月曜－金曜0930-1500土曜0900-1300 06-6358-2503

27大阪府 ザ・北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚科クリニック 大阪市中央区高麗橋１－７－３キタハマプラザ３階 月～水・金（１０時～１９時）　土（１０時～１３時） 06-4707-8700

27大阪府 泉南大阪晴愛病院 大阪府泉南市中小路2-1860-1 月~土 072-484-1199

27大阪府 大西耳鼻咽喉科医院
大阪府大阪市平野区長吉長原東3－1－71ナガハラレジデ

ンス２Ｆ
月、水、金　9:30から12:00　16:00から19:00　火、土　9:30から12:00　木、日祝日休診 06-6704-4848

27大阪府 近畿大学医学部関西国際空港クリニック 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 月～金　９：００～１１：００　１３：００～１５：００

27大阪府 あらたホームクリニック三国ヶ丘
大阪府堺市堺区向陵中町4丁3番10号　SHINZANビル

315号
072-242-7998

27大阪府
いであ株式会社

大阪支社 食品・生命科学研究所
大阪府大阪市住之江区南港北1-24-22 月曜日～金曜日9:00-17:30、土日祝日休 （年末は12月28日まで、年始は1月4日からです）

06-7656-2288

06-4703-2865

27大阪府 医療法人みのり会 藤の街クリニック 大阪府交野市藤が尾 4丁目3番15号

月・火・木曜日：10:00-14:00　19:30-20:30

水・土曜日：12:00-13:00

金曜日：12:00-14:00　19:30-20:30

072-892-9500

27大阪府 医療法人　実有会　小松クリニック 大阪市住之江区南港北1-17-19-303 月～土曜　９：００－１9：００、日曜休診 06-4703-0257

27大阪府 金澤クリニック 大阪府東大阪市西石切町1-11-18 月火水金土曜日 072-985-6951

27大阪府 まつむら胃腸科クリニック
〒565ー0804

大阪府吹田市新芦屋上22-1-102
9:00～17:00 06-6369-7077

27大阪府 医療法人　元季会　今野クリニック 大阪府堺市北区長曽根町3065-1 月～土曜　９：００－１2：30、日曜休診 06-6242-5225



名称 住所 受付時間 電話番号

27大阪府 医療法人社団創輝会　感染症検査クリニック大阪
大阪府大阪市中央区西心斎橋2－13－16　おおきに西心斎

橋BirthPlaceビル3階
日～月曜　9：００－１8：00（不定休） 0120-936-760

27大阪府 医療法人　山田医院 大阪市中央区谷町6丁目17-21 月～土曜　９：００－１2：3０、予約制　日曜・祝日：休診 06-6762-0936

27大阪府
医療法人SKY

スカイ整形外科クリニック
大阪府茨木市双葉町10-１ 茨木東阪急ビル１Ｆ 月～金曜　９：００－１８：００、 土曜　９：００－１４：００ 日曜休診 受付時間外はメールフォームにて対応 072-638-2121



名称 住所 受付時間 電話番号

28兵庫県 株式会社デルタバイオメディカル
〒650-0013

神戸市中央区花隈町19-12　ラムール花隈103
月～土曜　9：30～18：00　日：休み 078-362-5589

28兵庫県 医療法人社団仁恵会石井病院 兵庫県明石市天文町１丁目５番11号 月～金曜　9:00～11:30、13:00～16:00　土曜日曜祝祭日年末年始除く 078-918-1801

28兵庫県 医療法人愛和会　金沢クリニック 神戸市中央区加納町六丁目六番一号 火曜日～金曜日　9：00～16：00 078-331-0743

28兵庫県 市立加西病院 兵庫県加西市北条町横尾１丁目13番地 月～金の10:00～14:00　（土日祝、年末年始除く） 0790-42-2200

28兵庫県 神戸アイジスクリニック
〒650-0012

神戸市中央区北長狭通2丁目5番12号ミズキビル203号
月火木金土10：00～13：00　16：30～19：30　水日10：00～19：30　Web予約24H 078-381-8323

28兵庫県 真浦クリニック 兵庫県姫路市家島町真浦2379-1 月～水、金曜　9：00－16：00　　　　第2、第4木曜　9：00－12：00 079-325-0995

28兵庫県 近藤内科医院 姫路市東山251 月曜～土曜：９時～12時（日曜、祝日休診） 079-247-3111

28兵庫県 医療法人社団天馬会　半田中央病院 兵庫県相生市旭3丁目2番18号 月～金曜日9：00～12：00　13：00～18：00　土日祝祭日なし 0791-22-0656

28兵庫県 医療法人愛光会　宝塚清光クリニック 兵庫県宝塚市仁川団地４番１４号
月～土曜　９：００－１７：００　電話受付（訪問型PCR検査）

24時間　メール受付（訪問型PCR検査）

080-8949-0485

080-2451-1818



名称 住所 受付時間 電話番号

29奈良県 社会福祉法人　恩賜財団　済生会奈良病院 奈良市八条４丁目643番地 月～金曜　時間はこちらで指定します 0742-36-1881

29奈良県 医療法人正和会野村医院 奈良県山辺郡山添村大西502-1 火曜・水曜・金曜・土曜の診療時間(URLに詳しく記載） 0743-85-0439



名称 住所 受付時間 電話番号

30和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 火・木　１０：００－１６：００　 073-422-4171

30和歌山県 独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 和歌山県和歌山市木ノ本93-1 月～金曜　９：００－１７：００、土･日･祝日休診 073-451-3181

30和歌山県 池内興業合同会社検査部 和歌山県和歌山市鳴神1140-5 9時～18時　土日も受付可 073-460-7221

30和歌山県 ひだか病院 和歌山県御坊市薗１１６番地２ 月～金曜　８：３０－１７：００、(祝日は除く) 0738-22-1111



名称 住所 受付時間 電話番号

31鳥取県 藤井たけちか内科
〒682-0804

鳥取県倉吉市東昭和町158
月～土、日曜休　8時半～18時 0858-47-0000

31鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町36番地1 月～金　9：００－14：００　完全予約制　予約専用電話　0859-38-7570　平日14：00～17：00

