平成27年度
北海道

双葉町

事業所名

都道府県

帯広病院

甲状腺検査受託医療機関一覧表
住所

帯広市西９条南12－4

最寄り駅
JR帯広駅

北海道 東北 福島 関東(茨城・栃木・群馬)
予約連絡先(Tel)
0155-21-4111

予約連絡先(Fax)

備考

0155-27-1168

※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

勤医協中央病院

札幌市東区東苗穂5条1丁目９-１ 地下鉄東豊線新道東駅 011-782-9124

011-781-0680

詳細はお問い合わせください。
※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

釧路協立病院

釧路市治水町3－14

JR釧路駅

0154-24-6811

0154-25-8500

※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

オホーツク勤医協北見病院 北見市常磐町5-7-5

JR北見駅

0157-26-1300

0157-26-4766

※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

勤医協札幌病院

札幌市白石区菊水４条1-９-２２ 地下鉄東西線菊水駅

011-811-2246

011-820-1245

※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

函館稜北病院

函館市中道２-５１-１

JR函館駅

0138-54-3113

0138-52-4341

※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

一条クリニック

旭川市東光1条1-1-16

JR旭川駅

0166-34-1136

0166-34-7780

※北海道全域での相談窓口は北海道民医連

総務部

瀬野尾まで(011-758-4596)

北海道

勤医協苫小牧病院

苫小牧市見山町1-8-23

JR苫小牧駅

0144-72-3151

0144-72-4576

青森

健生病院

弘前市大字野田2-2-1

JR奥羽本線弘前駅

0172-32-1171

0172-35-1678

青森

あおもり協立病院

青森市東大野2-1-10

JR青森駅

017-762-5500

017-729-3260

岩手

川久保病院

盛岡市津志田26-30-1

JR盛岡駅

019-635-1489

019-635-2213

宮城

長町病院

仙台市太白区長町3-7-26

022-746-5161

022-746-5114

①年齢制限無し。 ②電話予約受付時間午前9：00～11：00。
③予約制で実施します。(健康管理室)
④結果説明日は検査時に別途予約させていただきます。

宮城

坂総合病院

塩釜市錦町16-5

022-367-9053

022-366-2593

①年齢：要相談
②電話相談受付時間：10：00～17：00
③予約制で実施します。(健康管理室) ④実施予定日：要相談

JR・地下鉄
長町駅
JR下馬駅

塩釜駅

秋田

中通総合病院

秋田市南通みその町3-15

ＪＲ秋田駅

018-833-1122

018-831-9418

詳細はお問い合わせください。
■受付時間 月曜日～金曜日 14：00～16：00(祝祭日・年末年始を除く)
電話：018－833－1122(内線7606)・FAX：018－831－9418
※「双葉町甲状腺検診の予約(変更)をお願いします」とお申し出ください。
血液検査を希望される方は、別途料金が発生いたしますのでご了承ください。

山形

至誠堂総合病院

山形市桜町7-44

JR山形駅

023-622-7181

023-642-8101

・乳幼児の受け入れはできません。
・お電話で日程を相談・予約して下さい。

山形

鶴岡協立病院

鶴岡市文園町9－34

JR鶴岡駅

0235－23－6060

山形

本間病院健診センター

酒田市中町3－5－23

JR酒田駅

0234－22－3051

0234－22－3068

18歳以上の方を対象とします。事前にお電話でご連絡ください。

福島

医療生協わたり病院

福島市渡利字中江町34

JR福島駅

024-521-2056

024-521-2926

準備中

福島

小名浜生協病院

いわき市小名浜岡小名字山ノ神32 JR常磐線泉駅

0246-54-3648

0246-54-3682

19歳以上の方を対象にします。

福島

桑野協立病院

福島県郡山市島2-9-18

JR郡山駅

024-933-5422

19歳以上の方を対象にします。

茨城

城南病院

水戸市城南３-１５-１７

JR常磐線水戸駅

029-226-3021

◇受診可能な年齢：18歳～39歳。
◇事前予約が必要です。詳細はお問い合せください。

栃木

宇都宮協立診療所

宇都宮市宝木町2-1016-5

JR宇都宮駅

028-650-7881

028-650-7884

群馬

高崎中央病院

高崎市高関町498－1

JR高崎駅

027-323-2665

027-327-3860

群馬

北毛病院

渋川市有馬237－1

JR八木原駅

0279-24-1234

0279-24-3834

群馬

前橋協立病院

前橋市朝倉町828-1

JR前橋駅

027-265-3511

準備が整いましたらお知らせいたします。

小さいお子さんの検査時には薬を使っていないので、泣いてしまって検査ができないこ
とがあります。平日の午後の検査となります。必ず、事前予約でお願いします。

平成27年度

双葉町

事業所名

都道府県

甲状腺検査受託医療機関一覧表
住所

最寄り駅

関東(埼玉・千葉・東京)
予約連絡先(Tel)

