
運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

その他

運営に関す
る情報

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・木・金曜日9：00～11：30　土曜日9：00～11：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　370人 1日当たり　　　　2人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　5人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（立川臨床医学研究所）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 1人 人

上記以外の健診スタッフ 人

所属組織名

人 2人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

3人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 長谷川　淡

管理者名 長谷川　淡

健診機関番号 1313421526

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 国立北クリニック

所在地 186-0001

東京都国立市北1-5-8　プラース国立壱番館2F

電話番号 042-580-5366

FAX番号 042-580-5367

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 10月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

健診機関番号 1313421732

窓口となるメールアドレス yukisadajp@yahoo.co,jp

機関情報 機関名 ゆきさだ内科

所在地 186-0001

東京都国立市北2-19-20

電話番号 042-580-2217

FAX番号 042-580-2217

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 行定　公彦

管理者名 行定　公彦

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

所属組織名

2人 人

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（ゆきさだ眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

臨床検査技師 人 人

人上記以外の健診スタッフ 3人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（保健科学 　　　　  　　　　）

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）
巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・木・金　9：00～12：30　15：00～19：00

土曜 9：00～12：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　人

http://www.kunitachi-med.or.jp/
mailto:yukisadajp@yahoo.co,jp


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　150人 1日当たり　　　　　2人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　200人 1日当たり　　　　　2人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・火・水・金9：00～12：30　14：00～18：00
土曜9：00～12：00

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

人 1人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（保健科学　　　　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 人 人

経営主体

開設者名 北澤　栄次

管理者名 北澤　栄次

健診機関番号 1313421922

窓口となるメールアドレス kitazawa.clinic@earth.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 北沢内科クリニック

所在地 186-0001

国立市北1-7-4 国立HAUS

電話番号 042-575-2411

FAX番号 042-575-2412

mailto:kitazawa.clinic@earth.ocn.ne.jp
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・土　9：00～12：00　水 15：00～18：00

金 9：00～12：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　   人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　500人 1日当たり　　　   5人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（SRL　　　　　　 　　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：SRL　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 2人

所属組織名

人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（他院　　　　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 櫻林　永稔

管理者名 櫻林　永稔

健診機関番号 1313422201

窓口となるメールアドレス vay@goo.jp
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 青葉医院

所在地 186-0001

東京都国立市北3-15-2

電話番号 042-527-1219

FAX番号 042-527-1219

mailto:vay@goo.jp
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月～木曜日9：00～12：00  土曜日9：00～12：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　500人 1日当たり　　　　2人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　720人 1日当たり　　　　3人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（三菱化学メディエンス（株））

外部精度管理 □ 実施（実施機関：CAPsarvey）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 1人

所属組織名

人 6人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 4人

看護師

2人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体 三多摩医療生活協同組合

開設者名 理事長　小松　清

管理者名 淺倉　禮治

健診機関番号 1313421302

窓口となるメールアドレス kunitachi@santama-iryou.com
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 三多摩医療生活協同組合　くにたち南口診療所

所在地 186-0004

東京都国立市中1-16-25　シャトレクインテス国立ビル1F

電話番号 042-577-8953

FAX番号 042-577-8954

mailto:kunitachi@santama-iryou.com
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

その他

運営に関す
る情報

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 352人 1日当たり　　　　1.4人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 1日当たり　　　　　5人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・火・水・金曜日9：00～12：00　15：00～18：00
土曜日9：00～12：00

外部精度管理 □ 実施（実施機関：JAB　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

人 人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（SRL　　　　　　　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 0人 人

経営主体

開設者名 臼井　康

管理者名 臼井　康

健診機関番号 1313421237

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 臼井医院

所在地 186-0004

国立市中2-17-1 

電話番号 042-572-1080 

FAX番号 042-572-1080 

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　　人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・火・木・金曜日9：00～12：00　15：00～18：00
土曜日9：00～12：00

