参加施設名簿
都道府
県名
北海道

参 加 施 設 名 称
公益社団法人函館市医師会函館市医師会病院
公益社団法人函館市医師会 函館市医師会健診検査センター
室蘭市医師会臨床検査センター
札幌臨床検査センター株式会社釧路営業所
第一岸本臨床検査センター札幌
第一岸本臨床検査センター函館ラボ
札幌臨床検査センター株式会社道南営業所
（株）第一岸本臨床検査センター 後志
札幌臨床検査センター株式会社苫小牧支店
第一岸本臨床検査センター苫小牧
第一岸本臨床検査センター静内
エスアールエル 札幌ステーションラボラトリー
札幌臨床検査センター
第一岸本臨床検査センター恵庭
エスアールエル北海道ラボラトリー
保健科学 札幌ラボラトリー
札幌臨床検査センター株式会社岩見沢営業所
第一岸本臨床検査センター岩見沢
（株）第一岸本臨床検査センター滝川
札幌臨床検査センター株式会社道北支店
第一岸本臨床検査センター帯広
株式会社帯広臨床検査センター
第一岸本臨床検査センター釧路
株式会社第一岸本臨床検査センター 北見ラボ
第一岸本臨床検査センター 稚内
株式会社岩見沢メディカル・ラボラトリー
（株）ビー・エム・エルＢＭＬ小樽
（株）第一岸本臨床検査センター旭川
札幌臨床検査センター株式会社 新ひだか営業所
札幌臨床検査センター株式会社室蘭営業所
札幌臨床検査センター株式会社 滝川営業所
札幌医科大学附属病院
北海道大学病院 検査・輸血部
旭川医科大学病院 臨床検査・輪血部
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター
独立行政法人国立病院機構 函館病院
独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 西館
独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター
独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター
独立行政法人国立病院機構 帯広病院
札幌徳洲会病院
公益財団法人 北海道労働保健管理協会
社会医療法人恵佑会 札幌病院
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院
北海道医療生協 札幌緑愛病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院
手稲渓仁会病院 ＳＲＬ検査室
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院
医療法人徳洲会 共愛会病院
社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院
医療法人雄心会函館新都市病院
医療法人社団正寿会秋山記念病院
市立函館病院
岩内協会病院 第一岸本臨床検査センター
医療法人社団倫仁会 小嶋内科
公益社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院
北海道社会事業協会小樽病院
小樽市立病院
今金町国保病院
市立室蘭総合病院
総合病院伊達赤十字病院
医療法人王子総合病院
苫小牧市立病院 臨床検査科

都道府
県名
北海道

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

独立行政法人地域医療機能推進機構 登別病院
北海道
国家公務員共済組合連合会 斗南病院
船員保険 北海道健康管理センター
医療法人菊郷会 愛育病院
時計台記念病院
ＪＲ札幌病院
ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院
公益財団法人北海道労働保健管理協会 札幌総合健診センター
市立札幌病院
ＫＫＲ札幌医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院
社会医療法人北海道循環器病院
社会医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院
社会医療法人母恋 天使病院
市立千歳市民病院
江別市立病院
独立行政法人労働者健康安全機構 北海道中央労災病院
岩見沢市立総合病院
栗山赤十字病院
医療法人社団はらだ病院
医療法人仁友会 北彩都病院
社会医療法人元生会 森山病院
医療法人社団慶友会 吉田病院
旭川赤十字病院
市立旭川病院
独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道せき損センター
深川市立病院
北海道立羽幌病院
ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院
道北勤医協一条通病院
帯広第一病院内 ＢＭＬ検査室
ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院
社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院
公立芽室病院
総合病院釧路赤十字病院
道東勤医協協立すこやかクリニック
医療法人道東勤労者医療協会 釧路協立病院
独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院
市立釧路総合病院
青 森
知床らうす国民健康保険診療所
本別町国民健康保険病院
北見赤十字病院
ＪＡ北海道厚生連 網走厚生病院
士別市立病院
市立稚内病院
国民健康保険 町立和寒病院
ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院
医療法人同樹会 苫小牧病院
医療法人徳洲会 札幌南徳洲会病院
医療法人社団エス．エス．ジェイ 札幌整形循環器病院
社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院
社会医療法人アルデバラン 手稲いなづみ病院
康和会 札幌しらかば台病院
社会医療法人製鉄記念室蘭病院 健康管理センター
千葉循環呼吸クリニック
医療法人社団 ふらの西病院
函館中央病院 エスアールエル検査室
釧路孝仁会記念病院 臨床検査部
日鋼記念病院内 株式会社第一岸本臨床検査センター
町立沼田厚生クリニック
医療法人社団糖友会 栗原内科
社会医療法人 札幌清田病院
北海道内科リウマチ科病院

参 加 施 設 名 称
医療法人社団 札幌外科記念病院
医療法人大地 小笠原記念札幌病院
医療法人社団 静和会 静和記念病院
医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院
イムス札幌消化器中央総合病院
北斗病院内 ＢＭＬ検査室
医療法人亀田病院 分院 亀田北病院
特定医療法人とこはる東栄病院
医療法人北志会 札幌ライラック病院
社会医療法人恵佑会 第２病院
医療法人 北見北斗病院
医療法人社団 三樹会病院
医療法人社団 新井病院
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック
医療法人至輝会 いわた内科クリニック
医療法人 東札幌病院
医療法人社団 眞明会 今医院
社会医療法人 北腎会 坂泌尿器科病院
ＮＴＴ東日本札幌病院
社会医療法人 恵和会 西岡病院
医療法人春林会 華岡青洲記念病院
社会医療法人 北楡会札幌北楡病院
医療法人彰和会 北海道消化器科病院
医療法人社団 甲仁会 さっぽろ甲状腺診療所
医療法人 江辰会 甲状腺・糖尿病クリニック中の島
北海道社会事業協会 富良野病院
札幌中央病院
医療法人渓仁会札幌西円山病院
社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院
はらだ腎泌尿器クリニック
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック アスティ４５
医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院
社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院
ベーネ函館クリニック
医療法人育愛会 札幌東豊病院 ＳＲＬ検査室
北海道立向陽ヶ丘病院
株式会社セロテック 千歳工場
青森市医師会立青森臨床検査センター
八戸市医師会臨床検査センター
弘前市医師会健診センター 検査課
ＢＭＬ青森
公益財団法人青森県総合健診センター
一般財団法人青森県予防医学協会
（株）西北五臨床検査センター
弘前大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 八戸病院
独立行政法人国立病院機構 弘前病院
独立行政法人国立病院機構 青森病院
国立療養所 松丘保養園
医療法人三良会 村上新町病院
青森市民病院
青森保健生活協同組合 あおもり協立病院
青森県立中央病院
独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院
八戸市立市民病院
十和田市立中央病院
黒石市国民健康保険黒石病院
健生病院 検査科
医療法人ときわ会 ときわ会病院
青森市立浪岡病院
社会医療法人博進会 南部病院
田子町国民健康保険町立田子診療所

参加施設名簿
都道府
県名
青森

岩 手

参 加 施 設 名 称
国保南部町医療センター
八戸赤十字病院
北部上北広域事務組合 公立野辺地病院
医療法人赤心会 十和田東病院
一般財団法人 医療と育成のための研究所清明会 鳴海病院
（一般財団） 黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
医療法人 正恵会 石田温泉病院
医療法人雄心会 青森新都市病院
エフ．クリニック
株式会社中央臨床メディエンス
盛岡臨床検査センター
公益財団法人岩手県予防医学協会
宮古臨床検査センター
岩手医科大学附属内丸メディカルセンター
岩手医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 盛岡医療センター
独立行政法人国立病院機構 岩手病院
独立行政法人国立病院機構 花巻病院
独立行政法人国立病院機構 釜石病院
岩手県立中央病院
医療法人社団恵仁会 三愛病院
（医）友愛会 盛岡友愛病院
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
公益財団法人岩手県対がん協会 いわて健康管理センター
盛岡市立病院
医療法人遠山病院
盛岡赤十字病院
社団医療法人西城病院
医療法人博愛会一関病院
岩手県立磐井病院
岩手県立大船渡病院
奥州市総合水沢病院
奥州市国民健康保険まごころ病院
特定医療法人社団清和会 奥州病院
岩手県立胆沢病院
岩手県立江刺病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院
岩手県立中部病院
公益財団法人 総合花巻病院
楽山会せいてつ記念病院
岩手県立釜石病院
岩手県立宮古病院
岩手県立東和病院
岩手県立遠野病院
岩手県立大槌病院
岩手県立山田病院
社団医療法人啓愛会 宝陽病院
岩手県立中央病院付属大迫地域診療センター
岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター
岩手県立中央病院附属 沼宮内地域診療センター
岩手県立一戸病院
岩手県立二戸病院
岩手県立軽米病院
岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター
岩手県立久慈病院
岩手県立大東病院
岩手県立千厩病院
岩手県立高田病院
岩手県立大船渡病院附属 住田地域診療センター
岩手県立磐井病院付属花泉地域診療センター
国民健康保険藤沢病院

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

岩手

社団医療法人啓愛会 美希病院
一般財団法人みちのく愛燐協会 東八幡平病院
町立西和賀さわうち病院
ひがしやま病院
医療法人 日新堂 八角病院

宮 城

公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院
公益社団法人宮城県医師会宮城県医師会 健康センター 仙南分室
公益社団法人宮城県医師会宮城県医師会 健康センター
公益社団法人宮城県塩釜医師会 臨床検査センター
石巻市医師会附属健康センター
気仙沼市医師会 臨床検査センター
医療法人社団進興会 せんだい総合健診クリニック検査室
一般財団法人宮城県予防医学協会
保健科学 仙台ラボラトリー
株式会社江東微生物研究所仙台支所
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ仙台
医療法人 仁泉会 みやぎ健診プラザ
ＳＲＬ 仙台ラボラトリー
東北大学病院 診療技術部 検査部門
独立行政法人国立病院機構 仙台西多賀病院
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター
独立行政法人国立病院機構 宮城病院臨床検査科
国立療養所 東北新生園
東北公済病院
ＪＲ仙台病院
イムス明理会仙台総合病院
ＪＣＨＯ 仙台南病院
地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター
独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院
独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
仙台赤十字病院
山 形
自衛隊仙台病院
社会医療法人康陽会 中嶋病院
東北医科薬科大学病院
特定医療法人 白嶺会 仙台整形外科病院
仙台市立病院
医療法人社団赤石会 赤石病院
公益財団法人宮城厚生協会 坂総合クリニック
医療法人社団健育会 石巻健育会病院
石巻赤十字病院
気仙沼市立病院
医療法人尚仁会 森田医院
みやぎ県南中核病院
国民健康保険川崎病院
社会医療法人将道会 総合南東北病院
宮城県立こども病院
（公益財団法人）宮城県結核予防会
美里町立南郷病院
医療法人永仁会 永仁会病院
大崎市民病院
公益戝団法人宮城厚生協会 長町病院
宮城県成人病予防協会検査センター
医療法人盟陽会 富谷中央病院
医療法人松田会 松田病院
一般財団法人成人病予防協会附属 仙台循環器病センタ－
医療法人財団 明理会 西仙台病院 検査科
福 島
公益財団法人 宮城厚生協会 古川民主病院

秋 田

由利本荘医師会病院
能代山本医師会病院
ＢＭＬ秋田

秋田

参 加 施 設 名 称
（公財）秋田県総合保健事業団 児桜検査センター
公益財団法人秋田県総合保健事業団 県北健診センター
東北医科学研究所
秋田大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 あきた病院
男鹿みなと市民病院
地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立循環器脳脊髄センターＳＲＬ検査室
市立秋田総合病院
秋田赤十字病院
社会医療法人明和会 中通総合病院
ＪＡ秋田厚生連 秋田厚生医療センター
雄勝中央病院
羽後町立羽後病院
市立横手病院
秋田県厚生連 平鹿総合病院
大曲厚生医療センター
（医）あけぼの会 花園病院
市立角館総合病院
厚生連由利組合総合病院
医療法人佐藤病院
能代厚生医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院
大館市立総合病院
湖東厚生病院
北秋田市民病院
かづの厚生病院
独立行政法人労働者健康安全機構 秋田労災病院
秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター
医療法人藤医会 工藤泌尿器科医院
市立大森病院
一般社団法人山形市医師会山形市医師会 健診センター
一般社団法人寒河江市西村山郡医師会 総合健診センター
一般社団法人鶴岡地区医師会荘内地区 健康管理センター
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ山形
（有）酒田臨床検査センター
山形大学医学部附属病院 検査部
独立行政法人国立病院機構 山形病院
独立行政法人国立病院機構 米沢病院
医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院
公益財団法人やまがた健康推進機構 山形検診センター
公益財団法人やまがた健康推進機構 米沢検診センター
米沢市立病院 臨床検査科
公益財団法人やまがた健康推進機構 最上検診センター
鶴岡協立病院
公益財団法人やまがた健康推進機構 庄内検診センター
医療法人健友会 本間病院
公益財団法人やまがた健康推進機構 南陽検診センター
医療法人 徳洲会 庄内余目病院
社会医療法人みゆき会 みゆき会病院
医療法人宗寿会阿部医院
山形県立中央病院
独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院
山形市立病院済生館
特定医療法人 舟山病院
公益財団法人福島県労働保健センター
ＢＭＬ福島
公益財団法人福島県保健衛生協会
株式会社江東微生物研究所郡山ラボラトリー
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ郡山

参加施設名簿
都道府
県名
福島

茨 城

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

（株）江東微生物研究所 東北中央研究所
茨城
株式会社ＬＳＩメディエンス いわきラボラトリー
株式会社昭和メディカルサイエンス いわきラボ
一般財団法人 総合南東北病院内 株式会社 江東微生物研究所
公立大学法人福島県立医科大学附属病院 検査部
独立行政法人国立病院機構 福島病院
独立行政法人国立病院機構 いわき病院
北福島医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福島県済生会 済生会川俣病院
医療法人敬愛会福島西部病院
済生会 福島総合病院 （ビーエムエル・ブランチ）
福島医療生協わたり病院
社会医療法人福島厚生会 福島第一病院
福島赤十字病院
一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院
白河厚生総合病院
平心会 須賀川病院
一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
社会医療法人あさかホスピタル
一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院
福島県厚生連 塙厚生病院
公益財団法人郡山市健康振興財団
医療法人明信会 今泉西病院
郡山医療生活協同組合 桑野協立病院
公益財団法人星総合病院
一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院
公益財団法人寿泉堂綜合病院
寿泉堂香久山病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院
医療法人辰星会 枡病院
一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院
福島県立南会津病院
公益財団法人会田病院
医療法人落合会 東北病院
公立藤田総合病院
ＪＡ福島厚生連 高田厚生病院
ＪＡ福島県厚生農業協同組合連合会 坂下厚生総合病院
公益財団法人磐城済世会 松村総合病院
社団医療法人養生会かしま病院 エスアールエル検査室
浜通り医療生活協同組合 小名浜生協病院
いわき市医療センタ－
独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院
医療法人櫛田会 櫛田病院
医療法人社団青空会 大町病院
医療法人相雲会 小野田病院
医療法人伸裕会 渡辺病院
公立相馬総合病院
福島県厚生農業協同組合連合会 鹿島厚生病院
医療法人誠励会 ひらた中央病院
一般財団法人温知会 会津中央病院
医療法人疾風会 わかまつインターベンションクリニック
社会医療法人秀公会 あづま脳神経外科病院
公益財団法人 金森和心会 雲雀ヶ丘病院
公益財団法人 ときわ会 常磐病院
福島県ふたば医療センター附属病院
あみウイメンズクリニック
アートクリニック産婦人科
ニットーボーメディカル株式会社
公益社団法人取手市医師会 取手北相馬保健医療センター医師会病院
公益財団法人筑波メディカルセンター
石岡市医師会病院 ＢＭＬ検査室

