全衛連ストレスチェックサービス提供機関一覧表
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施

都道府県

設

名

所 在 地

電
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(公財) 北海道労働保健管理協会 健診センター

北海道札幌市

011-862-5030

(公財) 北海道労働保健管理協会 札幌総合健診センター

北海道札幌市

011-222-0710

(公財) 北海道結核予防会 札幌複十字総合健診センター

北海道札幌市

011-700-1331

(公財) 八戸市総合健診センター

青森県八戸市

0178-38-9251

(公財) シルバーリハビリテーション協会 八戸西健診プラザ

青森県八戸市

0178-21-1717

(公財) 岩手県予防医学協会

岩手県盛岡市

019-638-7185

(公財) 岩手県予防医学協会 県南センター

岩手県胆沢郡

0197-44-5711

(一財) 宮城県成人病予防協会 附属仙台循環器病センター

宮城県仙台市

022-375-7113

(一財) 宮城県成人病予防協会 中央診療所

宮城県仙台市

022-263-4050

福 島

(公財) 福島県労働保健センター

福島県福島市

024-554-1133

埼 玉

(公財) 埼玉県健康づくり事業団

埼玉県比企郡

0493-81-6029

(医社) 福生会 斎藤労災病院

千葉県千葉市

043-227-7437

(社福) 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 健診センター

千葉県佐倉市

043-486-0006

(公財) 東京都予防医学協会

東京都新宿区

03-3269-1121

(一社) 労働保健協会

東京都板橋区

03-3530-2131

(一財) 産業保健協会

東京都大田区

03-5482-0801

(一財) 日本健診財団

東京都杉並区

03-3331-2251

(公財) 愛世会 愛誠病院

東京都板橋区

03-3961-5125

(医社) 松英会

東京都大田区

03-3773-6771

(一財) 産業保健研究財団

東京都渋谷区

03-5428-9410

(医財) 南葛勤医協 芝健診センター

東京都港区

03-3431-7491

(医財) 生光会 新宿追分クリニック

東京都新宿区

03-5363-3334

(医財) 生光会 新宿追分クリニック 板橋分院

東京都板橋区

03-3973-0641

(公財) 神奈川県予防医学協会 中央診療所

神奈川県横浜市

045-641-8501

(公財) 神奈川県予防医学協会 集団検診センター

神奈川県横浜市

045-773-1921

(一財) 神奈川県労働衛生福祉協会

神奈川県横浜市

045-335-6900

(医社) 相和会

神奈川県相模原市

042-756-2666

(一社) 新潟県労働衛生医学協会

新潟県新潟市

025-267-1200

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 新潟健康増進センター

新潟県新潟市

025-232-0151

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 プラーカ健康増進センター

新潟県新潟市

025-247-4101

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス

新潟県新潟市

025-379-0550

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 新津成人病検診センター

新潟県新潟市

0250-22-1362

北海道

青 森

岩 手

宮 城

千 葉

東 京

神奈川

新 潟

新 潟

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 岩室健康増進センター

新潟県新潟市

0256-82-5244

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 岩室成人病検診センター

新潟県新潟市

0256-82-5001

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 吉田検診センター

新潟県燕市

0256-92-2336

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 燕検診センター

新潟県燕市

0256-63-5260

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 三条検診センター

新潟県三条市

0256-34-1434

新潟県長岡市

0258-47-5811

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 小出検診センター

新潟県魚沼市

025-792-3365

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 十日町検診センター

新潟県十日町市

025-752-6196

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 柏崎検診センター

新潟県柏崎市

0257-22-5665

(一社) 新潟県労働衛生医学協会 佐渡検診センター

新潟県佐渡市

0259-55-3175

(一財) 健康医学予防協会 新潟健診プラザ

新潟県新潟市

025-245-1111

(一財) 健康医学予防協会 長岡健康管理センター

新潟県長岡市

0258-28-3666

(一財) 北陸予防医学協会 健康管理センター

富山県富山市