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

2人 人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（SKL　　　　　　　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 人 人

経営主体

開設者名 岡　隆志

管理者名 岡　隆志

健診機関番号 1313421294

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 岡産婦人科

所在地 186-0004

東京都国立市中1-18-13

電話番号 042-572-0368

FAX番号 042-572-0382

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

健診機関番号 1313421567

窓口となるメールアドレス

機関情報 機関名 ひろみこどもクリニック

所在地 186-0004

東京都国立市中2-20-9

電話番号 042-501-0088

FAX番号 042-577-5225

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 七条　裕美

管理者名 七条　裕美

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 4～5人

看護師

所属組織名

1人 2人

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

臨床検査技師 0人 0人

人上記以外の健診スタッフ 人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（昭和メディカル　　　　）

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）
巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・木・金　9：00～12：00　15：00～18：00

土曜 9：00～12：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　１８人 １日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　３０人 １日当たり　　　　人

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

1日当たり　　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　200人 1日当たり　　　　　人

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

血液検査

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　104人

人

上記以外の健診スタッフ 2人 人

通年

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

月水金9：00～13：00　14：00～17：00

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 独自で実施　　□ 委託（保健科学研究所）

眼底検査

実施日及び
実施時間

所属組織名

5人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 3人

看護師

臨床検査技師 0人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名

管理者名 滝沢　弘之

健診機関番号 1313422094

窓口となるメールアドレス

ホームページ

機関情報 機関名 国立駅前腎クリニック

所在地 186-0004

東京都国立市中1-9-1　国立増田ビル3F

電話番号 042-576-1511

FAX番号 042-576-1911



運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・水・金曜日9：00～11：00　14：00～17：30

土曜日9：00～11：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　　　人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（　　　　　　　　　　　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 3人

所属組織名

2人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 2人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 西田　研治

管理者名 西田　研治

健診機関番号 1313421310

窓口となるメールアドレス mail@nishidaiin.com
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 医療法人社団西田会　西田医院

所在地 186-0004

東京都国立市中1-20-4

電話番号 042-572-0517

FAX番号 042-576-6173

mailto:mail@nishidaiin.com
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

施設及び
設備情報

血液検査

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

□ 独自で実施　　□ 委託（BML　　  　　　　　　　）

□ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有

常勤 非常勤

人 人

2人 1人

1人 人

人 人

スタッフ情報

医師

看護師

臨床検査技師

上記以外の健診スタッフ

所属組織名

http://www.kunitachi-med.or.jp

水川　眞二郎

水川　眞二郎

開設者名

管理者名

機関名

第三者評価

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名

国立中央診療所

186-0004

東京都国立市中1-14-10

042-576-0606

機関情報

所在地

電話番号

FAX番号

健診機関番号

窓口となるメールアドレス

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

042-575-8855

1313421872

kunicyu@bi.wakwak.com

□ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

一般社団法人　国立市医師会

ホームページ

経営主体

外部精度管理

内部制度管理

円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定健康診査の単価

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）
巡回型健診の実施地域

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策

実施日及び
実施時間 月水金9：00～17：00　土曜9：00～12：00

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　人

□ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無特定保健指導の実施

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　204人 １日当たり　　　　人

http://www.kunitachi-med.or.jp/
mailto:kunicyu@bi.wakwak.com


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　120人 1日当たり　　　　1人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　400人 1日当たり　　　　2人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・水・金曜日9：00～12：00　15：00～17：30 　　　　     　　　土
曜日9：00～12：00　第3土曜休診

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

人 1人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（BML　　　　　　　　　　　　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 人 人