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

一般財団法人茨城県メディカルセンター
茨城
公益財団法人日立メディカルセンター
（株）メディカルアート・ラボラトリー 神立ラボ
（株）昭和メディカルサイエンスつくば営業
中央研究所つくば
株式会社セントラル医学検査研究所
（株）昭和メディカルサイエンス水戸営業所
株式会社江東微生物研究所水戸支所
ＢＭＬ鹿島
㈱昭和メディカルサイエンス筑西ラボ
つくば臨床検査教育・研究センター つくばｉ－Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
株式会社江東微生物研究所 茨城支所取手ラボ
株式会社 メディカルアート・ラボラトリー医療法人 仁愛会 日立おおみか病
グルコピアひたちなか ＢＭＬ検査室
江東微生物研究所 きぬ医師会病院ブランチ
茨城県立医療大学付属病院
栃 木
東京医科大学茨城医療センター
筑波大学附属病院検査部
独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター
独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター
独立行政法人国立病院機構 茨城東病院
（株）日立製作所土浦診療健診センタ
医療法人常陽守仁会 常陽医院
総合病院土浦協同病院
医療法人盡誠会 宮本病院
（株）ビー・エム・エル 牛久愛和総合病院内検査室
筑波記念病院 ＢＭＬ検査室
医療法人健佑会 いちはら病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 龍ケ崎済生会病院
ＪＡとりで総合医療センター
社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院
医療法人社団桜水会 筑波病院
一般財団法人 筑波麓仁会 筑波学園病院
茨城西南医療センター病院
ホスピタル坂東
医療法人社団同樹会 結城病院
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
水戸赤十字病院
茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院
公益財団法人茨城県総合健診協会
国家公務員共済組合連合会 水府病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会水戸済生会総合病院
株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 神栖済生会病院
社会福祉法人白十字会 白十字総合病院
（株）日立製作所 多賀クリニック
社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター
日立製作所 日立健康管理センタ
株式会社日立製作所 日立総合病院
県北医療センター高萩協同病院
医療法人社団桜水会 柏田診療所
医療法人社団宗仁会病院
医療法人竜仁会 牛尾病院
医療法人社団愛和会 前田病院
筑波総合クリニック ＢＭＬ検査室
群 馬
医療法人社団秀峰会 つだ中央クリニック
医療法人東湖会鉾田病院
水戸ブレインハ一トセンター
医療法人社団輝峰会 東取手病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 常陸大宮済生会病院
医療法人愛友会 勝田病院
医療法人寬正会 水海道さくら病院

参 加 施 設 名 称
特定医療法人財団古宿会 小美玉市医療センター
仁寿会 総和中央病院
医療法人 清真会 丹野病院
医療法人 修礼会 おあしす内科リウマチ科クリニック
医療法人社団善仁会 小山記念病院
一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団
医療法人 西山会 ひたちの中央クリニック
医療法人貞心会 西山堂慶和病院
医療法人鴻仁会 上の原病院
社会医療法人 達生堂 城西病院 ブランチ検査室
オーソ・クリニカル ・ダイアグノスティックス株式会社
積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター 分析グループ
日水製薬株式会社 品質管理部品質管理課
積水メディカル株式会社つくば研究所
社団法人佐野市医師会附属佐野医師会病院
栃木県医師会塩原温泉病院
一般社団法人 足利市医師会検査センター
公益財団法人栃木県保健衛生事業団
（株）昭和メディカルサイエンス総合研究所
株式会社サンリツ宇都宮ラボラトリー
江東微生物研究所宇都宮支所
株式会社エヌシーエル
株式会社サンリツ栃木ラボラトリー
㈱昭和メディカルサイエンス大田原ラボ
獨協医科大学病院
自治医科大学附属病院
獨協医科大学日光医療センター ＢＭＬ検査室
ＮＨＯ 栃木医療センター
独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院
地方独立行政法人 栃木県立がんセンター
医療法人社団慶生会 目黒医院
ＪＣＨＯうつのみや病院
開生会 奥田クリニック
社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 栃木県済生会宇都宮病院
社団医療法人英静会森病院
医療法人社団福田会 福田記念病院
上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院
医療法人社団厚生会 西方病院
地方独立行政法人新小山市民病院
那須赤十字病院
医療法人正美会 大岡胃腸内科
足利赤十字病院
佐野厚生総合病院
一般財団法人とちぎメディカルセンター とちぎメディカルセンターしもつが
一般財団法人とちぎメディカルセンター とちぎメディカルセンター とちのき
医療法人社団友志会 石橋総合病院 医療法人社団友志会 石橋総合病院
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院
株式会社サンリツ 宇都宮東病院 検査室
社会医療法人恵生会黒須病院内 ＳＲＬ検査室
社会医療法人中山会 宇都宮記念病院
栄研化学株式会社 那須工場
栄研化学株式会社 野木工場 品質管理部 品質保証課
伊勢崎佐波医師会病院
公益社団法人群馬県医師会 群馬リハビリテーション病院
公益財団法人高崎・地域医療センター
一般社団法人桐生市医師会 臨床検査センター
株式会社アルプ
（株）昭和メディカルサイエンス高崎ラボ
江東微生物研究所北関東支所
エスアールエル北関東検査センター

参加施設名簿
都道府
県名

参 加 施 設 名 称

群馬

有限会社 ＴＭＳ
群馬大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
渋川医療センター
独立行政法人国立病院機構 沼田病院
国立療養所栗生楽泉園
医療法人社団日高会 日高病院
特定医療法人博仁会 第一病院 エスアールエル検査室
（医）真木会 真木病院
社会医療法人鶴谷会鶴谷病院
医療法人社団美心会黒沢病院附属 ヘルスパーククリニック
公立富岡総合病院
一般財団法人榛名荘 榛名荘病院
医療法人社団三愛会 三愛クリニック
群馬県立心臓血管センター
前橋赤十字病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院
前橋協立病院
済生会 前橋病院
一般財団法人資生会研究所 附属 大島病院
伊勢崎市民病院
群馬県立がんセンター
ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 太田記念病院
医療法人三省会 堀江病院
公立館林厚生病院
医療法人社団三思会 くすの木病院
公立藤岡総合病院
桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院
医療法人北関東循環器病院
原町赤十字病院
公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院
群馬県立小児医療センター
社会医療法人輝城会 沼田脳神経外科循環器科病院
利根保健生活協同組合利根中央病院
公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院
医療法人社団善衆会 善衆会病院
医療法人社団三思会 東邦病院
医療法人愛弘会 横田マタニティーホスピタル
医療法人社団 醫光会 おうら病院
医療法人 群栄会 田中病院
産科婦人科 舘出張 佐藤病院
株式会社サカエ

埼 玉

一般社団法人大宮医師会メディカルセンター
公益社団法人東松山医師会 東松山医師会病院
一般社団法人浦和医師会メディカルセンター
一般社団法人北埼玉医師会立 メディカルセンター
深谷寄居医師会メディカルセンター
一般社団法人本庄市児玉郡医師会立 健診センター
株式会社戸田中央臨床検査研究所
（株）サンリツさいたま東葛ラボラトリー
（株）アムル 上尾中央臨床検査研究所
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ総研
株式会社武蔵臨床検査所
株式会社保健科学東日本総合ラボラトリー
株式会社秩父臨床医学研究所
ＢＭＬ大宮
株式会社エスアールエル 埼玉ラボラトリー
自治医科大学附属さいたま医療センター
獨協医科大学埼玉医療センター
埼玉医科大学病院
学校法人埼玉医科大学総合医療センター

都道府
県名
埼玉

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

防衛医科大学校病院
埼玉
医療法人積仁会 旭ヶ丘病院
埼玉医科大学国際医療センター
医療法人慈正会 レインボークリニック
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
医療法人三慶会 指扇病院
北里大学メディカルセンター
社会医療法人財団石心会 さやま総合クリニック
独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院
戸田中央産院
独立行政法人国立病院機構 埼玉病院
医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院
独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院
医療法人財団新生会 大宮共立病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター
社会医療法人さいたま市民医療センター
医療法人大宮シティクリニック
医療法人社団青葉会狭山神経内科病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター 臨床検査医療法人社団誠弘会 池袋病院
医療法人新青会 川口工業総合病院
医療法人三愛会 三愛会総合病院
埼玉県済生会 川口総合病院
医療法人社団武蔵野会 ＴＭＧ宗岡中央病院
医療法人社団協友会 東川口病院
埼玉県立がんセンター
川口市立医療センター
医療法人社団協友会 埼玉回生病院
医療法人健仁会 益子病院
ＩＭＳグループ 医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院
医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
埼玉県立小児医療センター
さいたま市立病院
医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院臨床検査科
医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター
医療法人 政芳会 田中クリニック
さいたま赤十字病院
医療法人社団和風会所沢中央病院
医療法人慈正会 丸山記念総合病院
医療法人社団 武蔵野会 ＴＭＧサテライトクリニック朝霞台
上尾中央医科グループ 医療法人社団協友会八潮中央総合病院
医療法人社団 清心会至聖病院 ＢＭＬ検査室
草加市立病院
埼玉県立循環器・呼吸器病センター
愛友会 三郷中央総合病院
医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院
医療法人財団健和会 みさと健和クリニック
医療法人天尽会 敬愛クリニック
特定医療法人財団健和会 みさと健和病院
すごうウィメンズクリニック
医療法人社団協友会 吉川中央総合病院
さいたま中央クリニック
医療法人社団協友会 越谷誠和病院
日本光電工業（株） 技術戦略本部
越谷市立病院
梅原病院
千 葉
社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター
医療法人秀和会 秀和総合病院
夷隅長生臨床検査センター
医療法人財団明理会 春日部中央総合病院
株式会社 江東微生物研究所 千葉支所
春日部市立医療センター
昭和メディカルサイエンス千葉ラボ
社会医療法人ジャパンメディカル アライアンス東埼玉総合病院
（株）サンリツ千葉ラボラトリー
医療法人社団愛友会 蓮田一心会病院
公益財団法人ちば県民保健予防財団
医療法人顕正会 蓮田病院 検体検査室 （株）保健科学東日本
保健科学千葉ラボラトリ－
医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院
（株）エスアールエル 柏ラボラトリー
埼玉県 済生会栗橋病院
（株）松戸メディカルラボラトリー
社会医療法人刀仁会 坂戸中央病院
株式会社サンリツ
一般社団法人 巨樹の会 狭山中央病院
株式会社江東微生物研究所 東関東営業所
社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院
夷隅長生臨床検査センター茂原ラボ
社会医療法人社団新都市医療研究会 〔関越〕会 関越病院
エスアールエル千葉中央臨床検査センター
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ千葉
医療法人社団武蔵野会 ＴＭＧあさか医療センター
株式会社サンリツ市川ラボラトリー
医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院
医療法人社団青葉会 新座病院
（株）江東微生物研究所 千葉支所 木更津ラボ
江東微生物研究所天王台消化器病院ブランチ
所沢市市民医療センター
医療法人クレモナ会 ティーエムクリニック
株式会社 安房地域検査センター
医療法人社団愛友会 上尾中央第二病院
千葉大学医学部附属病院
医療法人社団愛友会 伊奈病院
東京歯科大学千葉歯科医療センター 臨床検査部
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
日本医科大学千葉北総病院
深谷赤十字病院
学校法人東京歯科大学 市川総合病院
医療法人本庄福島病院 本庄総合病院
東京慈恵会医科大学附属柏病院
医療法人財団宝積会 大木記念女性のための菊池がんクリニック
順天堂大学医学部附属浦安病院
埼玉医療生活協同組合 皆野病院
帝京大学ちば総合医療センター
医療法人社団庄和会 庄和中央病院
東京女子医大八千代医療センター ＬＳＩメディエンス検査室
同愛会 熊谷外科病院
東邦大学医療センター佐倉病院 臨床検査診断センター
国際医療福祉大学 成田病院
蒼龍会 武蔵嵐山病院
医療法人社団東光会 東所沢病院
独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
武南病院付属クリニック内 東京公衆衛生研究所検査室
独立行政法人国立病院機構 千葉東病院
医療法人西部診療所
独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター
小川赤十字病院
国立国際医療研究センター 国府台病院
聖仁会 西部総合病院
国立研究開発法人国立がん研究センター 東病院
（株）エスアールエル 医療法人誠壽会 上福岡総合病院内検査室
独立行政法人国立病院機構 下志津病院
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医療法人福生会 斎藤労災病院
千葉
千葉市立海浜病院 中央検査室 ＢＭＬ
医療法人社団普照会 井上記念病院 検査科
医療法人社団清志会 山本病院
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター
医療法人沖縄徳洲会 鎌ケ谷総合病院
医療法人柏葉会 柏戸病院
医療法人社団晴山会 平山病院
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院
五香病院 検体検査室 （株）保健科学東日本
自動車事故対策機構 千葉療護センター
心和会新八千代病院
亀田総合病院附属幕張クリニック 検体検査室（サンリツ）
医療法人沖縄徳洲会 千葉西総合病院
医療法人社団翠明会 山王病院
医療法人社団東光会 茂原中央病院
医療法人社団創進会 みつわ台総合病院
医療法人社団東光会 北総白井病院
医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院
医療法人社団威風会 栗山中央病院
医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病院
国保匝瑳市民病院
医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院
南房総市立富山国保病院
株式会社ＬＳＩメディエンス 野田病院 ブランチラボ
医療法人社団誠和会 長谷川病院
医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院
誠馨会 千葉中央メディカルセンター
新東京クリニック
医療法人社団誠仁会 みはま病院
松戸市立総合医療センター
医療法人社団新虎の門会 新浦安虎の門クリニック
医療法人財団明理会 行徳総合病院
銚子市立病院
大野中央病院 サンリツ検査室
医療法人平成博愛会 印西総合病院
医療法人社団協友会 船橋総合病院
医療法人社団鼎会 三和病院 検体検査室 （サンリツ）
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院
医療法人社団心癒会しのだの森ホスピタル
医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院
医療法人社団靭生会メディカルプラザ市川駅
船橋二和病院
鋸南町国民健康保険鋸南病院
社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院
医療法人社団 ちくま会 メディカルガーデン新浦安
谷津保健病院 ＢＭＬ検査室
医療法人社団オーケーエム会 オーククリニックフォーミズ病院
津田沼中央総合病院
千葉県がんセンター
医療法人社団碩成会 島田台総合病院
医療法人社団 創造会 平和台病院 ＢＭＬ検査室
社団協友会 柏厚生総合病院
社会福祉法人 九十九里ホーム病院 検査室
聖峰会 岡田病院
市立大網病院
医療法人社団葵会 柏たなか病院
医療法人 友康会 行徳中央クリニック
キッコーマン総合病院 ＳＲＬ検査室
鴨川市立国保病院
東京ベイ・浦安市川医療センター
医療法人社団 天宣会 北柏リハビリ総合 病院
医療法人静和会 浅井病院
医療法人 徳洲会 成田富里徳洲会病院
公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院サンリツ検査室
医療法人社団駿心会 稲毛病院
医療法人社団紫雲会千葉南病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院
医療法人鳳生会 成田病院
医療法人社団千葉光徳会 千葉しすい病院
成田赤十字病院
アボットジャパン合同会社
医療法人社団根本医院
株式会社ＬＳＩメディエンス 生産・Ｒ＆Ｄセンター 品質管理部
医療法人積仁会 島田総合病院
株式会社ＬＳＩメディエンス 品質保証部 成田品質保証Ｇ
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
株式会社ＬＳＩメディエンス 営業統括部
独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院
株式会社ユーエムエー
医療法人 鎗田病院
アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
国保直営総合病院君津中央病院
アボットジャパン合同会社 小池
館山病院
株式会社ＬＳＩメディエンス カスタマーサポート部
医療法人鉄蕉会 亀田クリニック
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
東 京
株式会社エスアールエル 東部地域病院
医療法人社団上総会 山之内病院 ＳＲＬ検査室
板橋区医師会病院
社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院
新都市医療研究会 君津会玄々堂君津病院
一般社団法人江戸川区医師会 医療検査センター
医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院
医療法人財団豊島健康診査センター
一般財団法人柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック
一般社団法人練馬区医師会医療健診センター
武蔵野市医師会臨床検査センター
医療法人沖縄徳洲会 四街道徳洲会病院
医療法人誠高会 おおたかの森病院 ビー・エム・エル検査室
株式会社江東微生物研究所東京支所
医療法人社団 千葉県労働者医療協会 千葉健生病院付属 まくはり診療所株式会社保健科学東日本 葛西昌医会病院検査室
医療法人社団見龍堂医会 神崎クリニック 検体検査室
エフエムエルラボラトリー東京
医療法人南陽会 田村病院
三軒茶屋衛生検査所
医療法人聖仁会 白井聖仁会病院
（株）ファルコバイオシステムズ東京研究所
公益財団法人柏市医療公社 柏市立柏病院
公益財団法人東京都予防医学協会
医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田記念病院
（株）東京公衆衛生研究所後楽園ラボ
医療法人芙蓉会 五井病院
株式会社ＬＳＩメディエンス 早川予研ラボラトリー
医療法人社団有相会 最成病院
一般財団法人東京保健会 病体生理研究所
地方独立行政法人さんむ医療センター
板橋中央臨床検査研究所
医療法人社団豊流会 ツチダクリニック ＳＲＬ検査室
株式会社ＬＳＩメディエンス 中央総合ラボラトリー
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県名
東京
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エスアールエル練馬ラボラトリー
株式会社ビー･エム･エル ＢＭＬ八王子
株式会社エスアールエル エスアールエル八王子ラボラトリー
株式会社 昭和メディカルサイエンス
エスアールエルＭＵＱＳラボラトリー
（株）江東微生物研究所東京支所西東京ラボ
エスアールエル新宿ラボラトリー
（株）ビー・エム・エル ＢＭＬ品川
ＢＭＬ豊洲
エスアールエル中央ラボラトリー
ＢＭＬ三鷹
四谷メディカルキューブ ＢＭＬ検査室
日本銀行健康サポートグループ
株式会社エスアールエル 世田谷ラボラトリー
株式会社エスアールエル 港ラボラトリー
ジャパン・メディカル・リーフラボ
昭和メディカルサイエンス 東京第一ラボ
株式会社エスアールエル 町田ラボラトリー
日本大学病院
東京慈恵会医科大学附属病院
東京大学医科学研究所附属病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院
東京医科歯科大学医学部附属病院
日本医科大学付属病院
東京大学医学部附属病院 検査部
東京女子医科大学東医療センター
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
昭和大学江東豊洲病院
昭和大学病院
東邦大学医療センター大森病院
東海大学医学部付属東京病院
学校法人東邦大学医療センター大橋病院
昭和大学附属烏山病院
東京医科大学病院
慶應義塾大学病院
東京女子医科大学病院 中央検査部検体検査室
帝京大学医学部附属病院
日本大学医学部附属板橋病院
順天堂大学医学部附属練馬病院
杏林大学医学部付属病院
東海大学医学部付属八王子病院
東京医科大学八王子医療センター
東京慈恵会医科大学附属第三病院
日本医科大学多摩永山病院
国際医療福祉大学三田病院
日本歯科大学附属病院 臨床検査室
北里大学北里研究所病院
順天堂大学医学部付属 順天堂東京江東高齢者医療センター
国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
国立研究開発法人国立国際医療 研究センター病院
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院
独立行政法人国立病院機構 災害医療センター
独立行政法人国立病院機構 東京病院
独立行政法人国立病院機構 村山医療センター
国立療養所 多磨全生園
三井住友銀行東京健康サポートセンター 東京診療所臨床検査室
三菱商事株式会社診療所
社会福祉法人三井記念病院
公益財団法人佐々木研究所附属 杏雲堂病院
公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院
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都道府
県名

