
※健診対象者は当日に当組合の資格のある方で、下記の該当年齢～74歳（健診当日75歳未満）
までとなります。

★対象者★　35歳以上の被扶養者（被保険者は対象外）
（平成元年4月1日以前にお生まれのご家族）

【主な健診内容】
生活習慣病健診＋乳がん・子宮頸がん検査（詳細な検査項目は「申込書裏面」をご覧ください。）
家族（被扶養者）であれば男性・女性を問わず受診できます。

●家族健診　一部負担金 1,650円 （消費税込）

［申込書送付先・お問合せ先］

〒110-0015　東京都台東区東上野1-27-2
東薬健保 健康開発センター　健診部 予防課

東京薬業健康保険組合
健 康 開 発 セ ン タ ー

令和4年11月

裏面の健診日程表の中から、ご希望の受診日･健診会場をお選びいただき、別紙申込書に
必要事項をご記入のうえ、健康開発センタ－予防課（本紙右ペ－ジ下の宛先）までFAXまたは
郵送でお申し込みください。

申　込　方　法

健診日の約２週間前に健診関係書類等が西早稲田クリニックから送付されます。
健診当日は、「健診関係書類」「総合健診利用書」「保険証」をお持ちください。

受　診　方　法

日程・会場の一覧は裏面にあります。実　施　期　間

締切日以降、２月下旬頃に「申込受付通知（ハガキ）」を送付いたします。

令和５年１月１３日（金）
申 込 締 切 日

家族健診（特定含む）
特定健診［ ］

（医）あさひ会　西早稲田クリニックが実施する

FAX 03（3833）3235
☎ 03（3833）3272　（平日9：00～17：00）
https://www.toyaku-kenpo.or.jp

健 診 の 種 類

健診実施医療機関

◎今回ご案内以外の健診（生活習慣病健診・人間ドック等）をご希望の場合は「直接契約医療機関」
または「補助金」を利用して受診してください。受診方法についてはホームページまたは予防課まで
お問合せください。

（医）あさひ会  西早稲田クリニック
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※「家族健診」「特定健診」を受診し、結果により特定保健指導に該当した方については、当日または後日ご案内を
お送りしますので案内に従ってご受診ください。
なお、特定保健指導の一部のご案内については、委託業者の ㈱ ベネフィット・ワンよりお送りしております。

●特定健診　一部負担金 無　料

★対象者★　40歳以上の被扶養者（家族）
40歳以上の任意継続・特例退職被保険者（本人）
（昭和59年4月1日以前にお生まれの方）

【主な健診内容】
血液検査＋尿検査、腹囲測定　（詳細な検査項目は「申込書裏面」をご覧ください。）
※集合健診で被保険者本人が受診できるのは特定健診のみとなります。
※特定健診は無料ですが、検査項目は家族健診・生活習慣病健診・人間ドック等と比べて
　検査項目が非常に少ない健診となっています。お申し込みの際は十分にご検討ください。
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のご案内

ご注意ください

※各種健診（家族健診、特定健診、生活習慣病健診、人間ドック等）は年度内（４月１日～翌年３月31日）
に１回限り受けることができます。
※健診日当日に資格のある方のみ受診できます。２回以上受診した場合や資格喪失後に受診した
場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※総合健診を受診する際は「総合健診利用書（令和５年４月自宅に送付予定）」が必要です。

※家族健診や特定健診と同時にお申し込みいただけます。

（消費税込）●単科検診　一部負担金 各220円

★対象者★ 骨 粗 しょう 症 検 診
肝 炎 ウイルス 検 診
前 立 腺 が ん 検 診

☎  03（3232）6465
（平日8：15～17：00）

［健診会場・実施日変更のお問合せ先］

薬業健保が西早稲田クリニックに委託し、会場を設けて健診車で実施する健診です。
「薬業健保が直接契約する医療機関」と同等の内容、同じ金額で受診いただけます。
西早稲田クリニックの集合健診では「健康相談」も受けることができます。
なお、当日は新型コロナウイルス感染症予防対策の実施を徹底しております。

※このご案内は令和4年10月現在のデータを基に送付しています。

※FAX送信の際は用紙のウラ・オモテにご注意ください。
　裏面で届き、受付できないケースが増えています。

30歳以上の女性（限定）
30歳以上の男女
50歳以上の男性（限定）

令和５年４月～令和５年９月 （健診日は変更になる場合があります。）
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※下記の日程を予定しておりますが、都合により会場・日程は変更になる場合があります。