経営主体

開設者名 宮元　和衛 

管理者名 宮元　和衛 

健診機関番号 1313421708

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 宮元産婦人科内科医院

所在地 186-0004

東京都国立市中1-1-1

電話番号 042-572-5518

FAX番号 042-572-5624

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

年間　　人 １日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　人

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間

□ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無特定保健指導の実施

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護

内部制度管理

巡回型健診の実施地域

国立ガーデンクリニック

186-0004

国立市中1-10-9　麒麟館ガーデン３F

042-505-9840

ホームページ

経営主体

円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定健康診査の単価

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

受動喫煙対策

外部精度管理

□ 有　　□ 無

042-505-9841

1313422219

http://www.kunitachi-med.or.jp

常勤 非常勤

２人

機関名

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

一般社団法人　国立市医師会

機関情報

所在地

電話番号

FAX番号

健診機関番号

窓口となるメールアドレス

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名

所属組織名

開設者名

管理者名

瀬戸　武士

瀬戸　武士

スタッフ情報

医師

看護師

臨床検査技師

上記以外の健診スタッフ １人

１人 人

１人 人

人 人

施設及び
設備情報

血液検査

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　 　　）

□ 独自で実施　　□ 委託（保健科学研究所　　　）

□ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　　　人 1日当たり　　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　人 1日当たり　　　　　人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・火・水・金曜日9：00～12：30　15：30～18：00
土曜日9：00～12：30

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

人 人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（BML　　　　　　　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 1人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日 平成13年1月（昭和45年9月）

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 人 5人

経営主体

開設者名 丹沢　佳子

管理者名 丹沢　佳子

健診機関番号 1313421583

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 広瀬医院

所在地 186-0005

東京都国立市西1-12-1

電話番号 042-575-0151

FAX番号 042-505-6789

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

健診機関番号 1313421831

窓口となるメールアドレス

機関情報 機関名 国立聖林クリニック

所在地 186-0005

東京都国立市西2-10-10　国立オリエントプラザ1F

電話番号 042-580-6102

FAX番号 042-580-6103

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体 医療法人

開設者名 中川　一郎

管理者名 中川　一郎

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 ２人 ３人

看護師

所属組織名

４人 ２人

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

臨床検査技師 人 人

１人上記以外の健診スタッフ ３人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（三菱BML　　　　　　　）

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間

特になし

平日9：00～12：00　15：00～17：00　土曜9：00～12：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　人 1日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 1日当たり　　　　人

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

実施日及び
実施時間

通年運営に関す
る情報

その他

健診機関番号 1313421187
窓口となるメールアドレス nitta-hp@hyper.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 医療法人社団つくし会　新田クリニック

所在地 186-0005

東京都国立市西2-26-29

電話番号 042-574-3355

FAX番号 042-574-3388

経営主体 医療法人社団つくし会

開設者名 新田　國夫

管理者名 新田　國夫

人

所属組織名 医療法人社団つくし会

3人 1人看護師

3人 1人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

臨床検査技師 人

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 4人

上記以外の健診スタッフ

□ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（保健科学研究所）

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

平日9：00～18：00　土曜日9：00～12：30　

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　744人 1日当たり　　　　3人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　2700人 1日当たり　　　　10人

mailto:nitta-hp@hyper.ocn.ne.jp
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　400人 1日当たり　　　　2人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　600人 1日当たり　　　　3人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・火・水・金曜日9：00～9：30　15：10～15：30
土曜日9：00～9：30

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

人 人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（昭和メディカル　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 3人 人

経営主体 医療法人社団

開設者名 金重　博司

管理者名 金重　博司

健診機関番号 1313421716

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 医療法人社団博真会　かねしげクリニック

所在地 186-0002

東京都国立市東2-5-13

電話番号 042-580-7811

FAX番号 042-580-7810

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 平日9：00～12：30　15：00～18：30　土曜日9：00～12：30

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　900人 1日当たり　　4人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　900人 1日当たり　　4人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（東京公衆衛生　　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 人