出版健康保険組合 健康管理センター
東京
東京都信用金庫健康保険組合
管工業健康保険組合 健康管理センター
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
一般財団法人健康医学協会附属 東都クリニック
東京逓信病院
東実総合健診センター
学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
（株）長谷工コーポレーション 長谷工クリニック（東京）
医療法人財団順和会 山王病院
東京都済生会 中央病院
医療法人社団 せいおう会 鶯谷健診センター
東京薬業健康保険組合 健康開発センター
医療法人社団全仁会 上野病院
公益財団法人ライフ・エクステンション 研究所付属 永寿総合病院
哺育会 浅草病院
社会福祉法人浅草寺病院
東京保健生活協同組合東京健生病院
医療法人社団大坪会 東都文京病院メディエンス検査室
がん・感染症センター都立駒込病院 エスアールエル検査室
東京ほくと医療生活協同組合 生協北診療所
東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院
東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所
社会福祉法人新栄会 滝野川病院
東京都立北療育医療センター
医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院
公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター
医療法人財団逸生会 大橋病院
医療法人社団愛和会 南千住病院
医療法人社団関川会 関川病院
大坪会 東和病院
医療法人社団心和会 足立共済病院
医療法人財団健和会 柳原病院
医療法人社団寿英会 内田病院
医療法人財団厚生協会 東京足立病院
医療法人社団三奉会 井上クリニック
社会医療法人社団昭愛会 水野記念病院
医療法人社団成和会 西新井病院
けいせい会 東京北部病院
葛飾赤十字産院
医療法人さわやか済世 葛飾健診センター
医療法人財団正明会 山田記念病院
社会福祉法人賛育会 賛育会病院
医療法人社団愛恵会 湘南メディカル記念病院
東京都立墨東病院
社会福祉法人同愛記念病院
医療法人社団仁寿会 中村病院
福仁会 小松川病院
医療法人社団同愛会病院
社会福祉法人仁生社 江戸川病院
江戸川メディケア病院
日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院内ＳＲＬ検査室
社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院
社会福祉法人あそか会 あそか病院
医療法人社団修世会 木場病院
医療法人社団青藍会 鈴木病院
公益財団法人がん研究会 がん研有明病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院
順江会江東病院
寿康会病院
医療法人社団藤崎病院

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

ＪＲ東日本健康推進センター
東京
東京品川病院
ＮＴＴ東日本関東病院
社会医療法人財団城南福祉医療協会 大田病院
独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院
城南福祉医療協会大田病院附属大森中診療所
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院
日本赤十字社 東京都支部大森赤十字病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター
パナソニック健康保険組合 健康管理センター（東京）
東急病院内 ＳＲＬ検査科
公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院
医療法人社団七仁会 田園調布中央病院
東京都立広尾病院
ＰＬ東京健康管理センター
伊藤病院
日本赤十字社医療センター
久野マインズタワークリニック 久野マインズタワークリニック
ＪＲ東京総合病院
医療法人財団東京勤労者医療会 代々木病院
国家公務員共済組合連合会 三宿病院
全国土木建築国民健康保険組合 総合病院 厚生中央病院
自衛隊中央病院
東京都立松沢病院
社会福祉法人康和会 久我山病院
至誠会第二病院 サンリツ検査室
特定医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院
医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢病院
公立学校共済組合 関東中央病院
日本健康管理協会 新宿健診プラザ
公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院
社会福祉法人 聖母会 聖母病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター
医療法人財団圭友会 小原病院
東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院
立正佼成会附属佼成病院
医療法人財団健貢会 総合東京病院
医療法人社団静山会 清川病院
荻窪病院
医療法人社団哺育会 杉並リハビリテーション病院
医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院
医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院附属教会通りクリニック
医療法人社団回心会 ロイヤル病院
社会福祉法人浴風会 浴風会病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター
総合病院一心病院 検査室
社会医療法人社団大成会長汐病院
東京都立大塚病院
医療法人社団 久福会 関野病院
医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院
医療法人財団明理会 明理会中央総合病院
医療法人財団同潤会 富士見病院
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター
（公財）東京都保健医療公社 豊島病院
一般財団法人精神医学研究所付属 東京武蔵野病院
公益財団法人愛世会愛誠病院
医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院
医療法人社団明芳会 イムス記念病院
医療法人社団慈誠会 上板橋病院
医療法人財団朔望会 常盤台外科病院
小豆沢病院
医療法人社団明芳会 高島平中央総合病院

参 加 施 設 名 称
公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院
医療法人社団はなぶさ会 島村記念病院
医療法人社団じうんどう 慈雲堂病院
武蔵野赤十字病院
医療法人財団慈生会野村病院
医療法人社団大坪会 北多摩病院
医療法人社団東山会 調布東山病院
榊原記念病院 エスアールエル検査室
医療法人社団共済会 共済会櫻井病院
医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院
公益財団法人東京都保健医療公社 東京都がん検診センター
東京都立神経病院
東京都立府中療育センター
社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院
医療法人社団青葉会 一橋病院
一般財団法人多摩緑成会 緑成会病院
医療法人社団時正会 佐々総合病院
医療法人社団東光会 西東京中央総合病院
社会福祉法人緑風会 緑風荘病院
東村山診療所
公益財団法人結核予防会 新山手病院
（公財）東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 検査科
一般社団法人東京都総合組合 保健施設振興協会 多摩健康管理センター
社会医療法人社団健生会 立川相互病院
医療法人財団立川中央病院附属 健康クリニック
崎陽会 日の出ケ丘病院
国家公務員共済組合連合会 立川病院
日野市立病院
医療法人社団 東光会 八王子山王病院
医療法人財団興和会 右田病院
医療法人社団慶幸会 ピーワンクリニック
医療法人財団中山会 八王子消化器病院
医療法人社団 永生会南多摩病院
医療法人社団永生会 永生病院
駒木野病院
医療法人社団三友会 あけぼの病院
町田市民病院
医療法人社団潮友会 うしお病院
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院
医療法人社団竹口病院
医療法人社団悦伝会 目白第二病院
公立福生病院
医療法人社団仁成会 高木病院
青梅市立総合病院
医療法人社団好仁会 滝山病院
公益財団法人結核予防会 複十字病院
京王電鉄株式会社 京王電鉄診療所
稲城市立病院
社会医療法人財団大和会 東大和病院
医療法人社団潤康会 芝パーククリニック
医療法人社団健育会 竹川病院
救世軍清瀬病院
大崎病院東京ハートセンター 生理検査
医療法人財団大和会 武蔵村山病院
医療法人社団隆靖会 墨田中央病院
医療法人社団裕健会 神田クリニック
社会医療法人河北医療財団 河北総合病院本院
医療法人社団健友会 中野共立病院
医療法人社団成山会 楠樹記念クリニック
医療法人社団 嬉泉会 嬉泉病院
医療法人政芳会 戸越銀座駅近内科クリニック
医療法人社団青葉会 世田谷神経内科病院

参加施設名簿
都道府
県名
東京

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

医療法人社団悦伝会 目白病院
東京
アルコクリニックＢＭＬ検査室
神奈川
立川相互ふれあいクリニック
榊原記念クリニック
株式会社エスアールエル ＩＴＳ山王健診センター
医療法人社団さわやか済世 健診プラザ日本橋
株式会社エスアールエル ＩＴＳ大久保健診センター
医療法人社団健育会 大泉学園複合施設 ねりま健育会病院
医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院
進興会 立川北口健診館
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 臨床検査科
川野病院 ＳＲＬ検査室
株式会社金地甲状腺病研究所
ミッドタウンクリニック日本橋
社会医療法人河北医療財団 河北リハビリテーション病院
医療法人財団 順和会 赤坂山王メディカルセンター
医療法人社団 松井病院
医療法人社団芙蓉会 ふよう病院
医療法人社団津端会 京葉病院
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
東京都立小児総合医療センター
富士レビオ株式会社
医療法人社団頌栄会 上田診療所
極東製薬工業株式会社
医療法人社団友愛会 友愛病院
日立化成ダイアグノスティックス・ システムズ株式会社
一般社団法人ＩＣＲ附属 クリニカルリサーチ東京病院
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
東京都立多摩総合医療センター 検査科ブランチラボＳＲＬ
株式会社カイノス
東京ミッドタウンクリニック
シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス株式会社
医療法人社団成仁 成仁病院
（株）日立ハイテク 医用システム製品本部東京テクニカルセンタ
医療社団法人ユスタヴィア 多摩センタークリニック みらい
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
医療法人社団弘仁勝和会 勝和会病院
富士フイルムメディカル株式会社
医療法人財団順和会山王メディカルセンター
アイ・エル・ジャパン株式会社
医療法人社団大和会 多摩川病院
ラジオメーター株式会社
公立昭和病院 ＬＳＩメディエンス検査室
医療法人社団大和会 大内病院
神奈川
株式会社 京浜予防医学研究所
医療法人財団岩井医療財団 岩井整形外科内科病院
株式会社プライムヘルスパートナーズ
医療法人平成博愛会 世田谷記念病院
株式会社北里大塚 バイオメディカルアッセイ研究所
医療法人社団杏精会 岡田病院
エスアールエル相模原ラボラトリー
ＩＭＳグループ医療法人財団明理会 東京腎泌尿器センター大和病院
ＢＭＬ横浜南
医療法人社団さくら会 世田谷中央病院
昭和メディカルサイエンス横浜ラボ
医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院
公益財団法人神奈川県予防医学協会 集団検診センター
医療法人浩生会スズキ病院 検体検査室
（有）湘南医化学検査センター
公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院
株式会社保健科学研究所
医療法人社団史世会 町田胃腸病院
（有）相模医研
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 人間ドック健診センター
みなとみらいＢＭＬ検査室
医療法人社団三和会 東京東病院
エスアールエル 横浜ラボラトリー
医療法人鉄蕉会 亀田京橋クリニック 検体検査室（サンリツ）
公益社団法人 神奈川県予防医学協会 中央診療所
医療法人社団成守会 成守会クリニック
日本医科大学武蔵小杉病院
品川シーズンテラス健診クリニック
帝京大学医学部附属溝口病院
医療法人城見会 アムス丸の内パレスビルクリニック
聖マリアンナ医科大学病院
医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院
昭和大学横浜市北部病院
フィオーレ健診クリニック ＢＭＬ検査室
昭和大学藤が丘病院
医療法人社団 健育会 石川島記念病院
学校法人北里研究所北里大学病院
公立大学法人横浜市立大学附属 市民総合医療センター
医療法人社団 総合会 武蔵野中央病院
社団法人 博栄会 浮間中央病院
公立大学法人横浜市立大学附属病院
大同病院
聖マリアンナ医大横浜市西部病院 ＬＳＩメディエンス聖マリアンナ西部ラボ
東海大学医学部付属病院
医療法人 沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病院
博慈会記念総合病院
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
平成扇病院
昭和大学ＢＭＬ
医療法人財団 岩井医療財団 稲波脊椎・関節病院 ＢＭＬ検査室
独立行政法人国立病院機構 相模原病院
社会医療法人社団森山医会 森山脳神経センター病院
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター
健生会ふれあい相互病院
独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター
医療法人社団中央白報会白報会王子病院
独立行政法人国立病院機構 箱根病院
医療法人社団康心会 ふれあい町田ホスピタル
独立行政法人国立病院機構 神奈川病院
医療法人社団レニア会 アルテミスウィメンズホスピタル
医療法人誠医会 宮川病院
医療法人財団慈光会 堀切中央病院
医療法人財団明徳会 総合新川橋病院
医療法人志匠会 品川志匠会病院
株式会社エスアールエル市立川崎病院
一般財団法人多摩緑成会 緑成会整育園
医療法人愛仁会 太田総合病院
新宿トミヒサクロスクリニック
川崎医療生活協同組合 川崎協同病院
社会福祉法人白十字会 東京白十字病院
医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院
社会福祉法人 勝楽堂病院
川崎市立井田病院
医療法人社団愛成会 京浜総合病院
医療法人社団東仁会 吉祥寺あさひ病院内 株式会社プライムヘルスパートナ
保谷厚生病院
富士通クリニック ＬＳＩメディエンス検査室
医療法人社団 金地病院
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院

