乳がん検診（マンモグラフィ）無料クーポン券での受診施設一覧
北海道対がん協会 札幌がん検診センター
北海道 北海道対がん協会 旭川がん検診センター
北海道対がん協会 釧路がん検診センター
青森

住

施設名

都道府県

青森県総合健診センター

所

2014年4月現在
電話番号

065-0026 札幌市東区北２６条東14丁目1-15
071-8122 旭川市末広束2条6丁目6番10号

011-748-5522

085-0058 釧路市愛国東2丁目3番1号
030-0962 青森市佃２丁目１９-１２

0154-37-3370

附属あおもり人間ドックセンター

0166-53-7111
017-741-2336
017-765-2570

岩手

岩手県対がん協会 いわて健康管理センター

020-０864 盛岡市西仙北1‐17‐18

019-635-8850

宮城

宮城県対がん協会 がん検診センター計画課

980-0011 仙台市青葉区上杉５丁目７-３０

022-263-1535

秋田

秋田県総合保健事業団 中央健診センター

010-0941 秋田市川尻町字大川反233番186の内

018-823-1520

山形

やまがた健康推進機構

990-9581 山形市蔵王成沢字向久保田２２２０

023-688-8333

福島

福島県保健衛生協会

960-8550 福島市方木田字水戸内１９-６

024-546-0391

茨城

茨城県総合健診協会

310-8501 水戸市笠原町４８９-５

029-241-0053

栃木

栃木県保健衛生事業団

320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森３F

028-623-8282

群馬

群馬県健康づくり財団

371-0005 前橋市堀之下町１６-１

027-269-7811

埼玉

埼玉県健康づくり事業団

355-0133 埼玉県比企郡吉見町江和井410-1

0493-81-6128

千葉

ちば県民保健予防財団 総合健診センター
杏雲堂病院検診センター

261-0002 千葉市美浜区新港32-14
101-0062 千代田区神田駿河台１－８杏雲堂病院2F
※電話受け付は、午後1時から4時半。
142-8666 品川区旗の台1-5-8
※電話受け付は、平日の8時半から午後５時。

043-246-8664
03-3292-0551

東京

昭和大学病院 医療連携室

神奈川 神奈川県予防医学協会
新潟県労働衛生医学協会 集団検診センター
新潟県保健衛生センター 成人病検診センター

03-3784-8400
医療連携室直通

231-0021 横浜市中区日本大通58 日本大通りビル

045-641-8502

951-8133 新潟市中央区川岸町1-39-5
951-8680 新潟市中央区川岸町2－11－11

025-370-1961
025-267-6328

※電話受け付は月～金曜日８時15分から11時15分。
新潟

下越総合健康開発センター

957-0054 新発田市本町4-16-83

0254-24-1145

上越地域総合健康管理センター

943-0803 上越市春日野1-2-33

025-521-0521

長岡中央綜合病院 健診センター

940-8653 長岡市川崎町2041番地

0258-35-3700

山梨

山梨県健康管理事業団 （検診期間：11月～3月）

400-0034 甲府市宝１丁目４-１６

055-225-2800

長野

長野県健康づくり事業団

381-2298 長野市稲里町田牧２０６－１

026-286-6409

富山

富山県健康づくり財団

939-8555 富山市蜷川３７３

076-429-7575

石川

石川県成人病予防センター

920-8201 金沢市鞍月東２丁目６番地

076-237-6262

福井

福井健康管理協会 県民健康センター

918-8025 福井市真栗町47－48

0776-98-8000

岐阜

医療法人かなめ会 山内ホスピタル

500-8381 岐阜市市橋3－7－22

058-276-2131

医療法人社団幸紀会 安江病院

501-0123 岐阜市鏡島西2丁目4番14号

058-253-7745

静岡

医療法人圭友会 浜松オンコロジーセンター

430-0929 浜松市中区中央3－6－13

053-452-6940

愛知

愛知県健康づくり振興事業団 総合健診センター

466-0047 名古屋市昭和区永金町１－１

052-882-2961

三重

三重県健康管理事業センター

514-0062 津市観音寺町字東浦４４６-30

059-228-4502

滋賀

滋賀県健康づくり財団

520-0801 大津市におの浜４丁目４-５

077-525-2733

京都

京都予防医学センター

604-8491 京都市中京区西ノ京左馬寮町28番地

075-811-9137

大阪

大阪がん循環器病予防センター

536-8588 大阪市城東区森之宮1-6-107

06-6969-6712

大阪府医師会保健医療センター

543-0011 大阪市天王寺区清水谷町19-14

06-6768-1450

兵庫

兵庫県健康財団

652-0032 神戸市兵庫区荒田町２-１-１２

078-579-3400

奈良

奈良県健康づくり財団

636-0302 奈良県磯城郡田原本町宮古４０４-７

0744-32-0223

640-8319 和歌山市手平2丁目１-２ 和歌山ビッグ愛5F

073-435-5206

和歌山 和歌山県民総合健診センター
鳥取 鳥取県保健事業団

680-0845 鳥取市富安２－９４－４

0857-23-4841

島根

島根県環境保健公社

690-0012 松江市古志原１丁目４-６

0852-24-0038

岡山

岡山県健康づくり財団

700-0952 岡山市北区平田４０８-１

086-246-6254

広島

広島県地域保健医療推進機構

734-0007 広島市南区皆実町１丁目６-２９

082-254-7111

山口

山口県予防保健協会（予約受付は3月初旬まで）

753-0814 山口市吉敷下東3-1-1

083-933-0008

徳島

とくしま未来健康づくり機構

770-0042 徳島市蔵本町１丁目１０-３

088-633-2266

香川

香川県総合健診協会

761-8031 高松市郷東町５８７-１

087-881-4867

愛媛

愛媛県総合保健協会

790-0814 松山市味酒町１丁目１０-５

089-987-8203

高知

高知県総合保健協会

780-8513 高知市桟橋通６丁目７-４３

088-833-4649

福岡

福岡国際総合健診センター

810-0011 福岡市中央区天神2-13-7 平和ビル2階

092-712-7776

佐賀

佐賀県総合保健協会

840-0815 佐賀市天神１丁目４-１５

0952-25-2320

長崎

長崎県健康事業団 （検診は12月、1月のみ/要問合せ） 859-0401 諫早市多良見町化屋986-3

0957-43-7131

熊本

熊本県総合保健センター

862-0901 熊本市東区東町４-１１-1

096-365-2323

大分

大分県地域保健支援センター
宮崎県健康づくり協会

870-0011 大分市大字駄原２８９２-１
880-0032 宮崎市霧島1-1-2 県総合保健センター内

097-532-2167
0985-38-5512

890-8511 鹿児島市下伊敷３丁目１-７

099-220-2622

901-1192 沖縄県島尻郡南風原町字宮平212

098-889-6474

宮崎

鹿児島 鹿児島県民総合保健センター
沖縄 沖縄県健康づくり財団

・検診対象は厚生労働省の指針通り、４０歳以上の女性になります。