所属組織名

1人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体 医療法人社団祥白会　河井内科

開設者名 河井　研一

管理者名 河井　研一

健診機関番号 1313421856

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 医療法人社団祥白会　河井内科

所在地 186-0002

東京都国立市東1-8-6　国立メディカルセンター206

電話番号 042-580-0117

FAX番号 042-580-0137

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

年間　　　105人 １日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　4人

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間

□ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無特定保健指導の実施

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護

□ 実施　　□ 未実施内部制度管理

巡回型健診の実施地域

国立内科クリニック

186-0002

国立市東1-4-13　COI国立ビル7階

042-580-1024

ホームページ

経営主体

円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定健康診査の単価

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

受動喫煙対策

月曜～木曜　9：00～18：30　金曜　9：00～12：30

外部精度管理

□ 有　　□ 無

042-5801032

1313422102

http://www.kunitachi-med.or.jp
個人

常勤 非常勤

人

機関名

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

一般社団法人　国立市医師会

機関情報

所在地

電話番号

FAX番号

健診機関番号

窓口となるメールアドレス

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名

所属組織名

開設者名

管理者名

佐藤　竜児

佐藤　竜児

スタッフ情報

医師

看護師

臨床検査技師

上記以外の健診スタッフ 人

1人 人

人 3人

人 2人

施設及び
設備情報

血液検査

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（　　　　　　　　　　　　　）

□ 独自で実施　　□ 委託（昭和メディカル　　　　）

□ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

1日当たり　　　2人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　500人 1日当たり　　　 2人

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

血液検査

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　311人

4人

上記以外の健診スタッフ 1人 1人

通年

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

月・火・水・金曜日9：00～12：00　15：00～18：00

外部精度管理 □ 実施（実施機関：三菱化学BCL）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 独自で実施　　□ 委託（三菱化学BCL　　　　）

眼底検査

実施日及び
実施時間 土曜日13：00までに受付

所属組織名

人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

臨床検査技師 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日 2009年9月1日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 内川　伸

管理者名 内川　伸

健診機関番号 1313422045

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp/

機関情報 機関名 国立ハートクリニック

所在地 186-0002

国立市東1-16-17

電話番号 042-573-3321

FAX番号 042-574-3230

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 予約制

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　1000人 1日当たり　　　　4人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　500人 1日当たり　　　　4人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（　　　　　　　　　　　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 人

所属組織名

2人 6人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 2人 4人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体 医療法人社団熊悠会

開設者名 熊　英治郎

管理者名 熊　英治郎

健診機関番号 1313421591

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 医療法人社団熊悠会　熊内科

所在地 186-0002

東京都国立市東1-8-6　203

電話番号 042-580-0114

FAX番号 042-580-0134

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態 □ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　人 1日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　人 1日当たり　　　　人

□ 実施　　□ 未実施

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

実施日及び
実施時間 通年

月・火・木・金曜日9：30～11：30　15：00～18：30
土曜日9：30～11：30

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　）　　□ 未実施
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有　　□ 無

所属組織名

人 人看護師

眼底検査

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（　　　　　　　　　　　　　）

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 2人 人

臨床検査技師 人 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

内部制度管理

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

上記以外の健診スタッフ 人 人

経営主体

開設者名 佐藤　敦勇

管理者名 佐藤　敦勇

健診機関番号 1313420734

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 佐藤医院

所在地 186-0002

東京都国立市東1-18-5

電話番号 042-576-2834

FAX番号 042-571-8135

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 平日9：00～11：30

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　750人 1日当たり　　　　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　11人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（SRL　　　　　　　　　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 2人

上記以外の健診スタッフ 2人

所属組織名

2人 1人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（　　　　　　　　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 2人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体 医療法人　浩央会

開設者名 理事長　中村　陽

管理者名 中村　陽

健診機関番号 1313470036

窓口となるメールアドレス www.kunitachi-sakura.com
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 国立さくら病院

