
施設名 郵便番号 住所
担当自治

体
代表電話番号 URL

1
(一財)北海道薬剤師会公衆衛生検査セン
ター＊

062－0931 札幌市豊平区平岸1条8－6－6 北海道 011-824-1348 http://www.douyakken.or.jp/life/index.html

2 札幌市衛生研究所＊ 003－8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5－22 札幌市 011-841-2341 http://www.city.sapporo.jp/eiken/org/health/index.html

3 （公財）岩手県予防医学協会＊ 020－8585 盛岡市北飯岡四丁目8番50号
岩手県
秋田県

019-638-7185 http://www.aogiri.org/check/baby.php

4 （一財）宮城県公衆衛生協会＊ 981－3111 仙台市泉区松森字堤下7－1

青森県
宮城県
仙台市
山形県

022-771-4722 http://www.eiseikyokai.or.jp/check03/#ch3-3

5 （公財）福島県保健衛生協会＊ 960－8550 福島市方木田字水戸内19－6 福島県 024-546-0391 http://fhk.or.jp/akachan_kenshin.html

6 （公財）新潟県保健衛生センター＊ 951－8680 新潟市中央区白山浦2－180－5
新潟県
新潟市

025-267-8191 http://www.nhsc.or.jp/contents/kenshin_susume/baby.html

7 （公財）茨城県総合健診協会＊ 310－8501 水戸市笠原町489－5 茨城県 029-241-0011 http://www.ibasouken.org/boshi_hoken.html

8 （公財）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） 栃木県 028-623-8383 http://tochigi-health.or.jp/service/students/inborn_errors_of_metabolism.html

9 （公財）群馬県健康づくり財団＊ 371－0005 前橋市堀之下町16－1 群馬県 027-269-7811 http://www.gunma-hf.jp/medical/pathology.html#c3

10 埼玉県立小児医療センター＊ 330－8777 さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県 048-758-1811 http://www.pref.saitama.lg.jp/scm-c/shokai/shinryo/kensa/02-53-01-08.html

11 さいたま市健康科学研究センター＊ 338－0013 さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号 さいたま市 048-840-2250 http://www.city.saitama.jp/008/016/001/001/p019598.html

12 （公財）ちば県民保健予防財団＊ 261－0002 千葉市美浜区新港32－14
千葉県
千葉市

043-246-0350 http://www.kenko-chiba.or.jp/cyousa/taisya.html

13 （公財）東京都予防医学協会＊ 162－8402 新宿区市ヶ谷砂土原町1－2 東京都 03-3269-1121 https://www.yobouigaku-tokyo.or.jp/baby/

14 （公財）神奈川県予防医学協会＊ 236－8530 横浜市金沢区鳥浜町14－1

神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市

045-773-1921 https://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp/corporate_service/baby/index.html

15 （一社）甲府市医師会臨床検査センター＊ 400－0857 甲府市幸町14－6 山梨県 055-226-0100 http://www.kokumon.co.jp/kofuishi/4_rinsyo_3.html

16 長野県立こども病院＊ 399－8288 長野県安曇野市豊科3100 長野県 0263-73-6700 http://nagano-child.jp/department/laboratory_medicine/tandem-ms

17 富山県衛生研究所＊ 939－0363 射水市中太閤山17－1 富山県 0766-56-5506 http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/inspection/inspection5.html

18 （公財）静岡県予防医学協会＊ 421－1292 静岡市葵区建穂1－3－43
静岡県
静岡市
浜松市

054-278-7716 http://www.shsa.net/enterprise/

19 （公財）愛知県健康づくり振興事業団＊ 466－8702 名古屋市昭和区永金町1－1
愛知県
名古屋市

052-882-2961 http://www.aichi-kenko.or.jp/jigyou_03kensasitu.html/

20 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター＊ 500－8148 岐阜市曙町4－6

岐阜県
三重県
石川県
福井県
奈良県

058-247-1300 http://www.koeiken.or.jp/06_clinical/06_03.html

21
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＊

594－1101 和泉市室堂町840
大阪府
堺市

0725-56-1220 https://www.wch.opho.jp/hospital/department/kensa/kensa_01.html

22 （一財）大阪市環境保健協会＊ 540－0008 大阪市中央区大手前2-1-7大阪赤十字会館 7階

大阪市
滋賀県
京都府
京都市
和歌山県
徳島県
愛媛県

06-4792-7070 http://www.oepa.or.jp/

23 （公財）兵庫県健康財団＊ 652－0032 神戸市兵庫区荒田町2－1－12 兵庫県 078-579-2424

24 （社）神戸市医師会医療センター 651－2103 神戸市西区学園西町4丁目2番地 神戸市 078-795-4848

25 （公財）岡山県健康づくり財団＊ 700－0952 岡山市北区平田408－1

岡山県
岡山市
鳥取県
高知県

086-246-6254 http://www.okakenko.jp/zaidan/hoken/hoken.html

26 広島市医師会臨床検査センター＊ 730－8611 広島市中区千田町3－8－6
広島県
広島市

082-247-7191 http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/section/

27 （公財）山口県予防保健協会＊ 753－0814 山口市吉敷下東三丁目1番1号 山口県 083-933-0008 http://www.yhoken.jp/annai_taishaizyou.html

28 （公財）香川県予防医学協会＊ 761－8071 高松市伏石町2129-1 香川県 087-868-5655 http://www.kagawa-yobouigaku.or.jp/kyokai.html

29 KMバイオロジクス株式会社＊ 860－8568 熊本市北区大窪1丁目6番1号

福岡県
福岡市
北九州市
佐賀県
熊本県
熊本市

096-345-7847 http://www.kmbiologics.com/csr/screening.html

30 大分市医師会立アルメイダ病院 870－1195 大分市大字宮崎1509－2 大分県
097-569-3121
097-567-6611

http://www.almeida-hospital.com/bumon_kanjya4.html

31 （公財）長崎県健康事業団＊ 859－0401 諫早市多良見町化屋986－3 長崎県 0957-43-7131 http://www.npmhc.jp/pathology/#anchor02

32 （公財）宮崎県健康づくり協会＊ 880－0032 宮崎市霧島1－1－2 宮崎県 0985-38-5512 https://www.miyakenkou.or.jp/medical_check/newborn-screening/

33 （公財）鹿児島県民総合保健センター 890－8511 鹿児島市下伊敷3－1－7 鹿児島県 099-220-2332 http://www.kpchc.or.jp/kenshin/institution/

34 （一財）中部地区医師会検診センター 904－0113 沖縄県北谷町字宮城1－584 沖縄県 098-936-8202 https://www.chubu-ishikai.or.jp/kensin_center/

35
島根大学医学部附属病院難病総合治療セ
ンター検査部門

693－8501 出雲市塩冶町89－1 島根県 0853-23-2111 http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/lab/shinseiji%20ms.html

36 山梨県立中央病院（No.15参照） 400－8506 甲府市富士見1－1－1
山梨県の
タンデムマ
ス検査の

055-253-7111

＊印： 日本マススクリーニング学会認定技術者が所属する検査施設

No15： 山梨県のアミノ酸・有機酸・脂肪酸の各代謝異常の項目は山梨県立中央病院で実施

№23： 検査は日本医学株式会社検査部で実施

№24： 検査は（株）LSIメディエンス神戸市医師会ラボで実施
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