予約専用電話　0859-38-

7570

（平日14：00～17：00）

31鳥取県 社会医療法人同愛会博愛病院 鳥取県米子市両三柳1880 月～金曜　9：00-10：00、土日祝休診 0859-29-1100

31鳥取県 谷本こどもクリニック 鳥取県米子市榎原１８８８－３ 月～金曜日　9：００～１８：００、土曜日　９：００～１５：３０、日曜祝日休診 0859-26-3030

31鳥取県 鳥取県済生会境港総合病院 鳥取県境港市米川町44番地 月～金曜日　10：00ー11：00 0859-42-5805

31鳥取県 日南町国民健康保険日南病院 鳥取県日野郡日南町生山５１１番地７ 月～金　14：00～16：00 0859-82-1235

31鳥取県 株式会社R0　アールゼロ臨床検査センター　米子事業所 鳥取県米子市加茂町 月～土曜　10:00-19:00

31鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 鳥取県鳥取市三津８７６番地 月～金曜　１３：００－１３：３０　　完全予約制　予約受付時間：平日１０：００ー１４：００ 0857-59-1111



名称 住所 受付時間 電話番号

32島根県 島根大学医学部附属病院 〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1

平日 10:00～15:00

土日祝　休診

電話予約

090-9821-7995

32島根県 出雲徳洲会病院 島根県出雲市斐川町直江3964-1 月～金曜日　9：00-17：00 0853（73）7000

32島根県 出雲市立総合医療センター 島根県出雲市灘分町613 月～金曜　９：００－１7：００、土日曜休診
090-9735-7275（専用電

話）



名称 住所 受付時間 電話番号

33岡山県 かたやま小児科クリニック 岡山県津山市山北763-19

●インターネット受付

24時間

●電話受付

月火水金曜日　8:30～12:30、14:30～17:30

木土曜日

8:30～12:30

0868-24-1310

33岡山県 すぎはら眼科循環器科内科 倉敷市茶屋町751-1 9：00~12：30　15：00~18:00 086-428-2868

33岡山県 角田医院 岡山県総社市中央３丁目3番地の113 月～金曜日8：30～12：30、16：00～20：00土曜日8：30～12：30 0866-93-1288

33岡山県 深井医院 岡山市北区高松131-5 AM9時ｰ12時　PM2時ー5時(土曜日） 086-287-2011

33岡山県 筒井医院 岡山県小田郡矢掛町小田5526-7 月火水金 8:30-12:00,  16:30-18:30　木土 8:30-12:00 0866-82-3113

33岡山県 あゆみクリニック 岡山県小田郡矢掛町矢掛2560-3 月・火・水・金　9：00～12：00 15:00～18：00　 木・土　9：00～12：00　　日曜・祝日　休診 0866-84-0001

33岡山県 おおうみクリニック 岡山県津山市河辺933-3 月・火・木・金（8：30～12：00・15：00～17：00） 水・土（8：30～12：00）日曜、祭日休診 0868-21-0033

33岡山県 おかもと内科小児科診療所 岡山県岡山市中区浜356-1 祝日・土日以外の平日正午頃 086-271-2655

33岡山県 さとう記念病院 勝田郡勝央町黒土45 13：30～15：30　（水・日・祝は休診） 0868-38-6688

33岡山県 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町三丁目20番1号  平日 （土・日・祝日は除く）①9:00～10:00②13:00～14:00 086-737-3000

33岡山県 下野内科外科 備前市木谷220-1 月～金曜10:00～11:30、13:00～14:00　土日祝休診 0869-67-2335

33岡山県 岩藤胃腸科・外科内科クリニック 岡山市東区瀬戸町沖343 9:00～12:30　15:00～18:30（月～土） 086-952-1166

33岡山県 松山胃腸科外科 岡山市南区松浜町16-11 随時 086-264-3113

33岡山県 石川病院 津山市川崎554-5 8：30～12：00　PM14：30～17：30 0868-26-2188

33岡山県 芳野病院 岡山県苫田郡鏡野町吉原312 月・火・木・金・土　8：00～17：30　日・水・祝休診 0868-54-0312

33岡山県 北川病院 和気郡和気町和気277 9:00　～　17:00　土曜は午前中のみ、日・祝不可 0869-93-1141

33岡山県 河原内科松尾小児科クリニック 津山市二宮２１３７－１０ 午前10時から午後4時、木曜日・土曜日・日曜日・休日は不可 0868-28-5570

33岡山県 笠岡中央病院 岡山県笠岡市笠岡5102-14 （月～金）9：00～18：00　（土）9：00～13：00 0865-62-5121

33岡山県 森下病院 岡山県総社市駅前1-6-1 月～土曜　8：30～12：00　13：30～17：30 0866-92-0591

33岡山県 薬師寺慈恵会薬師寺慈恵病院 岡山県総社市総社1-17-25 月~金：9：30～12：00/14：00～18：00　土：9：30～12：00　日祝休診 0866-92-0146



名称 住所 受付時間 電話番号

33岡山県 たなかファミリークリニック 岡山市南区米倉80 月・火・木・金　午前9時～11時　午後15時～18時 086-243-6070

33岡山県 井原市立井原市民病院 岡山県井原市井原町1186 予約制(月～金13:30～17:15電話予約)、実施(月～金8:30～9:00) 0866-62-1133

33岡山県 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町2-25 平日：12：00-17：00 086-252-2211

33岡山県 岡村一心堂病院 岡山市東区西大寺南二丁目1番7号 9時～17時（当日検査希望の場合は14時までに連絡）（検査可能日時は月～金　14時～16時の完全予約制） 086-942-9900