所在地 186-0002

東京都国立市東1-19-10

電話番号 042-577-1011

FAX番号 042-577-1068

http://www.kunitachi-sakura.com/
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 平日9：00～11：00　15：00～17：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　90人 1日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　　4人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（立川臨床医学研究所）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 1人

所属組織名

人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 松尾　一久

管理者名 松尾　一久

健診機関番号 1313421666

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 松尾医院

所在地 186-0002

東京都国立市東3-13-29

電話番号 042-576-1612

FAX番号

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

実施

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

施設及び
設備情報

血液検査

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（近隣眼科　　　　　　　）

□ 独自で実施　　□ 委託（SRL　　  　　　　　　　）

□  敷地内禁煙　　施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 有

常勤 非常勤

1人 2人

2人 6人

3人 2人

0人 4人

スタッフ情報

医師

看護師

臨床検査技師

上記以外の健診スタッフ

所属組織名

http://www.kunitachi-med.or.jp

開設者名

管理者名

機関名

第三者評価

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名

クリニックみらい国立

186-0002

東京都国立市東1-6-9

042-505-7560

機関情報

所在地

電話番号

FAX番号

健診機関番号

窓口となるメールアドレス

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

042-505-7561

1313422128

□ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

一般社団法人　国立市医師会

ホームページ

経営主体

外部精度管理 実施（実施機関：アークレイ）

内部制度管理

円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定健康診査の単価

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）
巡回型健診の実施地域

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策

実施日及び
実施時間 月～木9：00～17：00　金・土9：00～12：00

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　 150人 １日当たり　　　4人

□ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無特定保健指導の実施

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　115人 １日当たり　　　2人

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 木曜日9：00～12：00　17：00～19：00

月・火・水・金・土曜日9：00～12：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　1789人 1日当たり　　　　　6人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　1800人 1日当たり　　　　10人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（病体生理研究所　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 2人

所属組織名

3人 1人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 5人

看護師

2人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名

管理者名 土屋　勝俊 （高橋　雅哉）

健診機関番号 1313421336

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 谷保駅前相互診療所

所在地 186-0003

東京都国立市富士見台1-17-36

電話番号 042-576-3896

FAX番号 042-571-6657

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 10月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 予約時相談

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　500人 1日当たり　　　　5人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　500人 1日当たり　　　　5人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（昭和メディカルサイエンス）

外部精度管理 □ 実施（昭和メディカルサイエンス）　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 5人

所属組織名

1人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 張　正和

管理者名 張　正和

健診機関番号 1313421534

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 矢川クリニック

所在地 186-0003

東京都国立市富士見台3-36-6 101

電話番号 042-580-5358

FAX番号 042-580-5358

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

運営に関す
る情報

その他

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

1日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　　人 1日当たり　　　20人

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

血液検査

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　　　　人

人

上記以外の健診スタッフ 5人 人

通年

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

月・火・木・金曜日8：00～12：30　15：00～18：00

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 独自で実施　　□ 委託（保健科学研究所）

眼底検査

実施日及び
実施時間 土曜日8：00～12：30

所属組織名

2人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 1人

看護師

臨床検査技師 人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体 医療法人

開設者名 中村　孝一

管理者名 中村　孝一

健診機関番号 1313421203

窓口となるメールアドレス www.yahokita-naika.com
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 医療法人社団健明会　谷保北口内科

所在地 186-0003

東京都国立市富士見台2-18-8

電話番号 042-577-7501

FAX番号 042-574-9778

http://www.yahokita-naika.com/
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

健診機関番号 1313420460

窓口となるメールアドレス

機関情報 機関名 水永医院

所在地 186-0003

東京都国立市富士見台1-40-6

電話番号 042-576-8800

FAX番号 042-576-7718

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 水永　篤

管理者名 水永　篤

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 2人 0人

看護師

所属組織名

1人 人

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

臨床検査技師 人 人

人上記以外の健診スタッフ 3人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（メディカジャパン）

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）
巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・木・金・土　10：00～11：30

