
医療機関名 電話番号

〒415-0012
下田市白浜1528-2

〒410-3514 
賀茂郡西伊豆町仁科138-2

〒413-0304 
賀茂郡東伊豆町白田424

〒410-2502
伊豆市上白岩1000

〒413-0012 
熱海市東海岸町13-1

〒419-0114
田方郡函南町仁田楠台777-4

〒411-0801
三島市谷田字藤久保2276

〒411-0031
三島市幸原町2-3-1

〒411-0848
三島市緑町1-3

〒411-0945
駿東郡長泉町本宿411-5

〒412-0041
御殿場市茱萸沢1180-2

〒412-0023
御殿場市深沢1285-2

〒412-0045
御殿場市川島田字中原1067-1

〒412-0043
御殿場市新橋1784

〒410-0807
沼津市錦町3-5

〒410-0003
沼津市新沢田町8番7号

〒410-0801
沼津市大手町3-7-1

〒410-8580
沼津市本字下一丁田895‐ 1

〒416-0908 
富士市柚木392-5

〒421-3306
富士市中之郷2500-1

〒417-0055
富士市永田町2-60

〒416-0915
富士市富士町12-12

〒419-0205
富士市天間1640-1

〒417-0801
富士市大渕3900

〒424-0114
静岡市清水区庵原町578-1

〒424-8601
静岡市清水区桜が丘町13-23

〒424-0053
静岡市清水区渋川2-12-1

〒420-0851
静岡市葵区黒金町55番地　 交通ビル

〒420-0915
静岡市葵区南瀬名町6-20

〒420-0031
静岡市葵区呉服町1-20 呉服町タ ワー２ 階

桜ヶ 丘病院健康管理センタ ー 054-353-5313

静岡市清水医師会 054-348-0515

静岡市静岡医師会健診センタ ー　 054-273-1921

静岡県結核予防会 054-261-2512

聖隷静岡健診ク リ ニッ ク 0120-283-170

共立蒲原総合病院 0545-81-3325

三村ク リ ニッ ク 健康管理センタ ー 0545-53-0033

清水厚生病院 054-366-3769

新富士病院 0545-36-2211

ふじ の町ク リ ニッ ク ・ 健診センタ ー 0545-32-7711

田沢医院 055-963-5155

聖隷沼津第一ク リ ニッ ク 055-962-9882

富士健診センタ ー 0545-64-4421

芹沢病院

杉山病院　 検診課 055-962-4011

富士病院 0550-83-6843

東海検診センタ ー 055-922-1159

055-971-4133

住　 　 所

し ら はまク リ ニッ ク 0558-27-3700

池田病院 055-986-8600

熱川温泉病院 0557-23-0843

国際医療福祉大学熱海病院 0557-81-9176

富士いき いき 健康サポート センタ ー 0545-73-1918

055-988-2750

東部病院 0550-89-8000

西伊豆健育会病院 0558-52-2366

リ ハビリ テーショ ン中伊豆温泉病院 0558-83-3340

三島中央病院健診センタ ー

令和１年度 被扶養者特定健診実施機関一覧

東部メ ディ カ ル健康管理センタ ー 055-979-2657

三島総合病院 055-975-8841

御殿場石川病院 0550-83-1987

フ ジ虎ノ 門整形外科病院 0550-89-5851



〒420-0005
静岡市葵区北番町23

〒421-1292
静岡市葵区建穂1-3-43

〒422-8033
静岡市駿河区登呂3-1-1

〒422-8527
静岡市駿河区小鹿1-1-1

〒421-0193
静岡市駿河区下川原南11-1

〒422-8006
静岡市駿河区曲金6-8-5-2

〒426-8638
藤枝市善左衛門2-19-8

〒426-8677
藤枝市駿河台4-1-11

〒426-0078
藤枝市南駿河台1-14-2

〒426-0053
藤枝市善左衛門2-11-5

〒425-0071
焼津市三ケ名330-4

〒425-0031
焼津市小川新町5-2-3

〒425-0088
焼津市大覚寺２ －３ ０ －１

〒427-8502
島田市野田1200-5

〒438-0838
磐田市小立野102

〒438-0078
磐田市中泉703

〒432-8036
浜松市中区東伊場2-7-1　 商工会議所会館6階

〒430-0929
浜松市中区中央1-1-1

〒432-8580
浜松市中区富塚町328

〒430-0906
浜松市中区住吉2-35-8

〒433-8558
浜松市北区三方原町3453-1

〒432-8054
浜松市南区田尻町120-1

〒430-8525
浜松市東区将監町25

〒435-0006
浜松市東区下石田町951

〒432-8061
浜松市西区入野町753

〒430-0846
浜松市南区白羽町26

〒434-8533
浜松市浜北区小林1088-1

〒434-0042
浜松市浜北区小松1700

聖隷予防検診センタ ー 0120-938-375

浜松赤十字病院 053-401-1140

浜松医療センタ ー 053-451-2733

聖隷健康診断センタ ー

十全記念病院 053-586-1115

浜松労災病院 053-462-1211

松田病院　 053-448-5121

浜松南病院 053-443-2112

静岡県予防医学協会 浜松健診センタ ー 053-422-7800

0120-938-375

すずかけセント ラ ル病院 0120-771-804

豊田えいせい病院 0538-34-6110

沖健康ク リ ニッ ク 053-452-3483

遠州病院健康管理センタ ー 053-401-0088

新都市病院 0538-34-0150

西焼津健診センタ ー 054-620-6085

市立島田市民病院 0547-35-1601

コ ミ ュ ニティ ーホスピタ ル 甲賀病院 054-631-7209

岡本石井病院 054-627-5585

054-645-1678

Ｓ Ｂ Ｓ 静岡健康増進センタ ー

静岡県予防医学協会 総合健診センタ ー

聖隷健康サポート センタ ーShi zuoka

静岡徳洲会病院

藤枝市立総合病院

054-256-8039

054-646-1117

0120-39-6460

静岡済生会総合病院

静岡厚生病院 054-272-1466

0120-283-170

静岡県予防医学協会

静岡県予防医学協会 藤枝健診センタ ー 0120-39-6460

054-636-6461

054-282-1109

054-280-5031

志太医師会検診センタ ー

静岡県自動車整備健康保険組合
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