ＰＥＴ健診機関一覧表
※各都道府県の主な健診機関です。下記以外での受診も可能です。
※2012年4月現在の状況です。申込、料金等詳細については、各健診機関に確認してください。
県名

健診機関

所在地

予約受付電話番号

2012年4月作成
健診申込窓口

ホームページ

参考価格（税込み）

健診日

http://www.h-keiaikai.or.jp/minamisanjo/

84,000円

平日：9：00～16：00
土 ：9：00～12：00

http://www.teishinkai.jp/ccic/

147,000円

平日：8：30～18：00
土 ：8：30～13：00

1 北海道

札幌南三条病院

札幌市中央区南3条西6丁目

011-233-3040

2 北海道

セントラル ＣＩ クリニック

札幌市中央区大通西17丁目１－２７
札幌メディケアセンタービル

0120-505-118

3 北海道

日銅記念病院 地域医療連携セン
ター

北海道室蘭市新富町1-5-13

0120-257-457

地域医療連携センター

http://www.nikko-kinen.or.jp/about/menu2/index6.html

78,750円

月・火・木・金

4 北海道

医療法人社団北斗 北斗病院

帯広市稲田町基線７番地5

0155-47-7777

ＰＥＴセンター

http://www.hokuto7.or.jp/examination/pet-center.php

65,000円

月～金
9：00～17：00

5 宮城

厚生仙台クリニック

宮城県仙台市青葉区柏木一丁目5-45

0120-501-799

120,750円～

月～土
8：50～14：00

6 山形

社会福祉法人 恩賜財団 山形済生
山形県山形市沖町79-1
病院

023-682-1112

PET/CTセンター

http://www.ameria.org/pages/pet_new_main.html

100,000円

月～金

7 福島

南東北医療クリニック

福島県郡山市八山田7丁目161番地

0120-373-107

PET事業本部

http://pet.minamitohoku.or.jp/pet_charge.html

95,000円

月～土

8 茨城

日立総合健診センター

茨城県日立市城南町2丁目１－１

0120-87-2580

日立総合健診センター

http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/kensin/option/2
021540_41321.html

115,500円

月～金

9 栃木

宇都宮セントラルクリニック

栃木県宇都宮市屋板町

028-657-7302

http://www.ucc.or.jp/consultation/dry_dock/i_cancer.html

157,500円

月・金・土

10 埼玉

埼玉セントラルクリニック

埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-759

048-658-3720

ジャパンメディカルサービ
ス

http://www.saitama-cc.or.jp/scc/course/index.html

185,000円

月～土
8:30～17:30

11 千葉

医療法人社団 翠明会 山王病院

千葉市稲毛区山王166-2

0120-38-5660

ＰＥＴ画像診断センター

http://www.sannou.or.jp/pet.html

115,000円～

平日：8：30～17：00
土 ：8：30～12：00

12 東京

医療法人社団 青志会 西台クリ
ニック 画像診断センター

東京都板橋区高島平1-83-8

03-5922-0703

http://www.ncdic.jp/

128,000円～

月～土
9：00～17：00

13 東京

医療法人社団 あんしん会
四谷メディカルキューブ

東京都千代田区二番町７－７

03-3261-0401

健診センター

http://www.mcube.jp/dock/index.html

115,000円

月～土
8:30～16:30

14 東京

東京女子医科大学病院
総合外来センター

東京都新宿区河田町8-1

03-3341-5493

核医学・PET検査室

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/PET/

130,600円

月～金 9:00～17:00
土 9:00～12:00
（第３土曜日休診）

15 神奈川

医療法人社団ゆうあい会 ゆうあい
神奈川県横浜市港北区北新横浜1-6-2
クリニック

045-540-8216

http://www.shinyokohama.jp/

104,000円～

月～土
9:00～18:00

16 神奈川

湘南健康管理クリニック・湘南健康
管理センター

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3

0467-86-6570

http://www.fureai-g.or.jp/kensin/pet.htm

99,750円～

月～土
8:30～17：00

17 石川

心臓血管センター
金沢循環器病院

石川県金沢市田中町は16

076-253-8000

http://www.kanazawa-heart.or.jp/dock/index.html

98,000円

月～金
9：00～13：00

18 福井

福井県済生会病院
健診センター

福井県福井市和田中町舟橋7番地1

0120-291-373

健診センター

http://www.fukui-saiseikai.com/center/index.html#top

86,000円～

月～金

19 山梨

甲府脳神経外科病院

山梨県甲府市酒折1丁目16-18

0120-35-1236

PETセンター

http://www.atama-pet.com/treatment/pet1.html#a2

98,000円～

月～土
（木・土午後休）

20 長野

相澤病院
（相澤健康センター）

松本市本庄2-5-1

0263-34-6360

相澤健康センター

http://www.ai-hosp.or.jp/kenkou/index.html

90,000円

月～土

21 岐阜

木沢記念病院
健康管理センター

岐阜県美濃加茂市古井町古井５９０

0574-27-1777

健康管理センター

http://doc.kizawa-memorial-hospital.jp/dock02.html

150,000円

月～金

22 静岡

浜松ＰＥＴ診断センター

静岡県浜北市平口5000番地

0120-584-722

浜松ホトニクス(株)健康情報
室

http://www.hmp.or.jp/index.html

135,000円

火～金

23 愛知

大雄会健診センター

愛知県一宮市羽衣一丁目6番12号

0586-26-2008

健診センター

http://www.daiyukai.or.jp/patient/medical_examination/ab
out.php

84,000円～

平日：9:00～17:00
土 ：9:00～12:00

健診センター

http://www.kousei-sendai.jp/index.html
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ＰＥＴ健診機関一覧表
※各都道府県の主な健診機関です。下記以外での受診も可能です。
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健診日