予約連絡先(Fax)

埼玉

埼玉西協同病院

所沢市中富1865

西武新宿線新所沢駅

04-2942-0323

04-2942-0768

埼玉

埼玉協同病院

川口市木曽呂1317

JR東浦和駅

048-296-4880

048-296-2216

埼玉

熊谷生協病院

熊谷市上之3854

JR熊谷駅

048-524-3841

048-524-8409

埼玉

浦和民主診療所

さいたま市浦和区北浦和5-10-7 JR北浦和駅

埼玉

所沢診療所

所沢市宮本町2-23-34

埼玉

大井協同診療所

埼玉

西武池袋・

備考
予約制となっております.
詳細はお問い合わせください。

※ 2月に加須市周辺で集団検診を予定しています。
①通常のエコー枠で予約をとる(平日・土)
①通常のエコー枠で予約を取る。
②先行検査対象者(18歳以下)の方を除く。

048-832-6172
04-2924-0121

04-2928-3206

①通常のエコー枠で予約を取る。
②先行検査対象者(18歳以下)の方を除く。

ふじみ野市ふじみ野1-1-15

東武東上線ふじみ野駅 049-267-1101

049-267-1108

①通常のエコー枠で予約を取る。(検査室)
②先行検査対象者(18歳以下)の方を除く。

川口診療所

埼玉県川口市仲町1-36

JR川口駅

048-252-5512

048-252-4090

①通常のエコー枠で予約を取る。
②先行検査対象者(18歳以下)の方を除く。

埼玉

みさと健和病院

三郷市鷹野4－494－1

JR松戸駅

048-955-7171

048-948-0261

小学生以上を対象にしております。詳細はお問い合わせください。

千葉

二和ふれあいクリニック

船橋市二和東5-1-1

新京成線二和向台駅

047-448-7118

047-448-7184

事前にお問い合わせください

千葉

千葉健生病院付属まくはり診療所

千葉市花見川区幕張町5-392-3 JR幕張駅

043-272-1081

千葉

いちはら協立診療所

市原市君塚2-17-7

0436-23-9201

0436-23-8432

04-7158-9228

04-7150-2614

※

西武池袋線大泉学園前 03-5387-3199
三田線春日駅
03-3812-6108

03-5387-5511

要予約

JR立川駅

042-524-7365

042-528-3759

事前申し込み予約が必要です。お電話またはFAXにて
(氏名(漢字・ふりがな)・生年月日・住所・電話番号)