参 加 施 設 名 称
社会医療法人財団石心会 川崎幸病院
医療法人社団亮正会 総合高津中央病院
恵仁会 松島病院大腸肛門病センター
相模原赤十字病院
医療法人財団慈啓会 大口東総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会 神奈川県病院
医療法人五星会 菊名記念病院
医療法人社団相和会 横浜ソーワクリニック・横浜総合健診センター
公益財団法人横浜市総合保健医療財団 横浜市総合保健医療センター
横浜労災病院 （株）ビー・エム・エル
医療法人社団緑成会 横浜総合病院
横浜新緑総合病院 検査室
医療法人社団一成会たちばな台病院
一般財団法人ヘルス・サイエンス・センター相模大野クリニック
東芝林間病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院
医療法人社団相和会 渕野辺総合病院
上尾中央医科グループ さがみリハビリテーション病院
医療法人社団晃友会 晃友脳神経外科眼科病院
神奈川県厚生連 相模原協同病院
公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院
医療法人社団 新東京石心会 さいわい鶴見病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院
横浜市立みなと赤十字病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター
医療法人健生会 朝倉病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会横浜市南部病院
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター ＳＲＬ検査室
医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病院
医療法人社団一洋会 ＨＥＣサイエンスクリニック
京浜健診クリニック
横浜南共済病院 臨床検査科
医療法人社団愛友会 金沢文庫病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会若草病院
自衛隊横須賀病院 検査研究課
横須賀市立うわまち病院
聖ヨゼフ病院
横須賀共済病院
社会福祉法人日本医療伝道会 総合病院衣笠病院
一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会
横浜市立市民病院
公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立市民病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院
神奈川県立がんセンター ＳＲＬ検査室
医療法人徳洲会 大和徳洲会病院
医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院
医療法人仁厚会 仁厚会病院
神奈川リハビリテーション病院
医療法人社団藤和会 厚木佐藤病院
社会医療法人ジャパンメディカル アライアンス 海老名総合病院
株式会社メディック 神奈川
医療法人横浜平成会平成横浜病院
戸塚共立第２病院
社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院
医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院
医療法人社団哺育会 横浜相原病院
医療法人社団美里会瀬谷ふたつ橋病院
社会医療法人財団互恵会 大船中央病院
国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院
医療法人小林病院
医療法人同愛会 小澤病院

参加施設名簿
都道府
県名
神奈川

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

富士フイルムグループ健康保険組合 富士フイルム健康管理センタ神奈川
医療法人財団 明理会 東戸塚記念病院
新潟
小田原市立病院
医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院
医療法人社団 協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院
藤沢市民病院
一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院
（株）エスアールエル 藤沢総合検診センター
茅ヶ崎市立病院
ＪＡ健康管理センターさがみはら ＳＲＬ検査室
国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院
株式会社シノテスト
株式会社 エイアンドティー
平塚市民病院
医療法人尽誠会 山近記念総合病院
東ソー（株）カスタマーサポートセンター
医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院
関東化学株式会社 伊勢原工場
秦野赤十字病院
富士フイルム株式会社
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院
シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス株式会社
医療法人社団中山会 湯河原胃腸病院
（ＪＣＨＯ）独立行政法人 地域医療機能推進機構湯河原病院
新 潟
一般財団法人下越総合健康開発センター
神奈川県厚生連 伊勢原協同病院
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ長岡
川崎市立多摩病院
株式会社アルプ長岡ラボラトリー
社会医療法人社団三思会 東名厚木病院
株式会社ビー・エム・エル ＢＭＬ上越
医療法人社団 ハートフル川崎病院
株式会社保健科学新潟
湘南厚木病院
株式会社アルプ新潟ラボラトリー
富 山
社会医療法人財団石心会 川崎幸クリニック
株式会社江東微生物研究所新潟支所
特定医療法人社団鵬友会 湘南泉病院
公益財団法人新潟県保健衛生センター
川崎医療生活協同組合 協同ふじさきクリニック
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 佐渡検診センター
横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第１病院
株式会社江東微生物研究所 長岡営業所
医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院
独立行政法人国立病院機構 新潟病院
医療法人 五星会 新横浜リハビリテーション病院
独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター
医療法人すこやか 高田中央病院
独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院
特定医療法人社団育成社佐々木病院 ＢＭＬ検査室
新潟県立精神医療センター
医療法人尽誠会 山近記念クリニック
医療法人崇徳会 長岡西病院
宗教法人寒川神社 寒川病院
長岡赤十字病院
社団法人青葉会 牧野記念病院
一般社団法人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
社会福祉法人恩賜財団済生会 横浜市東部病院
ＪＡ新潟厚生連 長岡中央綜合病院
社会福祉法人 ワゲン福祉会 総合相模更生病院
新潟厚生連糸魚川総合病院
医療法人鴎友会 白鴎医院
新潟労災病院
横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立リハビリテーション病院
新潟県立 松代病院
医療法人総生会 麻生総合病院内 株式会社保健科学東日本
新潟県立中央病院
長後中央医院
公仁会 柏崎中央病院
医療法人杏林会 八木病院
新潟県厚生連 柏崎総合医療センター
医療法人社団晃進会 たま日吉台病院
ＪＡ新潟厚生連小千谷総合病院
医療法人社団成仁会 長田病院
新潟県立十日町病院
新潟県立妙高病院
医療法人社団善仁会 横浜第一病院内 株式会社 プライムヘルスパートナー
医療法人社団慶友会 第一病院
新潟県立柿崎病院
医療法人社団葵会ＡＯＩ国際病院
湯沢町保健医療センター
医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院
南魚沼市立ゆきぐに大和病院
麻生リハビリ総合病院内 株式会社保健科学東日本
社会医療法人桑名恵風会 桑名病院
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院
社会医療法人新潟臨港保健会 新潟臨港病院
医療法人社団恵生会 上白根病院
新潟医療生活協同組合 木戸病院
医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院
株式会社エスアールエル メディカルラボ健康会館
横浜関内わだクリニック
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 新潟県済生会 済生会新潟病院
社会医療法人財団石心会 第二川崎幸クリニック
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
石 川
今里クリニック
新潟白根総合病院
医療法人 関東病院
新潟県厚生農業共同組合連合会 新潟医療センター
医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム よこすか浦賀病院
医療法人青山信愛会 新潟信愛病院
社会医療法人 三栄会 中央林間病院
社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院
医療法人 篠原湘南クリニック クローバーホスピタル
医療法人青松会 松浜病院
戸塚共立レディースクリニック
新潟市民病院
一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院
社会医療法人新潟臨港保健会 新潟万代病院
（株）エスアールエル 倉田会 メディカルサポートクリニック
新潟県立がんセンター新潟病院
医療法人社団 健育会 湘南慶育病院
厚生連 佐渡総合病院
医療法人社団 帰陽会 丹羽病院
新潟県厚生連 三条総合病院
牧野リハビリテーション病院
新潟県済生会 三条病院
医療法人社団 明芳会 横浜新都市脳神経外科病院
医療法人社団健進会 新津医療センター病院
医療法人城見会 アムスランドマーククリニック
社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院

参 加 施 設 名 称
新潟県立新発田病院
新潟県厚生連 村上総合病院
県立吉田病院
新潟県立加茂病院
県立坂町病院
新潟県立津川病院
医療法人泰庸会 新潟脳外科病院
新潟厚生連 上越総合病院
恒仁会 新潟南病院
医療法人社団木村内科循環器科医院
あがの市民病院
南魚沼市民病院
医療法人社団葵会新潟聖籠病院
一般財団法人新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院
社会医療法人新潟勤労者医療協会 かえつクリニック
デンカ株式会社 鏡田工場
富山市医師会健康管理センター
高岡市医師会臨床検査センター
市立砺波総合病院 臨床検査科
株式会社ビーエムエルＢＭＬ北陸
国立大学法人富山大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 北陸病院
独立行政法人国立病院機構 富山病院
一般財団法人北陸予防医学協会
かみいち総合病院 エスアールエル検査室
富山赤十字病院
富山県立中央病院
医療法人社団正啓会 成和病院
富山県済生会 富山病院
南砺市民病院 ＳＲＬ検査室
公立学校共済組合 北陸中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院
厚生連 高岡病院
射水市民病院
厚生連 滑川病院
労働者健康安全機構 富山労災病院
黒部市民病院
医療法人社団藤聖会 八尾総合病院 エスアールエル検査室
富山市立富山市民病院
（公財）富山県健康づくり財団 富山県健康増進センター
不二越病院
医療法人社団健心会 坂東病院
西能みなみ病院
富山県リハビリテーション病院 ・こども支援センター
医療法人社団藤聖会 富山西総合病院 エスアールエル検査室
一般財団法人 北陸予防医学協会 とやま健診プラザ
公益社団法人石川県医師会臨床検査センター
一般財団法人石川県予防医学協会
株式会社エスアールエル エスアールエル金沢ラボラトリー
株式会社アルプ
金沢医科大学病院
金沢大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 医王病院
独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
独立行政法人国立病院機構 石川病院
独立行政法人国立病院機構 七尾病院
金沢循環器病院 ビー・エム・エル検査室
医療法人社団博友会 金沢西病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 石川県済生会金沢病院
公立つるぎ病院

参加施設名簿
都道府
県名
石川

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

石川県立中央病院
山梨
独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院
医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院
国家公務員共済組合連合会 北陸病院 ＬＳＩメディエンス検査室
金沢赤十字病院
加賀市医療センター
医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院
国民健康保険小松市民病院
白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院
町立富来病院
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院
七尾市公立能登総合病院
長 野
公立穴水総合病院
市立輪島病院 検査室
医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター
社会福祉法人聖霊病院 金沢聖霊総合病院
金沢市立病院
公立羽咋病院

福 井

株式会社日研医学
公益財団法人福井県予防医学協会
福井大学医学部附属病院 検査部
独立行政法人国立病院機構 あわら病院
独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター
財団医療法人 藤田記念病院
公益財団法人松原病院
医療法人福井心臓血圧センター 福井循環器病院
福井県立病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院
市立敦賀病院
東洋紡株式会社 つるが工場第一診療所
社会医療法人財団 中村病院
医療法人林病院
医療法人至要会 広瀬病院
医療法人寿人会 木村病院
公立丹南病院
福井県済生会病院
福井赤十字病院
医療法人厚生会 福井厚生病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 若狭高浜病院
公益財団法人福井県健康管理協会
医療法人健康会 嶋田病院
医療法人 博俊会 春江病院
福井県立すこやかシルバー病院

山 梨

一般社団法人甲府市医師会臨床検査部
富士吉田医師会臨床検査センター
公益財団法人山梨県健康管理事業団
ジャパンメディカル
昭和メディカルサイエンス甲府ラボ
山梨大学医学部附属病院 検査部
独立行政法人国立病院機構 甲府病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院
地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院
公益社団法人山梨勤労者医療協会 甲府共立病院
山梨県厚生連 健康管理センター
医療法人弘済会 宮川病院
峡南医療センター企業団 富士川病院
市立甲府病院
地方独立行政法人 大月市立中央病院
山梨赤十字病院

参 加 施 設 名 称
国民健康保険富士吉田市立病院
公益財団法人山梨厚生会 塩山市民病院
社会医療法人加納岩 加納岩総合病院
公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院
医療法人社団 協友会 笛吹中央病院
医療法人恵信韮崎会 恵信韮崎相互病院
韮崎市国民健康保険韮崎市立病院
公益財団法人身延山病院
峡南医療センター市川三郷病院
上野原市立病院
デメカルヘルスケアリサーチセンター
上田市医師会臨床検査センター
松本市医師会医療センター
株式会社北信臨床
長野臨床検査センター
一般財団法人長野県公衆衛生協会
株式会社メディック
ＢＭＬ松本
株式会社メディック
ＢＭＬ長野
信州大学医学部附属病院
松本歯科大学病院
独立行政法人国立病院機構 東長野病院
独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院
独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター
独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター
医療法人健成会 小林脳神経外科病院
医療法人北野病院
長野中央病院
長野赤十字病院
特定医療法人新生病院
地方独立行政法人長野市民病院
ＪＡ長野厚生連 北信総合病院
長野県厚生連 佐久総合病院
ＪＡ長野厚生連 健康管理センター
川西赤十字病院
ＪＡ長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター
佐久市立国保浅間総合病院
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院
医療法人丸山会 丸子中央病院
医療法人健静会 上田病院
医療法人慈善会 安藤病院
医療法人友愛会 千曲荘病院
医療法人財団大西会 千曲中央病院
ＪＡ長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院
飯綱町立飯綱病院
飯山赤十字病院
社会医療法人中信勤労者医療協会 松本協立病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
社会医療法人抱生会丸の内病院
諏訪赤十字病院
岡谷市民病院
医療法人研成会 諏訪湖畔病院
一般財団法人中部公衆医学研究所
飯田市立病院
社会医療法人栗山会 飯田病院
社会医療法人健和会 健和会病院
伊那中央病院
市立大町総合病院
医療法人心泉会 上條記念病院
中信勤労者医療協会 塩尻協立病院