33岡山県 笠岡市立市民病院 岡山県笠岡市笠岡5628-1 月～金曜日　8時30分～15時30分 0865-63-2191

33岡山県 笠岡第一病院 岡山県笠岡市横島1945 月～金曜（祝日除く）9:00～12:00（完全予約制） 0865-67-0211

33岡山県 玉島中央病院 岡山県倉敷市玉島阿賀崎2-1-1 平日（月～金曜日）14時～16時まで 086-526-8111

33岡山県 芳賀佐山診療所 岡山市北区芳賀5112-103 月～土 9:00～11:00、月火木金 15:30～17:30、日曜不可 086-284-7272

33岡山県 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 【月～金】8：30～17：00、【土】8：30～12：30 086-462-1111

33岡山県 今井医院 岡山市北区西辛川２６９番地１ 月～土曜 8:30-12:30  15:30-19:00、日曜休診 086-284-0043

33岡山県 前島外科内科医院 岡山市南区西市560-7 月曜～金曜　9：00-17：00 086-241-0032

33岡山県 津山中央病院 津山市川崎1756 月～金曜　9時～13時、土日休診

33岡山県 なかとう内科小児科医院 岡山県岡山市中区平井3丁目874-40 月・火・水・金・土曜は10：00－11：00・16：00－17：00、木・日曜・祝日は対応無 086-274-9100

33岡山県 岡山旭東病院 岡山市中区倉田567番地の1 検査可能時間：月～木／14時～16時　(金／要相談） 086-276-3231

33岡山県 浅野クリニック 岡山県倉敷市幸町8-27 月～木曜9：00から15：00 金・土曜9：00から12：00 086-422-1207

33岡山県 黒田医院 岡山市北区神田町２丁目８番３５号 E-MAILもしくはLINEのみ受付で24時間。返信は48時間以内 086-233-3531



名称 住所 受付時間 電話番号

34広島県 うさがわクリニック 広島県広島市中区幟町14-16-2F 月･火･水･金 9:00~18:00　木･土 9:00~12:30　日祝休診 082-224-0388

34広島県 津谷内科呼吸器科クリニック 広島市東区牛田早稲田1-6-3 月～金曜　９：００－１８：００　メールでの受付

34広島県 あずまクリニック放射線科内科 広島県広島市南区段原1-8-1 火曜18：00／金曜18：00／木曜13：30 082-261-5500

34広島県 医療法人社団豊和会　豊田内科胃腸科 広島県呉市伏原1丁目8-13 月火水金曜9：00～17：30　木土曜9：00～12：30　日曜・祝日休診 0823-21-0333

34広島県 医療法人フルライフかとうクリニック
〒731-0101

広島市安佐南区八木2-3-6

月、火、水、金／9:00-12:00、15:00-18:00

木、土／9:00-12:00　日曜・祭日休診
082-873-6622

34広島県 医療法人叙叙会　福山第一病院 広島県福山市南蔵王町5丁目14-5 月～金　8：30～17：00、土　8：30～12：00、日祝　休診 084-943-7171

34広島県
医療法人社団

さえき医院
広島県東広島市志和町 志和東１１９９-４ AM9：00～12：30 PM15：00～16：00 082-433-3733

35広島県 三菱三原病院 広島県三原市糸崎３丁目３番１号
①営業日

②営業日（午後からの検体採取は、報告日が1日延長）
0848-62-7331

34広島県 広島大学病院（渡航のための検査に限る） 広島市南区霞１丁目２－３ 月～金曜　８：３０－１７：００、土日休診 082-257-5468

34広島県 イービーエス株式会社 広島県広島市安佐南区祇園3-26-3 9:00-18:00 082-832-5570

34広島県 医療法人　SkyClinic
〒732-0821

広島県南区大須賀町20-13

再診の場合

月　                9：00-11：30　14：30-17：30

火・水・金　9：00-12：30　14：30-17：30

木・第1土      9：00-12：30

082-261-1171

34広島県 医療法人順典会手島医院 広島県呉市本通5-1-24 月～土曜日 0823-21-2967

34広島県 大宇根内科呼吸器科クリニック 広島県呉市広古新開１丁目１－３１ 月・火・水・金：午前9:00～12:00　午後15:00～17:30　土：午前9:00～12:00午後休診　木・日祝日休診 0823-76-2202

34広島県 医療法人あわや内科クリニック 広島県廿日市市佐方4－4－13 月・火・水・金９：００－１８：００、木・土９：００－１２：３０ 0829-34-0288

34広島県
国家公務員共済組合連合会

呉共済病院忠海分院
広島県竹原市忠海中町2-2-45 月～金曜　8：45－10：30　（要予約）土日曜休診 0846-26-0250



名称 住所 受付時間 電話番号

35山口県 公益財団法人山口県予防保健協会 山口県山口市吉敷下東３丁目１－１ 月～金　9:00～12:00、13:00～17:00 083-933-0008 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 4）

35山口県 医療法人岩国みなみ病院 山口県岩国市南岩国町2丁目77-23 月・水・木・金　8：30－11：30、14：30－17：30、火・土　8：30－11：30、日休診 0827-32-4100

35山口県 三田尻病院 山口県防府市お茶屋町3-27 月～金曜　９：００～１６：００、土日祝日休診 0835-22-1110

35山口県 山中クリニック 山口県大島郡周防大島町大字久賀５３６８－１ 事前予約 0820-72-0152

35山口県 医療法人　たけの子クリニック 山口県熊毛郡平生町平生村765-2 月～金　9:00～18:00、土　9:00～12:00、日祝日休診 0820-25-3341