東葛病院
東京 大泉生協病院
千葉

西武新宿線所沢駅

JR八幡宿駅

千葉県流山市下花輪409
練馬区東大泉6-3-3
文京区小石川1-24-3

※ 備考欄

最寄駅：JR 新松戸駅、JR/つくばエクスプレス 南流山駅
年齢制限とくになし

東京

セツルメント菊坂診療所

東京

立川相互ふれあいクリニック 立川市錦町1-23-4

東京

芝診療所

港区新橋6-19-21

三田線御成門駅

03-3431-7491

03-5776-1631

中学生以上の方を対象とします。

東京

柳原病院

足立区千住曙町35－1

東武

堀北駅

03-3882-1928

03-3870-6770

ご予約は検査科(内線221)にておこないます。

東京

東京健生病院

文京区大塚4-3-8

丸ノ内線新大塚駅

03-3944-6116

03-3944-6124

16歳以上の方が対象です。

東京

小豆沢病院

板橋区小豆沢1-6-8

三田線本蓮沼駅

03-3966-8411

03-3966-0151

18歳以上の方が対象です。

東京

代々木病院

渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

JR千駄ヶ谷駅

03-3478-7038

大江戸線国立競技場駅からもご利用いただけます。
事前予約が必要です。受入可能対象者は16歳以上です。

東京

王子生協病院

北区豊島3-4-15

JR王子駅

03-3912-2201

16歳以上の方が対象です。

東京

大田病院

大田区大森東4-4-14

京急大森町駅

03-3762-8421

18歳以上の方が対象です。

東京

中野共立病院

中野区中野5-44-7

JR中野駅

03-3386-3166

03-3386-3724

予約制です。原則18歳以上の方になります。
詳細はお電話でお問合せ下さい。

神奈川

汐田総合病院

横浜市鶴見区矢向1-6-20

JR尻手駅

045-574-1011

045-574-1097

予約制です。時間帯は予約時にご確認ください。

神奈川

戸塚病院

横浜市戸塚区汲沢町1025－6

JR戸塚駅

045-864-1241

045-864-4155

神奈川

平塚診療所

平塚市代官町20－20

JR平塚駅

0463-21-2764

神奈川

深沢中央診療所

鎌倉市手広１－９－３１

JR藤沢駅

0467-31-7284

予約制です。

神奈川

川崎協同病院

川崎市川崎区桜本2－1－5

JR川崎駅

044-277-9906

お電話で予約をお願いします。
検査後後日結果説明は予約受診にてお願いします。

03-3811-0016

平成27年度

双葉町

事業所名

都道府県

甲状腺検査受託医療機関一覧表
住所

最寄り駅

北陸・長野・山梨 東海 関西(滋賀・京都)
予約連絡先(Tel)

予約連絡先(Fax)

備考

新潟

下越病院

新潟市秋葉区東金沢1459－1

JR新津駅

0250-22-4711

0250-24-4740

事前予約が必要です。

新潟

坂井輪診療所

新潟市西区寺尾東3－8－35

JR寺尾駅

025-269-6630

025-264-1216

詳細はお問い合わせください。

新潟

生協かんだ診療所

長岡市西新町2－3－22

JR長岡駅

0258-32-2887

0258-39-9403

要予約

新潟

舟江診療所

新潟市中央区入船町3－3629－1 JR新潟駅

025-229-3588

富山

富山協立病院

富山市豊田町1－1－8

JR富山駅

076-433-0489

石川

城北診療所

金沢市京町23-5

JR金沢駅

076-251-6111

076-252-5881

福井

光陽生協クリニック

福井市光陽3-10-24

JR福井駅

0776-24-3310

0776-24-5738

福井

つるが生協診療所

敦賀市和久野14-22-1

JR敦賀駅

0770-21-0176

0770-24-2044

山梨

甲府共立病院

甲府市宝1-9-1

JR甲府駅

055-226-5201

055-226-5202

長野

上伊那生協病院

上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 JR木ノ下駅

0265-79-1424

長野

長野中央病院

長野市西鶴賀町1570

JR長野駅

026-234-3307

長野

健和会病院

飯田市鼎中平1936

JR鼎駅

0265-23-3115

長野

松本協立病院

松本市巾上９－２６

JR松本駅

0263-35-5333

0263-36-0370

長野

上田生協診療所

上田市大字上塩尻393-1

しなの鉄道西上田駅

0268-28-1085

0268-23-0449

岐阜

岐阜勤労者医療協会みどり病院 岐阜市北山1-14-24

JR・名鉄岐阜駅

058-241-0681

岐阜

しずさと診療所

大垣市久徳町153-1

JR大垣駅

0584-93-1170

静岡

浜松佐藤町診療所

静岡県浜松市中区佐藤1-22-22

静岡

三島共立病院

三島市八反畑120－7

静岡

静岡田町診療所

静岡

生協きたはま診療所

愛知

※ 備考欄

お電話でお問い合わせ下さい

詳細はお問い合わせください。
予約は城北病院で受け付けます

検査の時間帯等はご相談ください。

026-234-3360
詳細はお問い合わせください。
詳細はお問い合わせください。
詳細はお問い合わせください。

053-465-0210

053-465-0219

JR三島駅

055-973-0882

055-973-0883

静岡市葵区田町5－90

JR静岡駅

054-253-9101

054-273-6558

浜北市高畑１８

遠州鉄道浜北駅

053-584-1550

053-584-1551

名南病院

名古屋市南区南陽通5-1-3

名鉄道徳駅

052-691-3180

愛知

協立総合病院

名古屋市熱田区五番町4-33

地下鉄六番町駅

052-651-3027

052-651-3027

愛知

南生協病院

名古屋市緑区大高町字平子36

JR南大高駅

052-625-0373

052-625-0534

愛知

千秋病院

一宮市千秋町塩尻字山王１

名鉄岩倉駅

0586-77-0012

0586-76-8017

滋賀

膳所診療所

大津市昭和町７－１６

JR膳所駅

077-524-8114

077-524-5461

滋賀

坂本民主診療所

大津市坂本６－２５－３０

JR比叡山坂本駅

077-579-7121

077-579-7461

京都

京都民医連太子道診療所

京都市中京区西ノ京小堀池町18-1 JR円町駅

075-822-8246

大阪

耳原総合病院

堺市堺区協和町4－465

南海高野線堺東駅

072-241-0501

072-244-3577

兵庫

尼崎医療生協病院

尼崎市南武庫之荘12-16-1

JR立花駅

06-6436-1845

06-6436-1845

予約制です。詳細はお問い合わせください。

兵庫

姫路医療生協

姫路市市川台3-12

JR姫路駅

079-285-3394

079-285-3395

詳細はお問い合わせください。

兵庫

東神戸病院

神戸市東灘区住吉本町

JR住吉駅

078-841-5731

078-822-6877

兵庫

神戸協同病院

神戸市長田区久保町2－4－7

東神戸診療所

奈良

おかたに病院

JR・地下鉄新長田駅 078-611-1058
神戸市中央区八雲通6－2－14 JR･阪急･阪神 三宮駅 078-231-9031
奈良市南京終町1-25-1
近鉄・JR奈良駅
0742-64-9025