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

長野

下伊那赤十字病院
昭和伊南総合病院
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こども病院
安曇野赤十字病院
医療法人仁雄会 穂高病院
長和町・上田市組合立国保依田窪病院
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院
松本市四賀の里クリニック
医療法人道悠会 松本中川病院
ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院小海分院
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立信州医療センター
医療法人社団御代田中央記念病院
長野県厚生連 富士見高原医療福祉センター富士見高原病院
ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター
医療法人聖峰会佐藤病院
長野県立阿南病院

岐 阜

一般社団法人岐阜市医師会臨床検査センター
株式会社メディック
朝日大学病院 総合健診センター
朝日大学病院
朝日大学医科歯科医療センター
岐阜大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 長良医療センター
山内ホスピタル
岐阜県総合医療センター
岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 揖斐厚生病院
医療法人社団誠広会 平野総合病院
医療法人清光会 岐阜清流病院
岐阜県厚生連 岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院
美濃市立美濃病院
ＪＡ岐阜厚生連 中濃厚生病院
医療法人香徳会 関中央病院
県北西部地域医療センター国保白鳥病院
松波総合病院 中央検査室
一般社団法人ぎふ綜合健診センター
羽島市民病院
医療法人社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ
岐阜赤十字病院
ＪＡ岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 西美濃厚生病院
国保 関ケ原診療所
大垣市民病院
公立学校共済組合 東海中央病院
ＪＡ岐阜厚生連 飛騨医療センター 久美愛厚生病院
高山赤十字病院
社会医療法人厚生会多治見市民病院
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院
地方独立行政法人 岐阜県立 下呂温泉病院
東濃厚生病院
医療法人社団慈朋会 澤田病院
岐阜勤労者医療協会 みどり病院
下呂市立金山病院
総合病院 中津川市民病院
市立恵那病院
特定医療法人博愛会病院
特定医療法人録三会 太田メディカル クリニック
社会医療法人 白鳳会 鷲見病院
岐阜市民病院 診療局 （中央部門） 中央検査部
医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院
郡上市民病院
社会医療法人厚生会 木沢記念病院

参加施設名簿
都道府
県名

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

岐阜

けやきクリニック

静岡

静 岡

榛原医師会 臨床検査センター
一般社団法人焼津市医師会 臨床検査センター
小笠医師会立掛川医療センター メディエンス検査室
株式会社東洋検査センター
東部メディカルセンター株式会社
（株）メディック
公益財団法人静岡県産業労働福祉協会
公益財団法人静岡県予防医学協会
株式会社メディック
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ浜松
エスアールエル静岡ラボラトリー
順天堂大学医学部附属静岡病院
浜松医科大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター
独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター
独立行政法人国立病院機構 天竜病院
国立駿河療養所
医療法人社団 親和会 西島病院
愛 知
沼津市立病院
公益財団法人伊豆保健医療センター
伊豆赤十字病院
ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション 中伊豆温泉病院
一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院
医療法人社団清風会 芹沢病院
独立行政法人 地域医療機能推進機構 三島総合病院
医療法人社団宏和会 岡村記念病院
静岡県立静岡がんセンター
公益社団法人有隣厚生会富士病院
医療法人社団伊豆七海会熱海所記念病院
公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院
医療法人社団富士健診センター
財団法人恵愛会 聖隷富士病院
医療法人社団一芦会 芦川病院
富士市立中央病院
富士宮市立病院
ＮＴＴ東日本伊豆病院
ＪＡ静岡厚生連 静岡厚生病院
静岡赤十字病院
地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院
地方独立行政法人静岡市立 静岡病院
地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院
榛原総合病院
共立蒲原総合病院
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 静岡県済生会 静岡済生会総合病院
公益財団法人ＳＢＳ静岡健康増進センター
静岡市立清水病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ケ丘病院
焼津市立総合病院
医療法人社団平成会 藤枝平成記念病院 ＳＲＬ検査室
藤枝市立総合病院
市立島田市民病院
医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部 聖隷健康診断センター
浜松赤十字病院
ＪＡ静岡厚生連 遠州病院
独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院 聖隷浜松病院
浜松医療センター
医療法人社団成宮会 なるみやハートクリニック
社会福祉法人聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院

参 加 施 設 名 称
社会福祉法人聖隷福祉 事業団聖隷三方原病院
聖隷予防検診センター
公立森町病院
磐田市立総合病院
菊川市立総合病院内 エスアールエル検査室
医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
医療法人社団陽光会 南あたみ第一病院
ＪＡ静岡厚生連 清水厚生病院
公益社団法人有隣厚生会 東部病院
新都市病院 メディエンス検査室
佐野内科クリニック
社会福祉法人聖隷健康サポートセンター Ｓｈｉｚｕｏｋａ
公益社団法人地域医療振興協会 伊豆今井浜病院
医療法人社団紫苑会 富士いきいき病院
袋井市立聖隷袋井市民病院
中東遠総合医療センター
医療法人 伊豆七海会 熱海海の見える病院
ベックマンコールター株式会社
一般社団法人豊橋市医師会臨床検査センター
蒲郡市医師会臨床検査部
岡崎市医師会公衆衛生センター
一般社団法人碧南市医師会臨床検査センター
一般社団法人刈谷医師会臨床検査センター
名古屋医師協同組合 名古屋臨床検査センター
一般社団法人半田市医師会健康管理センター
有限会社東三らぼセンター
株式会社ビーエムエルＢＭＬ名古屋
株式会社ナゴヤ医学 学術センター
株式会社グッドライフデザイン
㈱エスアールエル愛知ラボラトリー
株式会社メディック
株式会社ファルコバイオシステムズ 東海中央研究所
株式会社メディック
株式会社 エスアールエル 名古屋栄ラボラトリー
藤田医科大学ばんたね病院
名古屋大学医学部附属病院
名古屋市立大学病院
藤田医科大学病院
愛知医科大学病院 中央臨床検査部
藤田医科大学岡崎医療センター
独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター
独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター
独立行政法人国立病院機構 東尾張病院
独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院
国立研究開発法人 国立長寿医療研究 センター
医療法人光生会 光生会病院
医療法人善恵会 長屋病院
総合青山病院
新城市民病院
愛知県厚生連 渥美病院
社会医療法人明陽会 成田記念病院
豊橋市民病院
豊川市民病院
医療法人積善会 蒲郡東部病院
医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院
蒲郡市民病院
京ヶ峰岡田病院
足助病院（愛知県厚生農業協同組合連合会）
岡崎市民病院
社会医療法人財団新和会 八千代病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

都道府
県名
愛知

参 加 施 設 名 称
碧南市民病院
医療法人明和会 辻村外科病院
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
名鉄病院
名古屋セントラル病院
名古屋第一赤十字病院
特定医療法人衆済会 増子記念病院
公益社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
みなと医療生活協同組合 協立総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
社会医療法人宏潤会 大同病院
医療法人純正会 名古屋市立緑市民病院
国家公務員共済組合連合会 名城病院
中日新聞社健康保険組合 中日病院
医療法人勝又病院
医療法人聖真会 横山記念病院
ＮＴＴ西日本東海病院
ＡＯＩ名古屋病院
名古屋市立西部医療センター
社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院
一般財団法人愛知健康増進財団
医療法人和光会 川島病院
医療法人有仁会 守山友愛病院
医療法人香流会 紘仁病院
医療法人いつき会 守山いつき病院
一般社団法人オリエンタル労働衛生協会
名古屋市立東部医療センター
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 総合健診センター
医療法人生寿会 かわな病院
社会福祉法人聖霊会 聖霊病院
名古屋第二赤十字病院
社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院
医療法人大医会 日進おりど病院
桶狭間病院藤田こころケアセンター
医療法人赫和会 杉石病院
愛知県厚生連 知多厚生病院
医療法人瑞心会 渡辺病院
公益財団法人豊田地域医療センター
ＪＡ愛知厚生連 豊田厚生病院
医療法人社団以心会 中野胃腸病院
半田市立半田病院
医療法人贈恩会 小嶋病院
公立西知多総合病院
常滑市民病院
医療法人知邑舎 岩倉病院
ＪＡ愛知厚生連 江南厚生病院
医療法人桜桂会 犬山病院
社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院
小牧市民病院
医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院
独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院
公立陶生病院
社会医療法人大雄会 総合大雄会病院
社会医療法人大雄会 大雄会第一病院
一宮市立市民病院
特定医療法人泰玄会 泰玄会病院
ＪＡ愛知厚生連 稲沢厚生病院
厚生連 海南病院
医療法人社団喜峰会 東海記念病院
医療法人尾張健友会 千秋病院
医療法人誠心会 大菅病院

参加施設名簿
都道府
県名
愛知

三 重

滋 賀

参 加 施 設 名 称
社会医療法人大雄会 大雄会ルーセントクリニック
医療法人済衆館 済衆館病院
高浜豊田病院
医療法人名南会 名南病院
社会医療法人杏嶺会 一宮西病院
医療法人社団甲仁会 名古屋甲状腺診療所
医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター
あいち肝胆膵ホスピタル
医療法人医仁会 さくら総合病院 臨床検査部内ＢＭＬ検査室
医療法人生生会 まつかげシニアホスピタル
医療法人 尚仁会 名古屋ステーションクリニック
医療法人社団進興会 ミッドタウンクリニック名駅
あいちハートクリニック
春日井市民病院
株式会社三和化学研究所 三重研究パーク

都道府
県名
滋賀

公益社団法人松阪地区医師会 臨床検査センター
株式会社イムテス 伊勢総合臨床検査センター
株式会社メディック
株式会社メディック・三重
（株）近畿予防医学研究所三重ラボラトリー
株式会社メディック・上野
紀州クリニカルラボ
藤田保健衛生大学七栗記念病院
三重大学医学部附属病院 中央検査部
独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院
独立行政法人国立病院機構 三重病院
独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター
独立行政法人国立病院機構 榊原病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター
三重県厚生連 三重北医療センター 菰野厚生病院
地方独立行政法人三重県立総合医療センター
市立四日市病院
医療法人財団青木会 青木記念病院
京 都
大桑クリニック
医療法人尚徳会
医療法人尚豊会みたき総合病院
社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院
三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院
特別医療法人暲純会 武内病院
特定医療法人同心会 遠山病院
三重県立こころの医療センター
医療法人永井病院
津生協病院
恩賜財団済生会 松阪総合病院
ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院
医療法人全心会 伊勢慶友病院
伊勢赤十字病院
公益社団法人地域医療振興協会 三重県立志摩病院
医療法人（社団）寺田病院
名張市立病院
伊賀市立上野総合市民病院
社会医療法人畿内会 岡波総合病院
ＪＡ三重厚生連 大台厚生病院
亀山市立医療センター
西久保内科クリニック
大和会 日下病院
ＫＫＣ三重健診クリニック内 近畿予防医学研究所検査室
松阪厚生病院
ＭＧ糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック
富士フイルム和光純薬株式会社 臨床検査薬事業部三重工場
（株）近畿予防医学研究所本社ラボラトリー

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

株式会社メディック・滋賀
京都
オリエンタル酵母工業株式会社 長浜ＬＳＬ
（株）近畿予防医学研究所彦根営業所検査室
株式会社メディック・北滋
株式会社 近畿エコサイエンス
滋賀医科大学
独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター
独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院
医療法人弘英会琵琶湖大橋病院
市立大津市民病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院
高島市民病院
日本赤十字社大津赤十字病院
彦根市立病院
近江八幡市立総合医療センター
ヴォーリズ記念病院
滋賀県立小児保健医療センター
滋賀県立総合病院
市立長浜病院
長浜赤十字病院
東近江敬愛病院
地方独立行政法人 公立甲賀病院
長浜市立湖北病院
公益財団法人豊郷病院
医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院
医療法人社団瀬田クリニック
医療法人友仁会 友仁山崎病院内検査室 ㈱近畿予防医学研究所
大津赤十字志賀病院内 近畿予研検査室
社会医療法人誠光会草津総合病院
滋賀県立精神医療センター
ニプロ（株）企画開発技術事業部
一般社団法人京都微生物研究所
株式会社 保健科学西日本 保健科学 西日本総合ラボラトリー
ファルコバイオシステムズ総合研究所
株式会社日本医学臨床検査研究所本社ラボ
一般社団法人京都微生物研究所 福知山支所技術部北部技術課
株式会社保健科学西日本 保健科学 京都南ラボラトリー
株式会社メディック・京都
保健科学西日本 京都ラボラトリー
京都府立医科大学附属病院 臨床検査部
京都大学医学部附属病院 検査部
明治国際医療大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 南京都病院
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
独立行政法人国立病院機構 宇多野病院
独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター
医療法人財団康生会 武田病院
（医）健康会 総合病院京都南病院
医仁会 武田総合病院
公益社団法人京都保健会 吉祥院病院
医療法人財団医道会 十条武田リハビリテーション病院
洛和会 東寺南病院
社会医療法人西陣健康会 クリニック ほりかわ
社会医療法人西陣健康会 堀川病院
大 阪
京都第二赤十字病院
社会福祉法人京都社会事業財団 西陣病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター
公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院
一般財団法人京都工場保健会
一般財団法人京都予防医学センター
京都逓信病院

参 加 施 設 名 称
医療法人社団育生会 京都久野病院
京都第一赤十字病院
公益社団法人信和会 京都民医連あすかい病院
一般社団法人愛生会 山科病院
社会福祉法人あじろぎ会 宇治病院
宇治武田病院
宇治徳洲会病院
医療法人仁心会 宇治川病院
社会医療法人岡本病院（財団）伏見岡本病院
一般財団法人京都労働災害被災者援護財団 京都城南診療所
医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院
医療法人社団淀さんせん会 金井病院
三菱京都病院
医療法人弘正会西京都病院 （保健科学西日本 ＦＭＳ）
社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院
済生会京都府病院 社会福祉法人恩賜財団
医療法人福冨士会 京都ルネス病院
（株）ビーエムエル 市立福知山市民病院
亀岡市立病院
公益財団法人綾部市医療公社 綾部市立病院
国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院
京丹後市立弥栄病院
京都中部総合医療センター エスアールエル検査室
京都府立医科大学附属北部医療センター エスアールエル検査室
医療法人社団医聖会 学研都市病院
公益社団法人京都保健会 太子道診療所
医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 血液検査室
社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本記念病院
社会医療法人弘仁会大島病院
精華町国民健康保険病院
舞鶴赤十字病院
公益財団法人丹後中央病院
洛西ニュータウン病院
医療法人啓信会 京都きづ川病院
社会医療法人美杉会 男山病院
特定医療法人健康会 新京都南病院
京都山城総合医療センター
和松会 六地蔵総合病院 ＢＭＬ検査室
音羽病院 ＳＲＬ検査室
公益社団法人 京都保健会 京都協立病院
医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院
（株）ＬＳＩメディエンス 京都市立病院メディエンス検査室
洛和会丸太町病院ＳＲＬ検査室
社会医療法人美杉会 みのやま病院
医療法人清祥会 川上内科
ファルコバイオシステムズ 桃仁会病院ラボラトリー
医療法人財団 足立病院 生殖内分泌医療センター
アークレイ株式会社
（株）堀場製作所
三洋化成工業株式会社 バイオ・メディカル事業本部 品質管理部
三洋化成工業株式会社 バイオ・メディカル事業本部 検査グループ
アークレイマーケティング株式会社
アークレイ株式会社
大阪血清微生物研究所
株式会社中央微生物検査所
一般財団法人大阪市環境保健協会 臨床検査課
株式会社ニチヤク医学検査研究所
一般財団法人阪大微生物病研究会
（株）日本医学臨床検査研究所 関西ラボ
株式会社オー・ピー・エル
株式会社メディック・大阪