35山口県 さくらぎ循環器・内科クリニック 山口県岩国市麻里布町7-2-18 月～金曜　９：００－１7：００

35山口県 くだまつ美里ハートクリニック 山口県下松市美里町4丁目１０－２５
月～土曜　8：30～17：45　木・土午後休診　日曜休診　要予約

検査実施時間は月・水・金　11：30～12：30　14：30～15：30
0833-48-3310

35山口県 医療法人社団内田内科消化器科 山口県宇部市床波２丁目5-26 月～土曜　９：００－１８：００、日曜　木曜日午後休診 0836-51-9323



名称 住所 受付時間 電話番号

36徳島県 医療法人　原田医院 徳島県鳴門市大麻町大谷字中通３０
月火水金 ９：００～１２：３０　１５：００～１８：３０、木　９：００～１２：３０

土　９：００～１２：３０　１５：００～１７：３０、日曜・祭日休診
088-689-2108

36徳島県 さくら診療所 徳島県吉野川市山川町前川212番地6 火・木曜日　13：30~14：30 0883-42-5520

36徳島県 藍住たまき青空クリニック 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜110-5 月～土曜　９：００－１８：００、日・祝休診　月~金曜　午前のみ検査実施 088-678-7727

36徳島県 虹の橋病院 徳島県徳島市中島田3丁目60番地１ 月～土：9～18時半(土は17時半まで)、日曜・祝日休診 088-633-0800

36徳島県 石井虹の橋クリニック 徳島県名西郡石井町石井字石井231-1 月～土：9～18時(土は17時半まで)、日曜・祝日休診 088-674-2311

36徳島県 たまき青空病院 徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1 月～土　9:00～18:00（日・祝は定休日） 088-642-5050

36徳島県 つるぎ町立半田病院 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪234番地1 月～金曜　９：００－１４：００、土日祝日休診 0883-64-3145

36徳島県 株式会社スペック 徳島県徳島市川内町沖島85-1 月～土曜　９：００－１7：００、日曜休日



名称 住所 受付時間 電話番号

37香川県 つるわクリニック 香川県さぬき市津田町鶴羽570-1 ●月・火・木・金　9:00-12:00、15:00-17:00 ●水・土　9:00-12:00 ●日曜休診 0879-42-0170

37香川県
医療法人一士会

内海平井クリニック
香川県小豆郡小豆島町草壁本町602-18

●月～土　9:00-12:00

●日曜・祝日休診
0879-82-2701

37香川県
医療法人一士会

平井クリニック
香川県小豆郡土庄町1360-105 ●月～金　15:00-18:00 ●日曜休診 0879-62-1701

37香川県
医療法人社団一真会

川人外科内科
香川県木田郡三木町井戸526-1

●月・火・水・金　8:30-12:00、14:30-18:00

●木　8:30-12:00

●土　8:30-12:00、14:00-16:30

●日曜・祝日休診

087-899-1212

37香川県
医療法人春風会

樫村病院
香川県木田郡三木町平木56-7 ●月～水・金　8：30-12:00、14:00-18:00 ●木・土　8:30-12:30 087-898-1431

37香川県
医療法人社団なつめ会

美術館診療所
香川県高松市香西東町433-1 ●月・火・木・金　9:00-18:00 ●水・日曜休診 087-881-2776

37香川県
医療法人社団

いとうクリニック
香川県高松市木太町3238-7 ●月・水・金　9:00-10:00、14:00-15:00 ●火・木・土　9:00-10:00 ●日曜休診 087-835-5011

37香川県
医療法人社団光樹会

水谷内科クリニック
香川県高松市木太町3602-1 ●月・火・木・金・土　9:00-18:00 ●水・日曜休診 087-835-5037

37香川県 海部医院 香川県高松市高松町2365番地

●月～金　9:00-18:00

●土　9:00-13:00

●日曜・祝日休診

087-843-3666

37香川県
医療法人社団和広会

伊達病院
香川県高松市観光町588-8 ●月～金　9:00-12:00、14:00-17:00（木曜午後は不可） 087-831-1701

37香川県 Setolabo衛生検査所 香川県高松市牟礼町牟礼249番地5-103 ●月～日曜　24時間 070-1688-5970

37香川県 加藤医院 香川県高松市天神前1-22 ●月～金　9:00-17:00 087-862-6614

37香川県 医療法人社団大橋内科胃腸科 香川県高松市三条町109番地1 ●月～水、金　12:00-14:00、17:00-19:00 ●木・土　12:00-14:00 ●日曜休診 087-866-0084

37香川県
わき外科・内科

クリニック
香川県高松市仏生山町甲460-8 ●月・水・金　12:00-13:00 087-888-5123

37香川県
医療法人和光会

前田病院
香川県高松市東ハゼ町824 ●月・火・木・金　9:00-12:30、14:30-18:00 ●水・土　9:00-12:30 087-865-7111



名称 住所 受付時間 電話番号

37香川県 那須医院 香川県高松市円座町1593 ●月～金　11:00-12:00、15:00-16:00 ●土　11:00-12:00 087-885-1406

37香川県
一般社団法人サンテ・ペアーレ

サンテ・ペアーレクリニック
香川県丸亀市大手町３丁目３－２１ ●月～金　10:00-18:00 ●水曜午後 ●土日休診 0877-23-8700

37香川県 坂出市立病院 香川県坂出市寿町3-1-2 ●月～金　8:30-16：30 0877-46-5131

37香川県
医療法人社団たけお会

岩佐病院
香川県仲多度郡琴平町榎井775 ●月・火・水・金　8:30-17:30 ●木　8:30-12:00 ●土　8:30-16:30 0877-73-3535

37香川県 氏家内科医院 香川県仲多度郡多度津町京町3番13号 ●月～土　8:00-12:00 ●月・火・水・金　16:00-18:00 0877-32-2635

37香川県
医療法人社団みとし会

クニタクリニック
香川県観音寺市柞田町甲1888番地１ ●月・火・水・金　11:00-12:00、16:00-17:00 ●木・土　11:00-12:00 ●日曜休診　 0875-25-1577



名称 住所 受付時間 電話番号

38愛媛県 もりざね耳鼻咽喉科 愛媛県西条市樋之口436-12 月、火、木、金曜　9：00-18：00、水、土曜　9：00-13：00、日曜、祭日休診 0897-47-3387

38愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川４５４ 月～金曜　８：３０－１６：００

089-964-5111

※問合せ時に「ビジネス渡

航PCR検査について」とお

38愛媛県 宇和島徳洲会病院 愛媛県宇和島市住吉町2丁目6-24 月～金曜　：１４:００－１６：００、予約制 0895-22-2811

38愛媛県 医療法人 仁明会 羽鳥病院 愛媛県今治市南宝来町3丁目2-3 原則 月曜日  13：00～（前週の金曜日までに予約）曜日相談可 0898-22-2898

38愛媛県 今在家クリニック 愛媛県松山市今在家３丁目１番５号 平日８：３０~１７：３０、土曜日8：30～12：30 089-969-1321

38愛媛県 福原内科医院 愛媛県松山市保免上2丁目3-10 月・火・木・土9:00-12:00、月・火・木・金14:00-18:30、土14:00-16:00、水・日休診 089-941-8868

38愛媛県 矢野内科 愛媛県松山市東長戸１－１０－１８ 月、火、水、金曜　９：００－１８：００、木、土曜　９：００－１２：００、日曜休診 089-922-5522

38愛媛県 森耳鼻咽喉科医院 愛媛県今治市松本町３－２－２４ 月～金曜１１：００～１２：００、１５：００～１６：００土曜１０：００～１２：００土曜午後、日曜休診 0898-33-1962

38愛媛県 あじき医院
〒797-0201

愛媛県西予市明浜町高山甲3630番地
月,金,土 8:30～12:00,火,木 14:00～17:30,水 8:30～12:00,14:00～17:30 0894-64-0331

38愛媛県 こじま内科 愛媛県大洲市東大洲10ー1 月-水(9:00-17:00) 木・土(9:00-12:00)、日曜休診 0893-50-8881

38愛媛県 福井耳鼻咽喉科クリニック 愛媛県松山市安城寺町523番地１ 089-978-1055

38愛媛県 かとうクリニック 愛媛県新居浜市船木4322-2 月～金曜　８：３０－１７：３０、土曜８：３０－１２：３０、日曜休診 0897-40-2400

38愛媛県 富永ペインクリニック 愛媛県松山市此花町７－３３ 火～土曜　９：００－１８：００、月～日曜休診 089-921-7711

38愛媛県 おちクリニック　内科・循環器内科 愛媛県今治市馬越町1丁目2-28 月～土曜　８：３０－１８：００（１２：３０～１４：００は除く）、水・土午前のみ、日曜・祝日休診 0898-34-5055

38愛媛県 西原耳鼻咽喉科 愛媛県大洲市東大洲140番地1 月～土曜　９：００－１８：００、木曜は12時まで、土曜は16時まで、日曜休診 0893-23-3366

38愛媛県 としもり内科 愛媛県西条市下島山甲１２６４番地4 9：00~12：00（月~土）/14：00~18：00（月火水金）日・祝休診 0897-53-6300



名称 住所 受付時間 電話番号

38愛媛県 鷹の子病院 愛媛県松山市鷹子町525番地1 月～金　９：００－１6：００、土・日・祝日は不可 089-976-5551

38愛媛県 内科・消化器科  羽鳥病院 愛媛県今治市南宝来町3丁目2-3 月・火・水・金・土 13：00～(原則前日までに予約)当日相談可 0898-22-2898



名称 住所 受付時間 電話番号

39高知県 あしずり岬診療所 高知県土佐清水市天神1-26 月・火・木・金　9:00～18:00、水・土　9:00~12:30 0880-87-9100

39高知県 前田メディカルクリニック 高知県香美市香北町美良布1516-3
月・火・水・金曜　9：00～12：30、15:00～17：00

木・土曜　　　　　9:00～12：30
0887-57-3811

39高知県 さくら病院 高知県吾川郡いの町鹿敷162 13:30～16:00 088-893-5111

39高知県 医療法人　新松田会　愛宕病院 高知市愛宕町１丁目１番１３号
月～金曜　９：００－１７：００

土日祝日休診
088-823-3301

39高知県 かもだの診療所 高知県高知市鴨部２丁目１番１６号
月曜日～金曜日　９：３０～１１：００

来院できる方のみ対応しています。電話予約してください。
088-843-3215

39高知県 木村病院
〒780-0043

高知県高知市寿町8-8
平日 月～水曜 9：00～12：00 088-822-7231



名称 住所 受付時間 電話番号

40福岡県 こがねまるクリニック 北九州市八幡西区大字野面1893 受付時間9時ー12時 093-619-1877

40福岡県 医療法人西福岡病院 福岡県福岡市西区生の松原３－１８－８
月～金曜　９：００－１２：００及び１３：００－１７：００、土曜日　９：００－１２：０１、日曜・祝日休

診　※事前に要電話連絡
092-881-1331

40福岡県 医）耳鼻咽喉科よしだクリニック 福岡県北九州市八幡西区竹末2-2-1 月-土曜 093-622-8787

40福岡県 さわやま内科・総合診療クリニック 福岡市南区大楠２－８－２９ 月・火・水・金曜：１５：３０－１７：３０、木・土曜：８：３０－１２：３０、日曜・祝日休診 092-534-6590

40福岡県 聖峰会マリン病院 福岡県福岡市西区小戸3丁目55番12号 月曜～金曜　09：00-15：00　土曜・日曜は実施無し 092-883-2505

40福岡県 医療法人　貝塚病院 福岡県福岡市東区箱崎7丁目7-27 月～金8:30～16:30　土8:30～13:00　日祝日休診 092-632-3333

40福岡県 医療法人森クリニック
〒812-0027

福岡県福岡市博多区下川端町８－１６
月・火・木･金　14：30－１5：30、水･土　11：00-12：00、　日曜休診 092-291-2270

40福岡県 たけいち内科胃腸クリニック 福岡市早良区室見2-15-27
月～金9:00～12:30　土9:00～14:00

月火水金14:30～18:00
092-852-1117

40福岡県 医療法人東風会まいづる内科クリニック 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-1 月～水、金 9:00～18：00、木、土 9:00～13：00、日曜　休み 092-751-2345