078-641-6217

兵庫

奈良

土庫病院

大和高田市日之出町12-3

近鉄大和高田駅

0745-53-5471

0745-53-5476

和歌山生協病院

和歌山市有本143-1

JR和歌山駅

073-471-7711

和歌山

共立病院

平成27年度

双葉町

甲状腺検査受託医療機関一覧表

※

最寄駅：

ＪＲ浜松駅/遠州鉄道鉄道線

八幡駅

予約制にて実施。「甲状腺エコー検診」とお申し込み下さい。

中学生以下の小児の方は、医師体制上、調整が必要です。

078-231-9033

関西(大阪・兵庫・奈良・和歌山) 中国・四国 九州

都道府県

事業所名

住所

最寄り駅

予約連絡先(Tel)

予約連絡先(Fax)

備考

島根

出雲市民病院

出雲市塩冶町1536－1

JR出雲市駅

0853-21-2722

0853-21-8101

島根

ふれあい診療所

松江市南津田7－14－21

JR松江駅

0852-23-1111

0852-22-0532

岡山

総合病院岡山協立病院

岡山市中区赤坂本町8-10

JR岡山駅

086-272-2121

086-271-7882

岡山

総合病院水島協同病院

倉敷市水島南春日町１－１

水島臨海鉄道栄駅

086-444-3211

086-448-9161

広島

広島共立病院

広島市安佐南区中須2-19-6

アストラムライン古市駅 082-879-1223

082-879-6891

広島

城北診療所

福山市木之庄町2-7-2

JR福山駅

084-923-8161

084-923-8165

広島

総合病院福島生協病院

広島市西区都町42-7

JR西広島駅

082-292-3171

山口

宇部協立病院

宇部市五十目山町

JR宇部岬駅

0836-33-6111

0836-33-2277

香川

善通寺診療所

善通寺市上吉田町6-8-9

JR善通寺駅

0877-62-0311

0877-62-4958

香川

高松平和病院

高松市栗林町1－4－1

JR栗林駅

087-833-8113

087-831-1254

愛媛

愛媛生協病院

松山市来住町1091-1

JR松山駅

089-976-7001

089-976-7029

高知

高知生協病院

高知市口細山206-9

JR高知商業高校前

088-840-0123

088-844-4438

福岡・佐賀

米の山病院

福岡県大牟田市今山2324-1

JR大牟田駅

0944-51-3311

0944-51-3340

福岡・佐賀

千鳥橋病院

福岡市博多区千代5-18-1

※ 備考欄

092-651-0726

最寄駅：

地下鉄千代県庁口駅/西鉄バス千代五丁目

福岡・佐賀

千代診療所

福岡市博多区千代5-11-38

※ 備考欄

092-651-0726

最寄駅：

地下鉄千代県庁口駅/西鉄バス千代五丁目

福岡・佐賀

健和会大手町病院

北九州市小倉北区大手町15－1 JR小倉駅

093-592-5515

長崎

上戸町病院

長崎市上戸町4-2-20

JR長崎駅

095-879-0705

熊本

くわみず病院

熊本市中央区神水1-14-41

JR熊本駅

096-381-2248

宮崎

宮崎生協病院

宮崎市大島町天神前1171

JR宮崎駅

0985-20-6566

鹿児島

谷山生協クリニック

鹿児島市谷山中央5-21-22

JR慈眼寺駅

099-210-2211

099-260-2110

鹿児島

奄美中央病院

奄美市名瀬長浜町１６－５

奄美空港

0997-52-6565

0997-52-2199

沖縄

沖縄協同病院

那覇市古波蔵4－10－55

098-853-1200

098-853-1212

名瀬新港

健診センター宛てに予約電話をいただきます。詳細はお問い合わせください。

詳細はお問い合わせください。
甲状腺エコー検査は予約をしていただいてます。
代表電話(交換)から医事課で予約をお取りください。
事前予約が必要。

詳細はお問い合わせください。

093-592-3375
096-384-5506
詳細はお問い合わせください。