076-436-1238

(一財) 北陸予防医学協会 高岡総合健診センター

富山県高岡市

0766-24-3131

(医社) 洋和会 未病医学センター

石川県野々市

076-248-7575

(公財) 福井県予防医学協会

福井県福井市

0776-23-4810

(公財) 福井県労働衛生センター

福井県福井市

0776-25-2206

(公財) 山梨厚生会 山梨厚生病院 予防医学センター

山梨県山梨市

0553-22-7898

(一財) 日本健診財団 長野県支部

長野県上伊那郡

0266-41-3018

(一財) 中部公衆医学研究所

長野県飯田市

0265-24-1777

(一財) ききょうの丘健診プラザ

岐阜県土岐市

0572-22-0115

(一社) ぎふ綜合健診センター

岐阜県岐阜市

058-279-3399

(一財) 岐阜健康管理センター

岐阜県美濃加茂市

0574-25-2982

(社福) 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター

静岡県浜松市

053-473-5506

(社福) 聖隷福祉事業団 聖隷予防健診センター

静岡県浜松市

053-439-1111

(社福) 聖隷福祉事業団 聖隷健康サポートセンターShizuoka

静岡県静岡市

053-439-1111

(公財) 静岡県産業労働福祉協会

静岡県静岡市

054-258-4855

(公財) 静岡県予防医学協会

静岡県静岡市

054-278-7716

(公財) 静岡県予防医学協会 藤枝健診センター

静岡県藤枝市

054-636-6461

(公財) 静岡県予防医学協会 浜松健診センター

静岡県浜松市

053-422-7800

(公財) 静岡県予防医学協会 沼津事務所

静岡県沼津市

055-921-1934

(一財) 芙蓉協会 聖隷沼津健康診断センター

静岡県沼津市

055-962-9882

(一社) 瀬戸健康管理センター

愛知県瀬戸市

0561-82-6194

(一財) 愛知健康増進財団

愛知県名古屋市

052-951-3917

(一社) オリエンタル労働衛生協会

愛知県名古屋市

052-732-2200

(一財) 三重県産業衛生協会

三重県桑名市

0594-22-1010

(一社) 新潟県労働衛生医学協会
アクアーレ長岡健康増進センター

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

(一財) 滋賀保健研究センター

滋賀県野洲市

077-587-3588

京 都

(一財) 京都予防医学センター

京都府京都市

075-811-9131

(医) 恵生会

大阪府東大阪市

072-982-5501

(一社) オリエンタル労働衛生協会 大阪支部メディカルクリニック

大阪府大阪市

06-6266-6440

(一社) 姫路市医師会

兵庫県姫路市

079-295-3300

社会(医) 黎明会 健診センター・キタデ

和歌山県御坊市

0738-24-3000

(一財) ＮＳメディカル・ヘルスケアサービス

和歌山県和歌山市

073-451-3398

(公財) 中国労働衛生協会 鳥取検診所

鳥取県鳥取市

0857-31-6666

(公財) 中国労働衛生協会 米子検診所

鳥取県米子市

0859-37-1819

(一財) 淳風会 淳風会健康管理センター

岡山県岡山市

086-226-2666

(一社) 岡山県労働基準協会 労働衛生センター

岡山県岡山市

086-281-4500

(公財) 中国労働衛生協会 津山検診所

岡山県津山市

0868-28-7311

(一財) 倉敷成人病健診センター

岡山県倉敷市

086-427-3333

(公財) 中国労働衛生協会

広島県福山市

084-941-8211

(一財) 広島県集団検診協会 メディックス広島健診センター

広島県広島市

082-248-4125

(公財) 中国労働衛生協会 尾道検診所

広島県尾道市

0848-22-3807

(一財) 広島県環境保健協会

広島県広島市

082-293-1511

(医) 健康倶楽部 健診クリニック

広島県広島市

082-249-7011

(一財) 西日本産業衛生会 北九州健診診療所

福岡県北九州市

093-561-0030

(一財) 西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所

福岡県北九州市

093-671-8100

(一財) 九州健康総合センター

福岡県北九州市

093-672-6050

(一財) 医療情報健康財団

福岡県福岡市

092-272-2391

(医) 原三信病院 健康管理センター

福岡県福岡市

092-291-3132

(一財) 西日本産業衛生会 福岡健診診療所

福岡県福岡市

092-471-1165

(公財) 熊本県総合保健センター

熊本県熊本市

096-365-8800

日本赤十字社 熊本健康管理センター

熊本県熊本市

096-384-3100

(一財) 大分健康管理協会 大分総合健診センター

大分県別府市

0977-66-4113

(一財) 西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター

大分県大分市

097-552-7788

(公財) 鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島

鹿児島県鹿児島市

099-267-6292

(公財) 鹿児島県民総合保健センター

鹿児島県鹿児島市

099-220-2332

大 阪
兵 庫
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岡 山
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鹿児島