40福岡県 松田小児科医院 福岡県大野城市下大利1－7－18 月～土曜　12:00－13:30、日曜休診 092-501-2894

40福岡県 たちばなクリニック 福岡県大牟田市橘1365 月～金曜　９：００－１８：００　土　９：００-１２：３０　日曜休診 0944-58-1230

40福岡県 医療法人　水ノ江医院 福岡県那珂川市今光３丁目１１番地 月～金曜　8:30～19:00、土曜　8:30～12:30、日曜休診 092-952-8648

40福岡県 あやすぎビルクリニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目15番６号　綾杉ビル7階 9:00-18:00 木、土曜日　9:00-13:00 092-732-8873

40福岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構　久留米総合病院 福岡県久留米市櫛原町21番地 月～金曜　14：00～17：00 0942-33-1211

40福岡県 うめい内科医院 福岡市早良区昭代3丁目５－１５ 月～金曜　９：００－１８：００、木曜１２時半まで、土曜日１３時まで、日曜休診 092-822-7555

40福岡県 医療法人佐田厚生会佐田病院 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目4番28号 月～土曜　９：００－１7：００ 092-781-6381

40福岡県 さくら病院 福岡県福岡市城南区南片江６丁目２番３２号 月曜～金曜　8：30～12：00　13：30～17：00　土曜　8：30～12：00 092-864-1212

40福岡県 医療法人白翠園　めいのはま白翠内科クリニック 福岡県福岡市西区姪の浜4-14-30
月・火・水・金　9：00～17：00

木・土　9：00～12：00
092-892-0111

40福岡県 医療法人朱夏田中ひろし小児内科医院 福岡県遠賀郡岡垣町高倉677-1
月・火・木・金曜　８：３０－１２：００、１４：００－１７：００、水曜　８：３０－１２：００、

土曜　８：３０－１２：００、１４：００－１５：００、日曜　　１０：００－１２：００
093-283-1640

40福岡県 しろうず耳鼻咽喉科クリニック 福岡県久留米市諏訪野町1935-15 月火水金；９：００－１８：３０、木土；９：００－１３：００、日曜休診 0942-36-3387

40福岡県 みぶ博多駅前クリニック 福岡市博多区博多駅前２－１７－１５－２F  診療時間内 092-292-1420



名称 住所 受付時間 電話番号

40福岡県 松尾小児科医院
〒810-0022

福岡県福岡市中央区薬院3-11-8

月～金曜　9:00-18:30、土曜　9:00-14:30　日曜休診

オンラインで24時間受付可（https://forms.gle/ZWVHR6dCr7gMTUcs5）
092-521-7277

40福岡県 遠賀中間医師会おかがき病院 福岡県遠賀郡岡垣町大字手野145 月～金曜日　14時～17時 093-282-0181

40福岡県 医療法人 鎮寿会 前野クリニック 福岡県那珂川市仲1丁目56番地 月～水・金曜　９：００－１７：００、木・土曜　９：００－１３：００、日曜・休日 休診 092-954-1812

40福岡県 嶋田病院 福岡県小郡市小郡217-1 要予約 0942-72-2236

40福岡県 馬場外科医院 福岡市南区井尻5-25-17 月～金　9：00～12：00　14：00～17：30　土曜　9：00～12：00　日曜、祝日休診 092-591-3412

40福岡県 ひまきのクリニック内科循環器内科
〒811-3209

福岡県福津市日蒔野5-5-11
平日　8：45～12：00　14：00～18：00　土曜日　8：45～13：00 0940-35-8230

40福岡県 嘉麻赤十字病院 福岡県嘉麻市上山田1237 月～金曜　１４：００～１５：００（事前予約制）（土日祝日休診） 0948-52-0861

40福岡県 八木病院
〒812-0054

福岡県福岡市東区馬出2丁目21－25
月～金 8:30～12:00 13:00～16:30、土8：30～12：30、日ナシ 092-651-0022

40福岡県 医療法人　阿部外科胃腸科医院 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎３丁目１３－２４ 月～金曜　９：００－１２：３０　１４：００-１８：００、土曜午後・日曜休診 093-602-1220

40福岡県 池田医院 福岡県北九州市門司区東門司2丁目9-13 月火木金土 093-321-2659

40福岡県 小坪内科・消化器内科 福岡県久留米市野中町920-1

午前　9：00－11：00

午後　14：00－17：00

（水、土曜日午後・日曜日・祝祭日休診）

0942-32-9768

40福岡県 地方独立行政法人　芦屋中央病院 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿283番地7 月～金曜（病院が指定する日時） 093-222-2931

40福岡県 医療法人 恵光会 ひまわりクリニック 福岡県行橋市西宮市4丁目189-9 月～土9：00～12：30, 月～金14：30～18：00 0930-26-7000

40福岡県 石橋整形外科 福岡市東区土井１－１－３ 月～金曜　１３：００－１４：００ 092-691-1031

40福岡県 たしろ代謝内科クリニック
〒814-0153

福岡県福岡市城南区樋井川3-5-11
月火木金曜　９：００－２１：００、水曜　９：００－１８：００、土日曜　９：００－１２：００、祝日休診 092-287-3861

40福岡県 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丁目12番11号
月～金曜　12：30－14：00、土曜　9：00－10：30、日曜休診 092-731-2345

40福岡県
医療法人　博仁会

福岡リハビリテーション病院
福岡県福岡市西区野方７－７７０ 月～金曜 13：30～15：00、土曜 9：00～12：30、日曜・祝日休診 092-812-1555

40福岡県 こうゆうファミリークリニック 福岡県北九州市戸畑区小芝1-1-32 月～日曜 8:30-19:00 093-873-5155



名称 住所 受付時間 電話番号

41佐賀県 医療法人社団如水会　今村病院 佐賀県鳥栖市轟木町1523-6 月～金曜　９：００－１５：００（電話による事前予約）祝日除く。 0942-82-5550