参加施設名簿
都道府
県名
大阪

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

株式会社メディック
大阪
医療法人康生会 豊中平成病院
株式会社サカイ生化学研究所
市立池田病院
昭和メディカルサイエンス大阪営業所
済生会 吹田病院
株式会社日本医学臨床検査研究所堺ラボ
地方独立行政法人市立吹田市民病院
日本医学株式会社
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 千里病院
株式会社福山臨床検査センター大阪支所
大阪府済生会 茨木病院
株式会社ビーエムエルＢＭＬ新大阪
医療法人成和会 北大阪ほうせんか病院
株式会社メディック・北大阪
医療法人庸愛会 富田町病院
株式会社保健科学西日本 大阪南ラボラトリー
高槻赤十字病院
株式会社サンキメディカルラボラトリー
社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ大阪南ラボ
大阪府三島救命救急センター 検査科
公立大学法人大阪 大阪市立大学医学部附属病院
社会医療法人愛仁会 愛仁会総合健康センター
大阪医科大学附属病院 中央検査部
社会医療法人仙養会北摂総合病院
関西医科大学総合医療センター
社会医療法人彩樹守口敬仁会病院
近畿大学病院
パナソニック健康保険組合 松下記念病院
社会医療法人 啓仁会 堺咲花病院 エスアールエル検査室
（一財）大阪府結核予防会 大阪病院
関西医科大学附属病院
医療法人一祐会 藤本病院
大阪大学医学部附属病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪精神医療センター
関西医科大学香里病院
枚方療育園
大阪市立大学医学部附属病院 先端予防 医療部附属クリニック ＭｅｄＣｉｔｙ２市立ひらかた病院
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター
独立行政法人 国立病院機構 大阪刀根山医療センター
医療法人藤井会 大東中央病院
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
医療法人康生会 弥刀中央病院
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
社会医療法人若弘会 若草第一病院
独立行政法人国立病院機構 近畿中央呼吸器センター
社会医療法人阪南医療福祉センター 阪南中央病院
医療法人伯鳳会 大阪中央病院
医療法人徳洲会 松原徳洲会病院
一般財団法人関西労働保健協会 アクティ健診センター
社会医療法人垣谷会 明治橋病院
一般財団法人住友病院
社会医療法人医真会 医真会八尾総合病院
株式会社ビー・エム・エル 済生会中津病院ＢＭＬ検査室
株式会社日本医学臨床検査研究所八尾ラボ
社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院
市立藤井寺市民病院
公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院
大阪はびきの医療センター
医療法人健人会 那須クリニック
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院
住友生命福祉文化財団 総合健診システム
医療法人宝生会 ＰＬ病院
宗教法人在日本南プレスビテリアン ミッション淀川キリスト教病院
医療法人生登会 寺元記念病院内 ＢＭＬ検査室
医療法人樫本会 樫本病院
独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
医療法人清翠会 牧病院
公益財団法人浅香山病院
大阪府済生会 野江病院
社会医療法人清恵会 清恵会病院
社会医療法人有隣会 東大阪病院
地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター
社会医療法人大道会 ボバース記念病院
一般社団法人 泉州メディカ 大阪メディカルラボラトリー
公益財団法人大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター
独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
社会医療法人ペガサス馬場記念病院
生活協同組合 ヘルスコープおおさか・ コープおおさか病院
ヒキタ鳳健診クリニック
国家公務員共済組合連合会 大手前病院
社会医療法人生長会 府中病院
一般財団法人大阪府結核予防会 相談診療所
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター
大阪警察病院
市立岸和田市民病院
四天王寺病院 ２階 臨床検査科
医療法人康生会 泉佐野優人会病院
大阪赤十字病院
社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
第二大阪警察病院
社会医療法人生長会 ベルピアノ病院
医療法人同友会 共和病院
医療法人恵泉会 堺平成病院
東和病院
医療法人平心会 大阪治験病院
公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院
社会医療法人愛仁会 千船病院
大野記念病院ＢＭＬ検査室
医療法人讃和会 友愛会病院
社会医療法人きつこう会 多根総合病院
八尾徳洲会総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会泉尾病院 株式会社保健科学西日本
医療法人 医仁会 藤本病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院
地方独立行政法人りんくう総合医療センター
関西電力病院
一般財団法人淀川勤労者厚生協会 西淀病院
独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院
社会医療法人同仁会 耳原総合病院
公益財団法人大阪労働衛生センター 第一病院
社会医療法人寿楽会 大野クリニック
社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院
医療法人全心会 寝屋川ひかり病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
社会医療法人美杉会 佐藤病院
社会医療法人景岳会 南大阪病院
医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院
市立豊中病院
医療法人城見会 アムスニューオータニクリニック

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

大阪

市立東大阪医療センター
医療法人大塚山会 オノクリニック
一般財団法人岸和田農友協会 岸和田平成病院
医療法人徳洲会 東大阪徳洲会病院
医療法人菫甲会 岡本甲状腺クリニック
医療法人健和会 うえだ下田部病院
社会医療法人生長会 阪南市民病院
社会医療法人大道会 森之宮病院
社会医療法人生長会 府中クリニック
医療法人 時実クリニック
箕面市立病院
一般財団法人船員保険大阪健康管理センター
一般財団法人成研会 結のぞみ病院
医慮法人祥祐会 藤田胃腸科病院
泉大津市立病院
一般財団法人関西労働保健協会 千里ＬＣ健診センター
大正病院内 検査室 大阪血清微生物研究所
社会医療法人生長会ベルクリニック
医療法人 協仁会 小松病院
医療法人 協仁会 クリニックこまつ
和泉市立総合医療センター
医療法人 晴心会 野上病院
一般社団法人 大阪掖済会病院
高槻病院
医療法人 龍志会 ＩＧＴクリニック
医療法人泉翔会かとう鳳クリニック
医療法人 聖授会 ＯＣＡＴ 予防医療センター
医療法人 大阪桜十字 桜十字グランフロント大阪クリニック
野崎徳洲会病院
市立柏原病院
城山病院 ＢＭＬ検査室
医療法人 方佑会 植木病院
一般財団法人みどり健康管理センター
医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院
社会医療法人 愛仁会 井上病院
医療法人康生会 淀川平成病院
医療法人橘会 東住吉森本病院
社会福祉法人寺田萬寿会 寺田萬寿病院

兵 庫

株式会社ＬＳＩメディエンス 神戸市医師会ラボラトリー
神戸市立西神戸医療センター 臨床検査技術部
ハーティ２１尼崎市医師会検査事業部 （ＬＳＩメディエンス関西ラボ）
一般社団法人 西宮市医師会
一般社団法人姫路市医師会
株式会社メディック・兵庫
公益財団法人兵庫県健康財団
保健科学 神戸ラボラトリー
公益財団法人 兵庫県予防医学協会
エスアールエル 杏和総合医学検査センター
兵庫県登録衛生検査センター和田山
（株）兵庫県臨床検査研究所
株式会社福山臨床検査センター 神戸支所
（株）日本医学臨床検査研究所神戸ラボ
株式会社ビーエムエルＢＭＬ神戸
神戸大学医学部附属病院 検査部
兵庫医科大学病院 臨床検査技術部
独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター
独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院
独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター
独立行政法人国立病院機構 兵庫あおの病院
原泌尿器科病院
兵庫県厚生農業協同組合連合会

参加施設名簿
都道府
県名
兵庫

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央兵庫
公益財団法人加古川総合保健センター
奈良
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 市立加西病院
独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院
高砂市民病院 中央検査科
独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院
西脇市立西脇病院
済生会 兵庫県病院
ＩＨＩ播磨病院
医療法人川崎病院
赤穂市民病院
神戸百年記念病院
多可赤十字病院
三菱神戸病院
信原病院
神戸医療生活協同組合 神戸協同病院
尾﨑病院
医療法人社団秀英会 神戸朝日病院
医療法人社団一葉会 佐用共立病院
医療法人社団 丸山病院
医療法人聖医会 佐用中央病院
慈恵会 新須磨病院
公立香住病院
公益社団法人日本海員掖済会 神戸掖済会病院
社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院
医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院
神戸市立医療センター西市民病院
医療法人薫風会 佐野病院
医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院
医療法人いちえ会 洲本伊月病院
医療法人社団三聖会 三聖病院
医療法人社団淡路平成会 平成病院
医療法人協和会 協立温泉病院
医療法人社団南淡千遙会 南淡路病院
こだま病院
和歌山
医療法人社団淡路平成会 東浦平成病院
顕修会 すずらん病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷淡路病院
医療法人社団倫生会 みどり病院
国家公務員共済組合連合会 六甲病院
公立豊岡病院 出石医療センター
医療法人財団神戸海星病院
東宝塚さとう病院内 検査室 大阪血清微生物研究所
神戸健康共和会 東神戸病院
医療法人社団魚橋会 魚橋病院
公益財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院
医療法人寿栄会 有馬高原病院
公益財団法人甲南会 甲南医療センター
医療法人芙翔会 姫路愛和病院
医療法人朗源会 大隈病院
社会医療法人社団 順心会 順心病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
神戸低侵襲がん医療センターＳＲＬ検査室
独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
医療法人協和会マリナホスピタル
社会医療法人中央会 尼崎中央病院
社会医療法人社団正峰会 大山記念病院
西宮市立中央病院
社会医療法人愛仁会 カーム尼崎健診プラザ
医療法人明和病院
医療法人社団西宮回生病院
市立伊丹病院
社会医療法人愛仁会 明石医療センター
医療法人社団豊明会 常岡病院
綱島会厚生病院
公立学校共済組合 近畿中央病院
明舞中央病院
医療法人 回生会 宝塚病院 検査科
医療法人社団 南淡千遥会 神戸平成病院
宝塚市立病院
市立芦屋病院
医療法人 協和会協立病院
医療法人社団恕和会 松田病院
自衛隊阪神病院
公立村岡病院
晋真会 ベリタス病院
山根クリニック
市立川西病院
医療法人社団菫会 北須磨病院
公立八鹿病院
株式会社ファルコバイオシステムズ 森迫脳神経外科ラボラトリー
公立豊岡病院
医療法人 神甲会 隈病院
兵庫県立こども病院
三田市民病院
医療法人尚仁会 平島病院
医療法人尚和会宝塚第一病院
鳥 取
公立豊岡病院組合立朝来医療センター
せいわ会 たずみ病院
公立豊岡病院組合立豊岡病院 日高医療センター
シスメックス（株） 学術本部
公立浜坂病院
シスメックス国際試薬株式会社 第一生産部品質システム課
社会医療法人 三栄会 ツカザキ記念病院
富士フイルム和光純薬株式会社 臨床検査薬研究所
社会医療法人財団聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院
シスメックス国際試薬株式会社 小野工場
姫路赤十字病院
富士フイルム和光純薬株式会社 臨床検査薬研究所
姫路第一病院
奈 良
奈良市総合医療検査センター
たつの市民病院
公立宍粟総合病院
奈良県健康づくりセンター
社会医療法人松藤会 入江病院
株式会社メディック・奈良
医療法人公仁会 姫路中央病院
株式会社大阪血清微生物研究所奈良支社
北播磨総合医療センター
株式会社日本医学臨床検査研究所 阪奈ラボ
医療法人社団朋優会 三木山陽病院
近畿大学奈良病院
公立大学法人奈良県立医科大学附属病院
加東市民病院
松原メイフラワー病院
独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター
特定医療法人誠仁会 大久保病院
国立病院機構 やまと精神医療センター
特定医療法人社団仙齢会 はりま病院
社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 中央検査室

参 加 施 設 名 称
地域医療振興協会 市立奈良病院
社会医療法人松本快生会 西奈良中央病院
地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター
公益財団法人天理よろづ相談所病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 中和病院
大和高田市立病院
地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター
医療法人友紘会 奈良友紘会病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院
医療法人社団田北会 田北病院
医療法人青心会 郡山青藍病院
社会福祉法人恩賜財団 済生会 御所病院
社会医療法人高清会 香芝旭ヶ丘病院
社会医療法人 平成記念病院
医療法人藤井会 香芝生喜病院
吉本整形外科病院
宇陀市立病院
一般社団法人和歌山市医師会成人病センター
株式会社日本医学臨床検査研究所和歌山ラボ
株式会社日本医学臨床検査研究所田辺ラボ
株式会社大阪血清微生物研究所 田辺支社
メディック和歌山
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 和歌山病院
独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター
社会福祉法人恩賜財団 済生会和歌山病院
和歌山生協病院
独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院
一般財団法人 ＮＳメディカル・ヘルスケアサービス
海南医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 和歌山県済生会有田病院
社会医療法人黎明会 北出病院
ひだか病院
特定医療法人洗心会 玉置病院
医療法人研医会 田辺中央病院
紀南病院
医療法人南労会 紀和病院 紀和病院 ビー・エム・エル検査
すずきこどもクリニック
橋本市民病院
医療法人良友会 西和歌山病院
日本赤十字社和歌山医療センター
公益財団法人和歌山県民総合健診センター
鳥取県中部医師会立三朝温泉病院
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ鳥取
（公財）鳥取県保健事業団
有限会社エフエムエルサービス
株式会社福山臨床検査センター米子支所
鳥取大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター
鳥取赤十字病院
鳥取生協病院
鳥取県立中央病院
鳥取市立病院 中央検査部
医療法人清和会 垣田病院
社会医療法人 仁厚会 藤井政雄記念病院
鳥取県立厚生病院
医療法人十字会 野島病院
医療法人共済会 清水病院
医療法人育生会 高島病院労働衛生センター

参加施設名簿
都道府
県名

参 加 施 設 名 称

鳥取

社会医療法人同愛会博愛病院
独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院
鳥取県済生会 境港総合病院
日野病院組合 日野病院