都道府県 健診予定日 会　　　　場 所　　在　　地

北海道 8月31日(木) 千歳アルカディアプラザ 千歳市柏台南 1-3-1

9月  1日(金) 札幌サンプラザ 札幌市北区北 24条西 5-1-1

9月  2日(土) 札幌プリンスホテル 札幌市中央区南 2条西 11

9月  4日(月) ホテルエミシア札幌 札幌市厚別区厚別中央二条 5-5-25

岩手 8月24日(木) コミュニケーションギャラリーリリオ 盛岡市大通 1-11-8

宮城 8月20日(日) 名取市文化会館 名取市増田字柳田 520

8月25日(金) ホテルキャッスルプラザ多賀城 多賀城市桜木 1-1-60

8月28日(月) 仙台サンプラザ 仙台市宮城野区榴岡 5-11-1

8月29日(火) 仙台サンプラザ 仙台市宮城野区榴岡 5-11-1

秋田 8月23日(水) 秋田県 JA ビル 秋田市八橋南 2-10-16

福島 8月  6日(日) 郡山商工会議所  ★ 郡山市清水台 1-3-8

8月26日(土) いわき市労働福祉会館 いわき市平字堂ノ前 22

茨城 8月19日(土) ホテルレイクビュー水戸  ★ 水戸市宮町 1-6-1

8月27日(日) 北茨城市商工会館  ★ 北茨城市磯原町本町 1-3-9

9月16日(土) スペースU古河  ★ 古河市長谷町 38-18

栃木 8月  7日(月) コンセーレ（栃木県青年会館）  ★ 宇都宮市駒生 1-1-6

8月  8日(火) 鹿沼商工会議所  ★ 鹿沼市睦町 287-16

8月26日(土) 足利市民プラザ  ★ 足利市朝倉町 264

群馬 8月22日(火) Gメッセ群馬  ★ 高崎市岩押町 12-24

8月23日(水) 群馬県勤労福祉センター  ★ 前橋市野中町 361-2

8月25日(金) 太田グランドホテル  ★ 太田市飯田町 1370

埼玉 4月  7日(金) さいたま市プラザノース  ★ さいたま市北区宮原町 1-852-1

4月16日(日) サンシティホール  ★ 越谷市南越谷 1-2876-1

4月17日(月) 川口リリア  ★ 川口市川口 3-1-1

4月21日(金) 埼玉会館  ★ さいたま市浦和区高砂 3-1-4

4月29日(土) 志木市総合福祉センター  ★ 志木市上宗岡 1-5-1

5月  8日(月) 草加市八幡コミュニティセンター  ★ 草加市八幡町 259

5月16日(火) 和光市民文化センター  ★ 和光市広沢 1-5

5月21日(日) さいたま市西部文化センター  ★ さいたま市西区三橋 6-642-4

5月23日(火) さいたま市プラザウエスト  ★ さいたま市桜区道場 4-3-1

5月24日(水) サンシティホール  ★ 越谷市南越谷 1-2876-1

6月  2日(金) サンシティホール  ★ 越谷市南越谷 1-2876-1

6月15日(木) 川越南文化会館（ジョイフル）  ★ 川越市今福 1295-2

8月19日(土) 本庄商工会議所 本庄市朝日町 3-1-35

9月  5日(火) 行田市産業文化会館 行田市本丸 2-20

9月  7日(木) 埼玉グランドホテル深谷  ★ 深谷市西島町 1-1-13

9月  8日(金) クレアこうのす 鴻巣市中央 29-1

9月15日(金) マロウドイン熊谷  ★ 熊谷市銀座 1-64

千葉 4月  9日(日) 幕張勤労市民プラザ  ★ 千葉市美浜区若葉 3-1-8

4月10日(月) スターツおおたかの森  ★ 流山市おおたかの森北 1-2-1

都道府県 健診予定日 会　　　　場 所　　在　　地

千葉 4月14日(金) 佐倉市志津コミュニティセンター 佐倉市井野 794-1

5月  4日(木) 松戸市文化会館（松戸市森のホール21） ★ 松戸市千駄堀 646-4

5月20日(土) スターツおおたかの森  ★ 流山市おおたかの森北 1-2-1

5月25日(木) 幕張勤労市民プラザ  ★ 千葉市美浜区若葉 3-1-8

5月30日(火) おゆみ野公民館  ★ 千葉市緑区おゆみ野中央 2-7-6

9月  1日(金) 流山市文化会館  ★ 流山市加 1-16-2

9月  4日(月) 長沼原勤労市民プラザ  ★ 千葉市稲毛区長沼原町 304-1

東京 4月  9日(日) 池上会館    ★ 大田区池上1-32-8

4月16日(日) まろにえホール  ★ 東久留米市中央町 2-6-23

4月18日(火) 中野サンプラザ  ★ 中野区中野 4-1-1

4月20日(木) 赤羽会館  ★ 北区赤羽南 1-13-1

4月28日(金) 東大和市民会館 東大和市向原 6-1

5月  1日(月) サンパール荒川  ★ 荒川区荒川 1-1-1

6月30日(金) 墨田区立曳舟文化センター  ★ 墨田区京島 1-38-11

神奈川 7月  4日(火) ワークピア横浜  ★ 横浜市中区山下町 24-1

新潟 8月  2日(水) ハイブ長岡 長岡市千秋 3-315-11

8月  3日(木) 新潟県民会館 新潟市中央区一番堀通町 3-13

8月  5日(土) ガーデンホテルマリエール 五泉市赤海 1074-1

富山 8月  1日(火) サンシップとやま 富山市安住町 5-21

石川 7月31日(月) 金沢商工会議所 金沢市尾山町 9-13

長野 8月20日(日) 松本市駅前会館 松本市深志 2-3-21