41佐賀県 社会医療法人　祐愛会織田病院 佐賀県鹿島市大字高津原４３０６番地 月～金曜　９：００－１７：００、土曜　９：００－１３：００日祝休診 0954-63-3275

41佐賀県 伊万里有田共立病院 佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲８６０番地 月～金曜　９：００－１７：００、土日曜祝休診 0955-46-2121



名称 住所 受付時間 電話番号

42長崎県 長崎大学病院 長崎市坂本１－７－１ 月～金曜　９：００－１７：００ 095-819-8550

42長崎県 ㈱シー・アール・シー　長崎検査室 長崎市弁天町1-21 月曜～金曜日　9：00－17：00 095-861-6031



名称 住所 受付時間 電話番号

43熊本県 安成医院 熊本県玉名郡玉東町木葉755-6 月～金曜　９：００－１２：００ 0968-85-2047

43熊本県 はがこどもクリニック 熊本県上益城郡益城町宮園408-1 月～金 8:30～12:00 14:00～18:00 、土8:30～14:00 096-289-7020

43熊本県 伊津野医院
〒868-0024

熊本県人吉市鶴田町9番地2

月・火・木・金 9：00～12：00  14：00～18：00   水 9：00～12：00

土 9：00～12：00 13：00～15：00　日曜 休診
0966-22-3066

43熊本県 日本ゲノム歯科医療研究所 熊本県玉名郡和水町津田1563-7 月～水、金土：0830～2000、日・祝900-1700 0968-34-6608

43熊本県 ナカシマセブンクリニック 熊本県合志市須屋1415-5 火曜を除く月曜～金曜　9：00-19：00、火曜9：00-13：30、土曜10：00-13：30、日曜休診 096-288-0777

43熊本県 蓮台寺クリニック 熊本県熊本市西区蓮台寺3-4-3 月～土曜　8：3０－１7：3０、日祝祭休診 096-355-2810

43熊本県 いちぐちクリニック 熊本県熊本市東区錦ヶ丘33-1 月火木金9:00-12:45、14:00-17:45　水土9:00-12:45 096-331-3770

43熊本県 土井医院 熊本県熊本市南区銭塘町229-5 月火水木金土曜 9:00－12:30、月水木金14:30－18:00、土14:30－17:00、日曜･祝日休診 096-223-0252



名称 住所 受付時間 電話番号

44大分県 臼杵市医師会立市民健康管理センター 大分県臼杵市戸室１１４０－１ 月～金曜　９：００－１５：００ 0972-62-2526

44大分県 (一社)佐伯市医師会　佐伯市医師会健診センター 大分県佐伯市鶴谷町１丁目７番２８号 平日、月～金の9:00～15:00 0972-20-5452



名称 住所 受付時間 電話番号

45宮崎県 医療法人　恵修会　川名クリニック 宮崎市本郷北方高山２５２０-４３ 8:00～10:30 0985-50-3000

45宮崎県 たかなべ耳鼻咽喉科クリニック 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8127番地 月・火・木・金曜　8：3０－１7：００、水・土曜　8：3０－１2：００、日曜休診 0983-32-8733

45宮崎県 医療法人社団友愛会上原内科 宮崎県宮崎市大島町国草126-3 月水金10：00~15：30　火木土10：00~11：30　日曜、祝日休診 0985-28-8585

45宮崎県 ひなた在宅クリニック 宮崎県宮崎市中央通3-51東京庵ビル2階 月～金10時～12時　13時半～15時半　日曜休診 0985-78-3066

45宮崎県 やなざわ整形外科・内科 宮崎県延岡市柳沢町二丁目４番地２
月　１３：００－１８：００、火曜～金曜　９：００ー１３：００、１４：３０－１８：００、土曜　９：００

－１３：００、日曜休診
0982-26-5005

45宮崎県 医療法人すずき内科クリニック 宮崎県宮崎市柳丸町32番地 月火水金　8：30－17：00　木土　8：30－11：30 　※日9：00-15：00(※日曜日の検査はR3.3.28まで） 0985-26-1513

45宮崎県 医療法人　薩典会　橋口医院 〒880-0814　宮崎県宮崎市江平中町7-18 9:00～13:00 0985-24-3762

45宮崎県 かわごえ内科クリニック 宮崎県宮崎市宮崎駅東2丁目3-6　KCビル1階 月・火・木・金　8：30-12：00,14：00-17：30、水・土：8：30-12：00、水・土曜午後・日曜休診 0985-23-2100

45宮崎県 国民健康保険西米良診療所 宮崎県児湯郡西米良村大字村所66番地1 月～金曜 8：００－１６：３０・土日休診（※ 予約制） 0983-36-1031

45宮崎県 いわさき小児科 宮崎県宮崎市神宮東3丁目206番地2 月、火、木、金　9:00～18:00　水、土　9:00～12:00 0985－35－7725

45宮崎県 医療法人社団　敬寿会　阿南内科医院 〒880-0021 宮崎県宮崎市清水3丁目2番50号 月～木曜  7:00～10:30 13：30～16：00 金・土曜 7：00～10：30 祝・日曜　休診 0985-25-2255

45宮崎県 南宮崎ヤマモト腎泌尿器科 宮崎市大字恒久1383-1 月～水、金曜　8:30-17:30　木、土曜　8:30-12:00　日曜休診　 0985-71-2888

45宮崎県 医療法人社団　明恵会　早水公園クリニック 宮崎県都城市早水町4503-16 月～水・金・土9：00～17：00 0986-36-6117

45宮崎県 医療法人北辰会北村胃腸科眼科 宮崎県日南市園田２－４－２８ 毎日15時～18時、水曜午後および当番医でない日祭日は休み（緊急時は除く） 0987-23-0086

