
●脳ドック契約医療機関一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓変更となる場合あり↓

医療機関名 検査項目　※下記参照 土曜日可否 電話番号

苫小牧市立病院 ①・②(MRA)・③ × （０１４４）３３－３１３１

とまこまい脳神経外科 ①・②(MRA)・③ × （０１４４）７５－５１１１

苫小牧東部脳神経外科 ①・②(MRA)・③・④(血圧) × （０１４４）５３－５０００

旭川市 大西病院 ①・②(MRA)・③ × （０１６６）２６－２１７１

名寄市 名寄市立総合病院 ①・②(MRA)・③ × （０１６５４）３－３１０１

せんだい総合健診クリニック ①・②(MRA)・③ ○ （０２２）２２１－００６６

杜の都産業保健会一番町健診クリニック ①・②(MRA)・③ × （０２２）２１７－６６７８

栃木県 小山市 小山整形外科内科クリニック脳ﾄﾞｯｸｾﾝﾀｰ ①・②(MRA+超音波)・③ × （０２８５）３１－３３６６

渋谷区 ＰＬ東京健康管理センター ①・②(MRA)・③・④(血液･尿等) ○（日曜も不定期で可） （０３）３４６９－１１６１

文京区 同友会 春日クリニック ①・②(超音波)・③・④(血液･尿等) × （０３）５６８４―９６００

中央区 築地神経科クリニック ①・②(超音波)・③・④(血圧･身体計測) ○ （０３）６２２６－３５４６

山梨県 甲府市 山梨病院　健康管理センター ①・③ × （０５５）２５１－５８５５

御殿場市 フジ虎ノ門健康増進センター ①・②・③・④(血圧) ○ （０５５０）８９－５６３３

駿東郡 池田病院　健康管理センター ①・②(超音波)・③・④(血液･尿等) △(午前のみ) （０５５９）８６－１２１２

沼津市 西島病院 ①・②(MRA)・③・④(血圧･一般計測) ○ （０５５）９２２－３０８７

湖西市 浜名病院 ①・②(MRA)・③ ○ （０５３）５７３－３７００

静岡市 聖隷健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰShizuoka ①・②(超音波)・③ ○ ０１２０-２８３-１７０

三島市 三島中央病院 健診センター ①・②(MRA)・③ ○ （０５５）９７１－４１５５

トヨタ記念病院 ①・②(超音波)・③ △（6～10月のみ) （０５６５）２４－７１５３

豊田厚生病院 ①・②(MRA+超音波)・③・④(血液･尿等) △（第1・3のみ） （０５６５）４３－５０５０

なかねクリニック ①・②（MRA)・③・④(血圧) ○
０１２０－２９２－１２３
（０５６５）３７－８８００

豊田地域医療センター ①・②（MRA)・③・④(頚椎X線･高次脳機能検査) ○ （０５６５）３４－３００３

足助病院 ①・②(MRA)・③ × （０５６５）６２－１２１１

むつおクリニック ①・②(MRA)・③ ○ （０５６５）４３－３６８８

メドック健康クリニック ①・②(超音波)・③ △(他健診併用時のみ) （０５２）７５２－１１２５

中日病院　健診センター ①・②(超音波)・③・④(血液･尿等) △（第1・3・5のみ）
０１２０-３７-５２７６
（０５２)９６１－２４９６

中京病院　健康管理センター
　※健診結果持参必要( 1年以内の基礎健診(血液・尿含む) ）

①・②(超音波)・③・④(頭の健康ﾁｪｯｸ) × （０５２）６９１－７１５１

名古屋セントラルクリニック ①・②(MRA)・③ ○ （０５２）８２１－００９０

総合上飯田第一病院 ①・②（MRA)・③・④(血圧) × （０５２）９９１－３１１１

大雄会ルーセントクリニック ①・②(MRA+超音波)・③ ○ （０５２）５６９－６０３０

ミッドタウンクリニック名駅 ①・②(超音波)・③・④(血液･尿等) ○ （０５２）５５１－１５６９

長久手市 名古屋脳神経外科クリニック・名古屋脳ドック ①・②(MRA)・③ ○（日曜・祝日も可） （０５６１）６２－０５０５

豊明市 中京サテライトクリニック ①・②(超音波)・③・④(血圧･身体計測) ○ （０５６２）９３－８２２２

日進市 予防医学推進研究センター ①・②(超音波)・③ ○ （０５６１）７３－７７７１

岡崎市医師会　はるさき健診センター ①・②(超音波)・③・④(血圧) ○ ０１２０-４８９-５４５

宇野病院　健診センター ①・②(超音波)・③ △（午前のみ） （０５６４）２４－２２１７

半田市 半田市医師会　健康管理センター ①・②(MRA)・③ ○ （０５６９）２７－７８８５

刈谷豊田総合病院　健診センター ①・②(MRA)・③・④(血圧・身体計測等) ○ （０５６６）２１－２４５０

一里山・今井病院 ①・②(MRA)・③ △(午前のみ) （０５６６）２６－６７００

田原市 渥美病院 ①・②(超音波)・③・④(血液･尿等) × （０５３１）２２－２１３１

総合青山病院 ①・②(MRA)・③ ○ （０５３３）７３-３７８４

豊川市民病院 ①・②(MRA+超音波)・③・④(血液･心電図等) × （０５３３）９５-００３０

成田記念病院 ①・②(MRA)・③ × （０５３２）３１-３８０６

光生会病院 総合健診センター ①・②(超音波)・③・④(血圧・心電図等) × （０５３２）６１-３０００

安城更生病院 ①・②(超音波)・③ × （０５６６）７５－２１１１

三河安城クリニック ①・②(超音波)・③・④(血液・血圧等） ○ （０５６６）７５－７５１５

八千代病院 八千代総合健診センター ①・②(超音波)・③ △（第2･4･5のみ） （０５６６）９８－３３６７

海部郡 海南病院 ①・②(MRA+超音波)・③・④（血液･尿等) × （０５６７）６５－２５１１

江南市 江南厚生病院 ①・②(超音波)・③・④(血液・尿等） × （０５８７）５１－３３１１

稲沢市 稲沢厚生病院 ①・②(超音波)・③・④(血圧) × （０５８７）９７－２１３１

知多郡 知多厚生病院 ①・②(MRA)・③ × （０５６９）８２－０３９５

碧南市 小林記念病院　健康管理センター ①・②(MRA)・③・④（血液･尿等) ○ （０５６６）４１－６５４８

岐阜県 美濃加茂市 木沢記念病院　健康管理センター ①・②(MRA)・③・④（血液･尿等) ○ （０５７４）２７－１７７７

福岡輝栄会病院 ①・②(MRA)・③ ○ （０９２）６８１－３１１５

福岡記念PET･健診センター ①・②(超音波)・③・④(血圧･血管年齢) × （０９２）７３９－０１１０

桜十字福岡病院 ①・②(MRA)・③ △（第1・3のみ） （０９２）-７９１-１１２5

遠賀郡 福岡新水巻病院 ①・②(MRA+超音波)・③・④(高次脳機能検査) ○ （０９３）２０３－２２５２

西日本産業衛生会

八幡健診プラザ
（⇒脳の画像診断：済生会八幡総合病院）

【検査項目】①頭部：MRI･MRA 、②頚部：MRAまたは超音波（一部の医療機関でセットの場合あり)、③問診、 ④その他検査 (※1)

 ※1 「④その他検査」は契約医療機関でのセット項目となります（セット項目のためキャンセルできませんのでご了承ください）
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