8月21日(月) 長野県教育会館 長野市旭町 1098

岐阜 7月  1日(土) ワークプラザ岐阜 岐阜市鶴舞町 2-6-7

静岡 6月25日(日) 西焼津セントラルホテル 焼津市柳新屋 858

6月26日(月) 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲１丁目 3-1

6月27日(火) ワークピア磐田 磐田市見付 2989-3

7月  5日(水) シズウェル 静岡市葵区駿府町 1-70

7月  8日(土) 藤枝市市民会館 藤枝市岡出山 1-11-1

7月  9日(日) 月見の里学遊館 袋井市上山梨 4-3-7

7月10日(月) サーラシティ浜松 浜松市中区砂山町 155-1

愛知 6月29日(木) 小牧勤労センター 小牧市大字上末 2233-2

6月30日(金) 一宮市民会館 一宮市朝日 2-5-1

7月12日(水) 桜華会館 名古屋市中区三の丸 1-7-2

7月13日(木) 桜華会館 名古屋市中区三の丸 1-7-2

三重 7月14日(金) 鈴鹿ＶｏｉｃｅＨａｌ l 鈴鹿市白子 4-15-20

7月15日(土) 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田 1234

滋賀 7月  3日(月) 大津市勤労福祉センター 大津市打出浜 1-6

京都 7月  4日(火) 京都テルサ 京都市南区東九条下殿田町 70

7月  5日(水) ホテルロイヤルヒル福知山 福知山市字土師小字澤居山 176

大阪 7月16日(日) 高槻市商工会議所 高槻市大手町 3-46

都道府県 健診予定日 会　　　　場 所　　在　　地

大阪 7月19日(水) 守口文化センター 守口市河原町 8-22

7月20日(木) 大阪商工会議所 大阪市中央区本町橋 2-8

7月22日(土) 富田林市市民会館 富田林市粟ヶ池町 2969-5

7月23日(日) リビエールホール 柏原市安堂町 1-60

7月24日(月) U・コミュニティホテル 東大阪市御厨栄町 1-3-30

7月27日(木) テクスピア大坂 泉大津市旭町 22-45

7月28日(金) クリスタルホテル南千里 吹田市津雲台 1-2-D9

7月28日(金) 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町 183-5

7月29日(土) 枚方市総合文化芸術センター 枚方市新町 2-1-60

8月  9日(水) 池田市民文化会館 池田市天神 1-7-1

兵庫 7月  5日(水) 東リいたみホール 伊丹市宮ノ前 1-1-3

7月  6日(木) 宝塚ホテル 宝塚市梅野町 1-46

7月  9日(日) 西宮市民会館 西宮市六湛寺町 10-11

7月10日(月) 兵庫県民会館 神戸市中央区下山手通 4-16-3

7月12日(水) 姫路労働会館 姫路市北条 1-98

8月  6日(日) 明石市立市民会館 明石市中崎 1-3-1

奈良 7月21日(金) 奈良春日野国際フォーラム 奈良市春日野町 101

和歌山 7月26日(水) アバローム紀の国 和歌山市湊通丁北 2-1-2

岡山 8月  4日(金) リーセントカルチャーホテル 岡山市北区学南町 1-3-2

広島 7月13日(木) 佐伯区民文化センター 広島市佐伯区五日市中央 6-1-10

8月  1日(火) 広島サンプラザ 広島市西区商工センター 3-1-1

8月  2日(水) 広島文化交流会館 広島市中区加古町 3-3

山口 7月14日(金) ココランド山口宇部 宇部市上宇部 75

香川 8月  4日(金) サンメッセ香川 高松市林町 2217-1

愛媛 8月  3日(木) 東京第一ホテル松山 松山市南堀端町 6-16

福岡 7月16日(日) パピヨン 24 福岡市博多区千代 1-17-1

7月17日(月) パピヨン 24 福岡市博多区千代 1-17-1

7月18日(火) 大野城まどかぴあ 大野城市曙町 2-3-1

7月19日(水) 筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀 1-5-1

7月27日(木) 石橋文化会館 久留米市野中町 1015

7月28日(金) 太宰府南コミュニティセンター 太宰府市高雄 2-3855

7月29日(土) サンレイクかすや（粕屋町立生涯学習センター）糟屋郡粕屋町駕与丁 1-6-1

7月31日(月) 北九州パレス 北九州市小倉北区井堀 5-1-3

佐賀 7月20日(木) 佐賀県教育会館 佐賀市高木瀬町東高木 227-1

熊本 7月21日(金) 熊本市流通情報会館 熊本市南区流通団地 1-24

7月22日(土) クレアージュリゾート 熊本市北区弓削 5-1-10

大分 7月  6日(木) 大分県総合社会福祉会館 大分市大津町 2-1-41

宮崎 7月25日(火) ニューウェルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東 1-2-8

鹿児島 7月24日(月) マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎 2-8-8

  ★印の会場は、受付から検査までを全て女性スタッフが担当いたします。

令和５年度 前期集合家族健診・特定健診会場一覧