45宮崎県 医療法人社団光学堂あたご整形外科 宮崎県延岡市愛宕町3丁目161 月～金9：00-16：00    土9：00-11：00 0982-22-7575

45宮崎県 都城健康サービスセンター 〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町1364番地1
(電話予約）月～金曜（祝日除く）9：00-16：00　　(検査日）月～金曜（祝日除く）15：30-16：00　＊土日祝

対応不可
0986-36-8700



名称 住所 受付時間 電話番号

46鹿児島県 医療法人　結心会　友愛クリニック 鹿児島県出水市高尾野町大久保2012-1 月曜日火曜日水曜日9時～12時　午後　14時～18時　木曜日14時～18時　土曜日9時～12時　午後14時～18時 0996-64-2101

46鹿児島県 医療法人　健秀会　たまいクリニック 鹿児島県霧島市隼人町真孝111 火と木の15：00～17：00（電話予約者のみ） 0995-42-7300

46鹿児島県 医療法人厚生会小原病院 鹿児島県枕崎市折口町109番地 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 0993-72-2226

46鹿児島県 川内市医師会立市民病院 鹿児島県薩摩川内市永利町4107-7 月～金曜　10：00－１5：００、土日祝休診　e-mail、Faｘは24時間受付可能 0996-22-1111

46鹿児島県 百合砂診療所 鹿児島県西之表市鴨女町98番地 月～金曜１１：００－１２：００ 0997-28-3901

46鹿児島県 松岡救急クリニック分院 鹿児島県曽於市末吉町二之方6013番地 月～土曜 9:00~11:00 0986-36-5505

46鹿児島県 鵜木医院 鹿児島県霧島市国分中央三丁目19番15号
（月）～（水）・（金）8：30～12：30、15：00～17：00

（木）・（土）・（祝日）8：30～12：30
0995-45-0011

46鹿児島県 明輝会クリニック 鹿児島県鹿児島市川上町2750-18 月～土曜　午前9：00から12：00　午後14：00から15：30 、日曜・祝日休診 099-244-1500

46鹿児島県 吉野東ホームクリニック 鹿児島県鹿児島市吉野町5208-1 月・火・木・金・土　10：00から12：30 水曜、日曜祝日休診 099-295-0555

46鹿児島県 医療法人SAKURA志布志中央クリニック 鹿児島県志布志市志布志町志布志1290-1 月～土 099-472-3100

46鹿児島県 枕崎市立病院 鹿児島県枕崎市日之出町230 月～金（祝日を除く)　8：30～17：15 0993-72-0303

46鹿児島県 ませだ耳鼻咽喉科 鹿児島県鹿児島市紫原5丁目6-20
（月）・（火）・（木）・（金）8：30～12：30、14：30～18：00

（水）・（土）8：30～12：30
099-208-3387

46鹿児島県 医療法人　大海クリニック 鹿児島県薩摩川内市中郷３－６５ 月～金　07：00～08：30、12：00～17：30、土日　07：00～14：00、祭日　07：00～14：00 0996-27-6700

46鹿児島県 大石医院 鹿児島県日置市東市来町湯田2153
月、火、水、金曜日、9時～11時半、13時半～17時、

土曜日、9時～11時半、13時半～16時半
099-274-3211

46鹿児島県 グリーンバードクリニック 鹿児島県鹿屋市輝北町市成2119-2 月～金曜　9：00-12：30、14：00-17：30 099-485-1911

46鹿児島県 医療法人緑栄会　とくしげ耳鼻咽喉科 鹿児島県霧島市国分中央1-26-19
月、火、水、金　10；00～12：00　15：00～17：00

木、土　10：00～12：00
0995-46-8133

46鹿児島県 独立行政法人国立病院機構南九州病院 鹿児島県姶良市加治木町木田1882 月～金曜　8:30～17:15 0995-63-0843

46鹿児島県 鶴見医院 鹿児島県阿久根市鶴見町119 月～金　11：00－12：30、日曜休診 0996-73-0553

46鹿児島県 音和クリニック 鹿児島県鹿屋市寿5丁目25番9号 月～土曜 0994-36-8863

46鹿児島県 光輪会鹿児島クリニック 鹿児島市東開町５番２８ 月～土曜　９：００－１６：００、木・日曜休診 099-268-2351

46鹿児島県 医療法人あさひ会　金子病院 鹿児島県いちき串木野市照島6002番地 月～金曜　15：00～17：00　※土日祝受付不可 0996-33-0011

46鹿児島県 医療法人一誠会三宅病院 鹿児島県鹿児島市谷山中央7丁目3番1号 月～金曜　14時～18時　土・日・祝日休診 099-268-3512



名称 住所 受付時間 電話番号

46鹿児島県 医療法人仁胤会　前田内科クリニック 鹿児島市小川町3-4 火、木14:00-17:00 099-225-5600

46鹿児島県 奄美市住用国民健康保険診療所 鹿児島県奄美市住用町西仲間111 月～金曜　９：００－１6：3０、土日休診 0997-69-2620

46鹿児島県 医療法人　友心会　福元クリニック 鹿児島県鹿児島市山下町12-8 月火水木金土 099-222-2783

46鹿児島県 医療法人こどもの基地清小児科
〒897-0215

鹿児島県南九州市川辺町平山3778-1

月～土曜9時～11時

木曜休診
0993-58-3228

46鹿児島県 医療法人伸和会　かのや東病院 鹿児島県鹿屋市笠之原町2923番地1号 月～金曜　１５：００－１７：００ 0994-42-3111

46鹿児島県 山川病院 指宿市山川小川1571 月～土　9：00～17：00、14：00～17：00 0993-35-3800

46鹿児島県 屋久島徳洲会病院 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467 月～土曜　９：００－１８：００、日曜休診 09974-42-2200

46鹿児島県 朝沼クリニック 鹿児島県奄美市名瀬石橋町7-1
月～土曜８：３０～１８：００

日曜祝日は休診
0997-55-1555

46鹿児島県 沖永良部徳洲会病院 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208 月～土曜　９：００－１９：００、日曜休診 0997-93-3000