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 １日当たり　　　　人

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

健診機関番号 1313421955

窓口となるメールアドレス

機関情報 機関名 さくら通りクリニック

所在地 186-0003

国立市富士見台3-22-25

電話番号 042-580-0075

FAX番号 042-580-0076

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 春日井　啓悦

管理者名 春日井　啓悦

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

所属組織名

0人 人

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　）　　□ 未実施

眼底検査 □ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

臨床検査技師 人 人

人上記以外の健診スタッフ 1人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査 □ 独自で実施　　□ 委託（昭和メディカルサイエンス　）

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無
健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 平日9：00～12：00　14：00～18：00　土9：00～13：00　水曜休

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　人 1日当たり　　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　人 1日当たり　　　　人

http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月火木金土　8：20～9：00

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　480人 1日当たり　　　　3人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　450人 1日当たり　　　　2人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（BML　　　　　　　　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：　　　　　　　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 人 人

上記以外の健診スタッフ 人

所属組織名

2人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（市内眼科　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 1人 人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 新井　ゆみ

管理者名 新井　ゆみ

健診機関番号 1313421328

窓口となるメールアドレス ookubo-iin@kih.biglobe.ne.jp
ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 大久保医院

所在地 186-0011

東京都国立市谷保7224

電話番号 042-572-7775

FAX番号 042-577-3106

mailto:ookubo-iin@kih.biglobe.ne.jp
http://www.kunitachi-med.or.jp/


運営についての重要事項に関する規程の概要（健診機関）

更新情報 最終更新日 ２５年 １０月 日

郵便番号

住所

特定時期

通年

運営に関す
る情報

その他

救急時の応急処置体制 □ 有　　□ 無

実施日及び
実施時間 月・火・木・金曜日9：00～17：00　土曜日8：30～12：00 予約制

特定健康診査の単価 円以下/人

特定健康診査の実施形態

□ 巡回型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

特定保健指導の実施 □ 有（動機付け支援）　□ 有（積極的支援）　□ 無

苦情に対する対応体制 □ 有　　□ 無

提出時点の前年度におけ
る特定健診の実施件数 年間　　　　　195人 1日当たり　　　　人

実施可能な特定健康診査
の件数 年間　　　　　　　人 1日当たり　　　　人

施設及び
設備情報

受診者に対するプライバ
シーの保護 □ 有　　□ 無

個人情報保護に対するプ
ライバシー保護 □ 有　　□ 無

受動喫煙対策 □ 敷地内禁煙　□ 施設内禁煙　□ 完全分煙　□ なし

血液検査

健診結果の保存や提出にお
ける標準的な電子的様式の
使用

□ 独自で実施　　□ 委託（三菱メディカル　　　）

外部精度管理 □ 実施（実施機関：三菱メディカル　　）　　□ 未実施

□ 施設型　　（□ 要予約　□ 予約不要）

眼底検査

臨床検査技師 1人 3人

上記以外の健診スタッフ 人

所属組織名

正：6　准：4人 人

巡回型健診の実施地域

□ 有　　□ 無

□ 独自で実施　　□ 委託（  近隣    　　　　　　　　　　）
内部制度管理 □ 実施　　□ 未実施

スタッフ情報 常勤 非常勤

医師 4人 2人

看護師

人

第三者評価 □ 実施（　　　　　　　　　　　　）　　□ 未実施

認定取得年月日

契約取りまとめ機関名 一般社団法人　国立市医師会

経営主体

開設者名 桑原　勝孝

管理者名 桑原　勝孝

健診機関番号 1313470044

窓口となるメールアドレス

ホームページ http://www.kunitachi-med.or.jp

機関情報 機関名 長久保病院

所在地 186-0011

東京都国立市谷保6907-1

電話番号 042-571-2211 

FAX番号 042-571-2288 

http://www.kunitachi-med.or.jp/