備考

24 三重

済生会松阪総合病院

三重県松阪市朝日町1区15番地の6

0598-52-6055

みえＰＥＴがん診断セン
ター

25 滋賀

近江草津徳洲会病院
健診センター

滋賀県草津市東矢倉３丁目３４－５２

077-567-3610

健診センター

http://www.oumi-kusatsu-hp.jp/kenshin/index.html

80,000円～

平日：8:30～17:00
土 ：8:30～12:30

26 滋賀

草津総合病院
健康管理センター

滋賀県草津市東矢橋町1660

077-516-2500

健診センター

http://www.kusatsu-gh.or.jp/newhp/kensin/index.html

75,000円～

平日：9：00～17:00
土 ：9：00～13：00

27 京都

西陣病院

京都市上京区五辻通六軒町西入溝前
町1035番地

075-461-8800(代）

フロントサービス室
ドック担当

http://www.nisijin.net/facilities/dock/braindock/index.ht
ml

78,750円～

月～金
9：00～16：30

28 京都

御池クリニック

京都市中京区西ノ京下合町11(西大路
御池西南角)島津プラザビル１Ｆ・２Ｆ

075-823-3080

コールセンター

http://www.oike-clinic.jp/

105,000円～

平日：8:30～19:30
土 ：8:30～17:00

29 京都

武田病院画像診断センター

京都市下京区西洞院通塩小路下ル東
塩小路町９３０

007-77-5588

http://topic.takedahp.jp/

105,000円～

月～土
9：00～17：00

30 大阪

聖授会OCAT予防医療センター

大阪市浪速区港町1丁目４－１

0120-728-797

http://www.seijukai.jp/

95,000円～

月～金

31 大阪

大阪府済生会中津病院
ＰＥＴセンター

大阪市北区芝田２丁目１０番３９号

06-6372-0750

105，000円～

月～金
8：45～17：00

32 兵庫

姫路中央病院附属クリニック
ＰＥＴ画像センター

姫路市飾磨区上野田1丁目16番1号

079-235-3600

https://www.hchosp.or.jp/category/health/pet/index.html

89,250円～

火・水・土
(月によって変更）

33 奈良

メディカルプラザ薬師西の京
ＰＥＴ画像診断センター

奈良市七条町95-1

0742-35-1215

http://www.nishinokyo.or.jp/pet/index.html

75,000円～

月～土
8:30～17:00

34 岡山

岡山旭東病院
健康センター

岡山市倉田５６７－１

086-276-7870

http://www.kyokuto.or.jp/www/center/kenkou/index.htm

78,000円～

月～金

35 山口

本城クリニック

周南市五月町8-1 東邦メディカルビル

0834-33-3355

http://www.honjo-net.com/

92，000円～

月～土

36 香川

滝宮総合病院
ＰＥＴ画像診断センター

香川県綾歌郡綾川町滝宮486

0120-883-177

http://www.takinomiya-hp.com/menu/menu.htm

84,000円～

月～金

37 福岡

福岡和白総合健診クリニック

福岡市東区和白丘2丁目11-17

092-608-0138

健診室

http://www.fw-kenshin.net/

89,250円～

月～土
8：30～17：00

38 福岡

古賀病院２１ ＰＥＴ画像診断セン
ター

福岡県久留米市宮ノ陣3丁目3-8

0120-318-188

PETコールセンター

http://www.tenjinkai.or.jp/pet/

87,150円

月～土
8：30～17：00

申込時にTOTO健康保険
組合加入と申し添えること

39 福岡

西日本産業衛生会 北九州PET健
診センター

北九州市小倉北区室町3丁目１-２

093-591-2503

PET健診センター

http://www.nishieikai.or.jp/pet/

73,500円～

月～金
土：1・3・5週

申込時にTOTO健康保険
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40 熊本

医療法人 光陽会 魚住クリニック

熊本県熊本市出水7丁目36-25

096-370-7111

http://www.uozumi.or.jp/

95,000円～

月・水・木・金・土

41 熊本

日本赤十字社 熊本健康管理セン
ター

熊本市東区長嶺南2-1-1

096-387-8331

http://www.kenkan.gr.jp/

110,000円～

月～金

42 大分

大分先端画像診断センター

大分県別府市上人ヶ浜町9組

0977‐66‐4116

http://www.odic.or.jp/

100，000円

月～土

43 宮崎

藤元早鈴病院
検診センター

宮崎県都城市早鈴町17-1

0120－318－712

http://www.fujimoto.or.jp/kensin/hayasuzu/

63,000円～

月～土

44 宮崎

宮崎鶴田記念クリニックがん診断セ
宮崎市阿波岐原町宝財2281-1
ンター

0120－371－174

http://www.ryutoku.or.jp/gsc/

115,500円～

月～土
8:30～18:00

45 鹿児島

厚地記念クリニック
ＰＥＴ画像診断センター

鹿児島市照国町12-1

099-226-8871

http://www.jifukai.jp/pet/

100,000円～

月～土
8:30～18:00

46 沖縄

豊崎クリニック

沖縄県豊見城市字豊崎1-412

098-840-5151

http://toyosaki-pet.jp/about/

105,000円～

月～土
（水除く）

総合健診センター

アクセスセンター

医事・ＰＥＴ業務課

http://www.matsusaka.saiseikai.or.jp/kenshin/index.html

120,000円～

月～金

https://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/pet/index.html
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