島 根

益田市医師会臨床検査センター
松江市医師会附属臨床検査センター エスアールエル検査室
（株）ビー・エム・エル松江
ＪＡ島根厚生連
株式会社日本医学臨床検査研究所出雲ラボ
（株）ビー・エム・エルＢＭＬ浜田
島根大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 松江医療センター
独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
隠岐広域連合立隠岐島前病院
隠岐広域連合立隠岐病院
公益財団法人島根県環境保健公社
医療法人社団創健会松江記念病院 ＬＳＩメディエンス検査室
医療法人財団公仁会 鹿島病院
並河内科クリニック
医療法人陶朋会 平成記念病院
松江赤十字病院
松江市立病院
松江生協病院
出雲市立総合医療センター
医療法人社団 やすぎはく愛クリニック
安来市立病院
医療法人社団耕雲堂 小林病院
医療法人社団岡倉会
出雲市民病院
公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根
島根県立中央病院 ＬＳＩメディエンス
社会医療法人仁寿会 加藤病院
益田赤十字病院
ひかわ医療生活協同組合斐川生協病院
雲南市立病院
町立奥出雲病院
高梨医院
半田内科クリニック
さかね内科
（株）協同医学研究所六日市病院 検査室
医療法人社団信愛会 永生クリニック

岡 山

地域医療支援病院赤磐医師会病院
一般社団法人岡山市医師会 総合メディカルセンター
株式会社福山臨床検査センター岡山支所
（株）岡山医学検査センター岡山支所
ファルコバイオシステムズ岡山研究所
（株）岡山医学検査センター津山支所
株式会社岡山医学検査センター本社ラボ
株式会社 岡山医学検査センター 備前支所
岡山大学病院
川崎医科大学附属病院
川崎医科大学総合医療センター
独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター
国立療養所 長島愛生園
国立療養所 邑久光明園
岡山済生会総合病院
鴻仁会岡山中央病院 エスアールエル検査室
岡山済生会 昭和町健康管理センター
株式会社ＬＳＩメディエンス 淳風会 大供クリニック

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

岡山

公益財団法人岡山県健康づくり財団
広島
社会医療法人光生病院
岡山赤十字病院
医療法人創和会 重井医学研究所附属病院
明芳会 佐藤病院
独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院
公益財団法人操風会 岡山旭東病院
総合病院岡山協立病院
社会医療法人岡村一心堂病院
大ケ池診療所
（株）三井Ｅ＆Ｓホールディングス 玉野三井病院
玉野市立玉野市民病院
医療法人三水会 田尻病院
医療法人和風会 中島病院
一般財団法人津山慈風会 津山中央病院
一般財団法人江原積善会 （積善病院・ＥＳクリニック）
社会医療法人清風会 日本原病院
赤磐市国民健康保険熊山診療所
医療法人 さとう記念病院
医療法人創和会 しげい病院
天和会 松田病院
医療法人誠和会 倉敷紀念病院
一般財団法人倉敷成人病センター
倉敷成人病クリニック
医療法人誠和会 倉敷第一病院
社会医療法人水和会 倉敷リハビリテーション病院
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
医療法人協愛会 倉敷シティ病院
倉敷医療生活協同組合 総合病院 水島協同病院
医療法人水清会 水島第一病院
水島中央病院
公益財団法人弘仁会 玉島病院
井原市立井原市民病院
医療法人社団同仁会 金光病院
医療法人社団井口会総合病院 落合病院
社会医療法人緑壮会 金田病院
玉島協同病院
医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル
医療法人清和会 笠岡第一病院
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 リバーサイド
医療法人社団 新風会 玉島中央病院
社会医療法人盛全会 岡山西大寺病院
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター
社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院
社会福祉法人恩賜財団 岡山済生会外来センター病院
一般財団法人淳風会 健康管理センター倉敷ＬＳＩメディエンス ブランチラボ
岡山赤十字病院玉野分院
アルフレッサファーマ株式会社岡山製薬工場

広 島

因島医師会病院
一般社団法人三原市医師会 三原市医師会病院
福山市医師会健康支援センター
三次地区医師会臨床検査センター
一般社団法人広島市医師会臨床検査センター
呉市医師会臨床検査センター
一般社団法人東広島地区医師会 臨床検査センター
株式会社福山臨床検査センター
株式会社オーエムエル
株式会社福山臨床検査センター三次支所
エフエムエルラボラトリー広島
（株）ビー・エム・エルＢＭＬ広島
株式会社福山臨床検査センター呉支所

参 加 施 設 名 称
広島大学病院
独立行政法人国立病院機構 福山医療センター
独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター
独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター
独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター
公立学校共済組合 中国中央病院
医療法人社団日本鋼管福山病院
尾道市総合医療センター 公立みつぎ総合病院
ＪＡ尾道総合病院
社会医療法人里仁会 興生総合病院
医療法人社団仁慈会 安田病院
地方独立行政法人府中市病院機構 府中市民病院
庄原赤十字病院
市立三次中央病院
三菱三原病院
仁康会本郷中央病院
社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院
医療法人健康倶楽部健康倶楽部 健診クリニック
国家公務員共済組合連合会 広島記念病院
国家公務員共済組合連合会 吉島病院
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立舟入市民病院
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
中国電力株式会社 中電病院
広島赤十字・原爆病院
特定医療法人あかね会 土谷総合病院
広島共立病院
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院
広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院
（医）明和会 北広島病院 健康管理室
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 広島県済生会 済生会広島病院
医療法人一陽会 原田病院
医療法人社団輔仁会 太田川病院
ＪＲ広島病院
医療法人厚生堂長崎病院
医療法人社団公仁会 槇殿順記念病院
医療法人社団光仁会 梶川病院
広島中央保健生協 福島生協病院
医療法人広島健康会 アルパーク 検診クリニック
県立広島病院
マツダ（株）マツダ病院
独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 広島県済生会 済生会呉病院
厚生連 広島総合病院
社会医療法人 千秋会 井野口病院
医療法人社団樹章会 本永病院
医療法人辰川会 山陽病院
社会医療法人祥和会脳神経センター大田 記念病院
グランドタワーメディカルコート ライフケアクリニック
医療法人恒和会 東部健診センター
いしおか医院
医療法人社団明清会 山田記念病院
広島中央保健生活協同組合 生協さえき病院
医療法人社団慶寿会 千代田中央病院
公益財団法人広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター
医療法人社団千手会 瀬尾医院
一般財団法人広島県環境保健協会 健康クリニック
医療法人社団ヤマナ会 東広島記念病院
医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院
福山市民病院
医療法人社団仁友会尾道クリニック
尾道市立市民病院附属瀬戸田診療所

参加施設名簿
都道府
県名
山 口

徳 島

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

岩国市医療センター医師会病院内 ＢＭＬ
徳島
地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院
下関市医師会臨床検査センター
柳井医師会臨床検査センター
株式会社リンテック 山口営業所
医療法人社団 宇部興産中央病院
株式会社福山臨床検査センター 周南支所
公益財団法人山口県予防保健協会
株式会社日本医学臨床検査研究所山口ラボ
（株）協同医学研究所山口
株式会社福山臨床検査センター下関支所
有限会社山口臨床検査センター
山口大学医学部附属病院 検査部
独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター
独立行政法人国立病院機構 柳井医療センター
独立行政法人国立病院機構 関門医療センター
独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター
医療法人光風会 岩国中央病院
岩国市立錦中央病院
医療法人山口平成会 山口平成病院
光市立光総合病院
香 川
医療法人陽光会 光中央病院
光市立大和総合病院
医療法人緑山会 下松中央病院
社会医療法人同仁会 周南記念病院
医療法人周友会 徳山病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院
周南市医療公社 周南市立 新南陽市民病院
一般財団法人 防府消化器病センター
医療法人米沢記念桑陽病院
神徳会 三田尻病院
地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター
地方独立行政法人下関市立市民病院
曙会 佐々木外科病院
済生会 山口総合病院
綜合病院山口赤十字病院
一般社団法人山口総合健診センター
山口県厚生連 小郡第一総合病院
美祢市立美東病院
医療法人社団向陽会 阿知須同仁病院
医療法人協愛会 阿知須共立病院
独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院
医療法人社団輝斉会 森田病院
小野田赤十字病院
医療法人医誠会 都志見病院
萩市民病院
一般社団法人萩市医師会
医療法人生山会 斎木病院
医療法人社団成蹊会 岡田病院
ＪＡ山口厚生連 長門総合病院
医療法人社団永山医院
山口県済生会 豊浦病院
済生会 下関総合病院
株式会社福山臨床検査センター豊田ブランチ
愛 媛
すみだ内科クリニック
ＢＭＬ徳島
ビザン臨床検査センター（株）
一般社団法人徳島県薬剤師会 検査センター
株式会社四国中検徳島検査所
徳島大学病院

参 加 施 設 名 称
独立行政法人国立病院機構 徳島病院
独立行政法人国立病院機構 東徳島医療センター
社会医療法人 川島会 川島病院
徳島県立中央病院 ２Ｆメディエンス検査室
徳島市民病院
医療法人なぎさ会 沖の洲病院 エスアールエル検査室
医療法人平成博愛会 博愛記念病院
医療法人平成博愛会 徳島平成病院
地方独立行政法人徳島県鳴門病院
日本赤十字社 徳島赤十字病院
吉野川医療センター
つるぎ町立半田病院
公益財団法人とくしま未来健康づくり機構
医療法人雙立会 碩心館病院
天満病院
医療法人有誠会 手束病院
医療法人松風会 江藤病院
徳島県厚生農業協同組合連合会 阿南医療センター
国民健康保険勝浦病院

都道府
県名
愛媛

（株）四国中検天神前検査所
株式会社四国中検
公益財団法人香川県予防医学協会
株式会社福山臨床検査センター高松支所
公益財団法人香川成人医学研究所
香川大学医学部附属病院
株式会社ビー・エム・エル 高松医療センター ＢＭＬ検査室
独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター
国立療養所 大島青松園
高松赤十字病院
香川県立中央病院
ＫＫＲ高松病院内 四国中検ラボ
医療法人社団清仁会 玉藻クリニック
医療法人社団雙和会 クワヤ病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 りつりん病院
医療法人社団如水会 オリーブ高松メディカルクリニック
高松市立みんなの病院
香川厚生連 屋島総合病院
医療法人社団清澄会 ミタニ病院
医療法人社団以和貴会 いわき病院
香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院
小豆島中央病院
医療法人財団博仁会 キナシ大林病院
社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院
聖マルチン病院
独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院
医療法人社団重仁まるがめ医療センター
医療法人清仁会 宇多津病院
医療法人圭良会 永生病院
三豊市立永康病院
高 知
三豊総合病院企業団 三豊総合病院
さぬき市民病院
医療法人社団三恵会 木太三宅病院
喜多医師会病院
今治市医師会診療所
株式会社愛媛メディカルラボラトリー
公益財団法人愛媛県総合保健協会
（株）四国中検松山検査所
（株）愛媛臨検
株式会社福山臨床検査センター 松山支所
株式会社愛媛メディカルラボラトリー ＥＭＬ宇和島

参 加 施 設 名 称
株式会社愛媛メディカルラボラトリー 八幡浜ラボ
国立大学法人愛媛大学 愛媛大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
医療法人同仁会 おおぞら病院
愛媛県立中央病院
和昌会 貞本病院
一般財団法人永頼会 松山市民病院
医療法人社団酉仁会 浦屋医院
株式会社ＬＳＩメディエンス 順風会健診センター メディエンス検査室
医療法人聖愛会 松山ベテル病院
医療法人社団慈生会 松山城東病院
医療法人聖光会 鷹の子病院
ＪＡ愛媛厚生連 健診センター
松山赤十字病院
社会医療法人仁友会南松山病院
一般財団法人積善会愛媛十全医療学院 付属病院
医療法人松原会 松山第一病院
医療法人健生会 循環器科林病院
医療法人住友別子病院
独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院
社会医療法人同心会西条中央病院
社会医療法人社団更生会 村上記念病院
愛媛県立今治病院
社会医療法人生きる会 瀬戸内海病院
医療法人朝陽会 美須賀病院
社会医療法人真泉会 今治第一病院
医療法人圭泉会 菅病院
西予市立西予市民病院
西予市立野村病院
医療法人沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 宇和島病院
（株）ビー・エム・エル ＳＰＬ宇和島市立津島病院
愛媛県立南宇和病院
市立宇和島病院
大王製紙健康保険組合
医療法人康仁会 西岡病院
医療法人専心会 西条市立周桑病院
宇和島市立吉田病院
社会医療法人石川記念会 ＨＩＴＯ病院
医療法人社団久和会 立花病院
愛媛生協病院
医療法人財団 仁清会 野本記念病院
医療法人星の岡心臓・血管クリニック
今治セントラルクリニック
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院
ＰＨＣ株式会社
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ高知
株式会社四国中検高知検査所
（公益財団法人）高知県総合保健協会
公益財団法人高知県総合保健協会 幡多健診センター
高知大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 高知病院
近森病院
医療法人野並会 高知病院
（医）仁栄会 島津病院
医療法人健会 高知検診クリニック
医療法人秋桜レディスクリニックコスモス
医療法人産研会 上町病院
高知生協病院

参加施設名簿
都道府
県名
高知

福 岡

参 加 施 設 名 称
高潮会潮江高橋病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 高知西病院
社会医療法人仁生会 細木病院
高知赤十字病院
医療法人防治会 いずみの病院
土佐市立 土佐市民病院
本山町立国民健康保険嶺北中央病院
医療法人尚腎会 高知高須病院
医療法人おくら会 芸西病院
医療法人山口会 高知厚生病院
医療法人つくし会 南国病院
ＪＡ高知病院
高知県立あき総合病院
医療法人川村会 くぼかわ病院
医）島津会 幡多病院
竹本病院
医療法人森下会 森下病院
医療法人聖真会 渭南病院
医療法人長生会 大井田病院
高知県立幡多けんみん病院
医療法人土佐きび きび診療所
高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター

都道府
県名
福岡

宗像医師会病院
福岡大学西新病院
協同医学 糸島
朝倉医師会病院
福岡市医師会臨床検査センター 天神ラボラトリー
一般社団法人北九州市小倉医師会 北九州中央臨床検査センター
飯塚医師会臨床検査センター
豊前築上医師会 臨床検査センター
（有）北九州衛生検査研究所
エスアールエル北九州ラボラトリー
中央医学検査研究所
株式会社キューリン
株式会社 シー・アール・シー
エスアールエル福岡ラボラトリー
エスアールエル福岡西ラボラトリー
協同医学研究所田川営業所
エスアールエル筑後ラボラトリー
有限会社久留米臨床検査センター
（有）久留米臨床検査センター 大牟田営業所
株式会社福山臨床検査センター福岡支所
株式会社ＱＯＬセントラルラボラトリーズ
（株）チューケン日本医薬中央研究所 福岡支社
ＱＣＬ北九州
九州大学病院 検査部
福岡大学病院 臨床検査部
福岡大学筑紫病院 臨床検査部
久留米大学病院 臨床検査部
久留米大学医療センター 臨床検査室
産業医科大学病院
独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター
独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
独立行政法人国立病院機構 福岡病院
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター
独立行政法人国立病院機構 大牟田病院
医療法人若葉会 九州鉄道記念病院
独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院
公益社団法人日本海員掖済会 門司掖済会病院
九州労災病院 門司メディカルセンター

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立医療センター
福岡
財団法人平成紫川会 小倉記念病院
医療法人真鶴会 小倉第一病院
社会福祉法人小倉新栄会 新栄会病院
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院
公益財団法人健和会 大手町病院
社会医療法人共愛会 戸畑共立病院
北九州市立八幡病院
一般財団法人九州健康総合センター
社会医療法人製鉄記念八幡病院
済生会 八幡総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
公益財団法人福岡県すこやか健康事業団 福岡国際総合健診センター
医療法人佐田厚生会 佐田病院
医療法人財団博愛会 ウェルネス天神クリニック ＢＭＬ
公益財団法人福岡県結核予防会 福岡結核予防センター
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
社会医療法人財団池友会 福岡和白病院
佐 賀
社会医療法人喜悦会 那珂川病院
社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院
医療法人井上会 篠栗病院
社会医療法人水光会 宗像水光会総合病院
医療法人原三信病院
福岡市民病院
医療法人貝塚病院
公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院
たたらリハビリテーション病院 検査室
社会医療法人原土井病院
医療法人順和長尾病院
社会医療法人大成会 福岡記念病院
公益財団法人 福岡労働衛生研究所
福岡赤十字病院
公立学校共済組合 九州中央病院
医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院
社会福祉法人恩賜財団 福岡県済生会二日市病院
社会医療法人財団白十字会 白十字病院
医療法人財団華林会村上華林堂病院
公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院
独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 福岡ゆたか中央病院
医療法人森和会 行橋中央病院
田川市立病院
社会保険田川病院
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院
地方独立行政法人筑後市立病院
公立八女総合病院 エスアールエル検査室
地方独立行政法人大牟田市立病院 （株）エスアールエル
福岡県済生会 大牟田病院
社会医療法人親仁会米の山病院
長 崎
社会医療法人弘恵会 ヨコクラ病院
社会医療法人天神会 古賀病院２１
医療法人財団はまゆう会 新王子病院
医療法人北九州病院北九州小倉病院
医療法人社団明愛会 大平メディカルケア病院
医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院
医療法人社団慶仁会 川﨑病院
医療法人八女発心会 姫野病院
社会医療法人天神会 新古賀病院
社会医療法人財団池友会 新小文字病院
社会医療法人財団池友会 新行橋病院
医療法人しょうわ会 正和中央病院
医療法人社団シマダ 嶋田病院

参 加 施 設 名 称
医療法人八十八会 ツジ胃腸科医院 ツジ胃腸内科医院
医療法人光洋会 赤間病院
医療法人柳育会 柳病院
医療法人しょうわ会 正和なみき病院
医療法人福甲会 やました甲状腺病院
公益財団法人健和会 京町病院
社会保険大牟田天領病院
公益財団法人健和会 戸畑けんわ病院
医療法人親愛天神クリニック メディエンス検査室
ふじひら内科医院
飯塚病院
社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院
医療法人徳洲会 二日市徳洲会病院
医療法人友愛会友田病院
医療法人光川会 福岡脳神経外科病院
医療法人錦会 小倉中井病院
唐津東松浦医師会医療センター
公益財団法人 佐賀県健康づくり財団
（有）多久臨床検査センター
佐賀大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター
独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院
独立行政法人国立病院機構 佐賀病院
佐賀市立富士大和温泉病院
一般財団法人佐賀県産業医学協会
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
如水会 今村病院
一般社団法人巨樹の会 新武雄病院
医療法人修腎会 藤﨑病院
医療法人松籟会 河畔病院
社会福祉法人恩賜財団 済生会唐津病院
唐津市民病院きたはた
唐津赤十字病院
春陽会 上村病院
特定医療法人静便堂 白石共立病院
高島病院（至慈会）
社会医療法人祐愛会織田病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院
伊万里有田共立病院
社会医療法人謙仁会 山元記念病院
医療法人整肢会 副島整形外科病院
医療法人ひらまつ病院
佐賀駅南クリニック
（株）ミズホメディー
エスアールエル長崎ラボラトリー
（有）長崎医学中央検査室 長崎市医師会館ラボ
ＢＭＬ長崎
（株）ラボテック
エスアールエル佐世保ラボラトリー
チューケン佐世保ラボ
長崎医学中央検査室 島原ラボ
長崎医学中央検査室 県央ラボ
長崎医学中央検査室 五島ラボ
長崎大学病院 検査部
独立行政法人国立病院機構 長崎病院
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター
長崎県病院企業団 長崎県対馬病院

参加施設名簿
都道府
県名
長崎

熊 本

参 加 施 設 名 称
社会福祉法人恩賜財団 済生会長崎病院
長崎掖済会病院
重工記念長崎病院
社会福祉法人十善会 十善会病院
長崎みなとメディカルセンター
医療法人厚生会 虹が丘病院
聖フランシスコ病院
日本赤十字社長崎原爆病院
五島中央病院
長崎県上五島病院附属診療所 奈良尾医療センター
公立新小浜病院内 長崎医学中央検査室
独立行政法人地域医療機能推進機構 諌早総合病院
医療法人済家会 柴田長庚堂病院
長崎県島原病院
公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院
特定医療法人雄博会 千住病院
独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院
医療法人是心会 久保内科病院
社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院
長崎県上五島病院附属診療所 有川医療センター
長崎県 上五島病院
新上五島町新魚目国民健康保険診療所
小値賀町国民健康保険診療所
独立行政法人佐世保市総合医療センター
（医）医理会 柿添病院
国民健康保険平戸市民病院
地方独立行政法人北松中央病院
日本赤十字社長崎原爆諫早病院
社会医療法人三佼会 宮崎病院内長崎医学中央検査室
医療法人常葉会 長与病院
医療法人光晴会病院
榮和会泉川病院内 （有）長崎医学中央検査室
社会医療法人春回会 長崎北病院
医療法人東洋会 池田病院
医療法人社団淳生会 慈恵病院
医療法人伴帥会 愛野記念病院
医療法人雄人会 三川内病院
社会医療法人春回会 井上病院
医療法人 外海弘仁会 日浦病院
医療法人賜誠会 みやしたリウマチ・内科クリニック
長崎県 上対馬病院
一般社団法人菊池郡市医師会 菊池郡市医師会立病院
天草郡市医師会立天草地域医療センター
天草郡市医師会立苓北医師会病院
熊本市医師会検査センター
八代市医師会検査センター
株式会社ビー・エム・エル ＢＭＬ熊本
ファルコバイオシステムズ熊本研究所
（株）チューケン日本医薬中央研究所 熊本支社
エスアールエル熊本ラボラトリー
株式会社ＣＩＳ人吉研究所
株式会社パソラボ パソラボ熊本ラボ
株式会社ＣＩＳ熊本中央研究所
株式会社ＣＩＳ 玉名研究所
株式会社 ＣＩＳ 八代営業所
熊本大学病院
独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター
独立行政法人国立病院機構 菊池病院
独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター
独立行政法人国立病院機構 熊本南病院
国立療養所 菊池恵楓園

都道府
県名
熊本

大 分

参 加 施 設 名 称

都道府
県名

参 加 施 設 名 称

熊本市立植木病院
大分
社会医療法人小寺会 佐伯中央病院
特定医療法人萬生会 合志第一病院
社会医療法人恵愛会 大分中村病院
菊池養生園保健組合（公立菊池養生園）
大分内分泌糖尿病内科クリニック
社会福祉法人恩賜財団済生会 熊本病院 予防医療センター
大分県医療生活協同組合 大分健生病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 熊本病院
有田胃腸病院
熊本赤十字病院
日本赤十字社熊本健康管理センター
宮 崎
公益社団法人宮崎市郡医師会病院
公益財団法人熊本県総合保健センター
延岡市医師会病院 検査室
医療法人社団鶴友会 鶴田病院
一般社団法人都城市北諸県郡医師会 都城市郡医師会病院
熊本中央病院
公益社団法人宮崎市郡医師会 臨床検査センター
医療法人創起会 くまもと森都総合病院
一般社団法人都城市北諸県郡医師会 都城健康サービスセンター
公益財団法人宮崎県健康づくり協会
熊本市立熊本市民病院
医療法人社団永寿会 天草第一病院
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ宮崎
独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院
株式会社パソラボ 宮崎研究所
荒尾市民病院
エスアールエル宮崎ラボラトリー
上天草市立 上天草総合病院
（株）臨床宮崎
独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
株式会社パソラボ パソラボ延岡ラボ
独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院
エスアールエル延岡ラボラトリー
国保水俣市立総合医療センター
株式会社パソラボ 日向市東臼杵郡臨床検査センター
球磨郡公立多良木病院企業団
宮崎大学医学部附属病院 検査部
独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター
独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院
社会医療法人稲穂会 天草慈恵病院 社会医療法人稲穂会 天草慈恵病院 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター
聖粒会 慈恵病院
独立行政法人国立病院機構 宮崎病院
西日本病院 エスアールエル検査室
宮崎医療センター病院 ＢＭＬ検査室
金丸脳神経外科病院
ファルコバイオシステムズ 宇城市民病院ラボラトリー
社会医療法人同心会 古賀総合病院
大分市医師会立アルメイダ病院
医療法人真愛会 髙宮病院
宇佐高田医師会病院
潤和会記念病院
竹田医師会病院
県立宮崎病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院
津久見市医師会市民健康管理センター
別府市医師会検査課
医療法人伸和会 延岡共立病院
株式会社リンテック大分支店検査課
健寿会 黒木病院
エスアールエル大分ラボラトリー
県立延岡病院
エスアールエル中津ラボラトリー
医療法人魁成会 宮永病院
株式会社リンテック 日田ラボラトリー
医療法人けんゆう会園田病院
株式会社チューケン日本医薬中央研究所 大分支社
宮崎県立日南病院
大分大学医学部附属病院
医療法人十善会 県南病院 検査室
独立行政法人国立病院機構 大分医療センター
医療法人芳徳会 京町共立病院
独立行政法人国立病院機構 別府医療センター
一般財団法人弘潤会 野崎病院
独立行政法人国立病院機構 西別府病院
社会医療法人 同心会 古賀駅前クリニック
社会医療法人敬和会 大分岡病院
医療法人社団 誠友会 南部病院
医療法人大分記念病院
医療法人社団 森山内科・脳神経外科
大分県立病院
医療法人宮崎博愛会 さがら病院宮崎
医療法人社団中津胃腸病院
医療法人社団 仁和会 竹内病院
医療法人隆徳会鶴田病院
中津市立中津市民病院
国東市民病院
医療法人別府玄々堂 別府湾腎泌尿器病院
鹿児島
鹿児島市医師会病院
国家公務員共済組合連合会 新別府病院
出水郡医師会広域医療センター
大分県厚生連 鶴見病院
霧島市立医師会医療センター
医療法人慈恵会 西田病院
鹿児島市医師会臨床検査センター
社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院
大島郡医師会臨床検査センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター
川内市医師会立市民病院検査センター
医療法人咸宣会 日田中央病院
伊佐市医師会立臨床検査センター
大分県済生会 日田病院
南薩医師会臨床検査センター
高田中央病院
日置市医師会臨床検査センター
杵築市立山香病院
公益財団法人鹿児島県民総合保健センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 湯布院病院
微研株式会社
株式会社パソラボ 鹿児島臨床検査センター
豊後大野市民病院
帰巖会 みえ病院
微研株式会社微研鹿屋
天心堂へつぎ診療所
株式会社パソラボ パソラボ鹿屋ラボ
大分三愛メディカルセンター
微研株式会社微研奄美
医療法人畏敬会 井野辺府内クリニック
エスアールエル出水ラボラトリー

参加施設名簿
都道府
県名

参 加 施 設 名 称

鹿児島

株式会社パソラボ パソラボ国分ラボ
株式会社パソラボ パソラボエマージェンシーラボ
株式会社ＣＩＳ 鹿児島研究所
鹿児島大学病院
独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター
独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター
独立行政法人国立病院機構 南九州病院
国立療養所星塚敬愛園 星塚敬愛園
国立療養所 奄美和光園
医療法人一誠会 三宅病院
医療法人浩然会 指宿浩然会病院
垂水市立医療センター垂水中央病院
社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター
社会医療法人博愛会 相良病院
公益社団法人昭和会 今給黎総合病院 中央臨床検査課
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院
鹿児島市立病院
県民健康プラザ鹿屋医療センター
恒心会おぐら病院
医療法人青仁会 池田病院
医療法人徳洲会 名瀬徳洲会病院
済生会 川内病院
医療法人厚生会 小原病院
社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院
出水総合医療センター
医療法人財団浩誠会 霧島杉安病院
医療法人美﨑会 国分中央病院
社会医療法人青雲会青雲会病院
医療法人愛誠会 昭南病院
鹿児島厚生連病院
医療法人徳洲会 屋久島徳洲会病院
総合病院鹿児島生協病院
鹿児島医療生協 国分生協病院
公益財団法人慈愛会今村総合病院
奄美医療生活協同組合 奄美中央病院
奄美医療生活協同組合南大島診療所
医療法人潤愛会 鮫島病院
医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院
社会医療法人鹿児島愛心会 笠利病院
微研株式会社 瀬戸内徳洲会病院
医療法人沖縄徳州会 与論徳州会病院

沖 縄

北部地区医師会病院
（社）那覇市医師会生活習慣病検診センター検査部
（一般社団法人）中部地区医師会 検診センター
一般財団法人沖縄県健康づくり財団
ファルコバイオシステムズ沖縄研究所
株式会社ビー・エム・エルＢＭＬ沖縄
第一岸本臨床検査センター沖縄
琉球大学病院
独立行政法人国立病院機構 沖縄病院
独立行政法人国立病院機構 琉球病院
国立療養所 沖縄愛楽園
国立療養所 宮古南静園
沖縄赤十字病院
医療法人祥杏会 おもろまちメディカルセンター
医療法人禄寿会 小禄病院
社会医療法人友愛会 友愛医療センター 医療技術部 検査科
沖縄協同病院
社会医療法人友愛会豊見城中央病院検査科
医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院
医療法人真徳会沖縄メディカル病院

都道府
県名
沖縄

参 加 施 設 名 称
医療法人清心会徳山クリニック
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療法人八重瀬会 同仁病院 （保健科学研究所）
社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
医療法人陽心会 大道中央病院
一般財団法人琉球生命済生会 琉生病院
医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院
地方独立行政法人那覇市立病院
沖縄県立南部医療センター こども医療センター
医療法人おもと会 大浜第一病院
アドベンチストメデイカルセンター
医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院
医療法人翔南会 翔南病院
社会医療法人敬愛会 中頭病院
沖縄県立中部病院
医療法人道芝の会 平安山医院
沖縄県立北部病院
沖縄県立宮古病院
医療法人沖縄徳洲会 宮古島徳洲会病院
医療法人沖縄徳洲会 石垣島徳洲会病院
沖縄県立八重山病院
医療法人上善会 かりゆし病院
医療法人和の会 与那原中央病院
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院健診センター
中部協同病院
医療法人陽心会 メディカルプラザ大道中央
豊見城中央病院附属健康管理センター ＳＲＬ検査室
信和会 沖縄第一病院 ＢＭＬ検査室
とよみ生協病院
空の森クリニック
医療法人 緑水会 宜野湾記念病院
医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院

都道府
県名
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