
　　

出版健保、集合健診　利用券・リーフレットをご覧ください

①令和４年度　集合健診日程表から希望日を選び、健診予定日の２か月前までに　あさひ会健診予約センター

　　　　　　☎　０３－３２３２－６４６５　へご予約してください　（３５歳～３９歳はＡコース、４０歳以上はＢ２コースです）。

　　　　②健診予定日の３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。

　　　　※会場の都合により変更が生じた場合は、おおよそ２か月前に西早稲田クリニックからご連絡いたします。

　　　　　　集合健診会場での子宮がん検査は、採取キットを使用する自己採取法、乳がん検査は、超音波検査

　になります（マンモグラフィー不可）。 また、胃部内視鏡検査は実施できません。

医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック
お問合せ　月曜～金曜 　９時 ～ １７時
☎ 03-3232-6465  Fax 03-3205-0162

※ 健診予定日及び会場は、会館の都合により変更することがあります。ご了承頂ければと思います。

身体計測等 身体計測・腹囲・視力・血圧・診察 ◎ ◎

尿検査 糖・蛋白・潜血反応 ◎ ◎

令和 ４ 年度　集合健診のご案内

検査項目 検　査　内　容
Ａコース Ｂ２コース

35～39歳 40歳以上

胃部Ｘ線 胃部レントゲン撮影 － ◯

大腸検査 便潜血反応 － ◯

血液生化学 肝機能・脂質・糖質・腎機能 ◎ ◎

心電図検査 心電図 － ◎

胸部Ｘ線 胸部レントゲン撮影 ◎ ◎

血液一般検査 貧血 ◎ ◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎：必須　　○：任意　　△：選択　　－：対象外

§　集　合　健　診　日　程　表　§

健診予定日 会　　　場 所在地 健診予定日 会　　　場 所在地

子宮がん 頸部細胞診　（採取キットによる自己採取法） ◯ ◯

乳がん 超音波検査のみ ○ ○

8月31日(水) 札幌サンプラザ

北海道 茨　城

8月28日(日) 千歳アルカディアプラザ 千歳市柏台南1-3-1

1月21日(土) 龍ヶ崎市文化会館 龍ヶ崎市馴馬町26128月29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

1月19日(木) 牛久市中央生涯学習センター 牛久市柏田町1606-1

8月30日(火) 札幌プリンスホテル 札幌市中央区南2条西11 2月3日(金) ホテルフィット土浦 土浦市港町1-8-26

2月6日(月) スペースＵ古河 古河市長谷町38-18札幌市北区北24条西5-1-1

つくば市竹園2-20-33月13日(月) つくば国際会議場（エポカルつくば）秋　田

栃　木8月21日(日) 秋田県JAビル 秋田市八橋南2-10-16

8月6日(土) 鹿沼商工会議所 鹿沼市睦町287-16岩　手

8月20日(土) 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 9月13日(火) 足利市民プラザ 足利市朝倉町264

宮　城

8月19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

9月14日(水) コンセーレ（栃木県青年会館） 宇都宮市駒生1-1-6

2月14日(火) 小山商工会議所 小山市城東1-6-36

群　馬

8月3日(水) ニューサンピア高崎 高崎市島野町1333

8月24日(水) 名取市文化会館 名取市増田字柳田520

8月23日(火) ホテルメルパルク仙台 仙台市宮城野区榴岡5-6-51

8月22日(月) ホテルメルパルク仙台 仙台市宮城野区榴岡5-6-51

8月5日(金) ベイシア文化ホール 前橋市日吉町1-10-1

2月15日(水) 伊勢崎市民プラザ 伊勢崎市富塚町220-13

9月12日(月) 太田グランドホテル 太田市飯田町1370

8月10日(水) サンライフ福島 福島市北矢野目字檀ノ腰6-16

福　島

2月16日(木) 館林市文化会館 館林市城町3-1

8月9日(火) いわき市労働福祉会館 いわき市平字堂の前22

埼　玉8月18日(木) 郡山商工会議所 郡山市清水台1-3-8

4月3日(日) 志木市民会館パルシティ 志木市本町1-11-50

9月11日(日) スペースU古河 古河市長谷町38-18

4月25日(月) 埼玉会館 さいたま市浦和区高砂3-1-4

8月8日(月) 北茨城市商工会館 北茨城市磯原本町1-3-9

4月20日(水) 川口リリア 川口市川口3-1-1

茨　城

4月6日(水) さいたま市プラザノース さいたま市北区宮原町1-852-18月7日(日) ホテルレイクビュー水戸 水戸市宮町1-6-1

4月8日(金) サンシティホール 越谷市南越谷1-2876-1

1月15日(日) ウエディングヒルズアジュール 守谷市松ヶ丘6-6-3

1月12日(木) 取手市立福祉会館 取手市東1-1-5

5月7日(土) 志木市民会館パルシティ 志木市本町1-11-50



　　

健診予定日 会　　　場 所在地 健診予定日 会　　　場 所在地

11月21日(月) 流山市生涯学習センター 流山市中110

12月21日(水) 市川市文化会館 市川市大和田1-1-5

1月17日(火) 新習志野公民館 習志野市秋津3-6-3

3月3日(金) ホテルマークワンＣＮＴ

5月19日(木) サンシティホール 越谷市南越谷1-2876-1

6月1日(水) サンシティホール 越谷市南越谷1-2876-1

12月12日(月) 千葉市高洲コミュニティセンター 千葉市美浜区高洲3-12-1

5月25日(水) さいたま市プラザウエスト さいたま市桜区道場4-3-1

12月10日(土) 成田国際文化会館 成田市土屋303

11月25日(金) 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8

埼　玉 千　葉

5月17日(火) 和光市民文化センター 和光市広沢1-5

11月15日(火) 船橋アリーナ 船橋市習志野台7-5-1

9月4日(日) 本庄商工会議所 本庄市朝日町3-1-35

5月8日(日) 草加市八幡コミュニティセンター 草加市八幡町259

5月14日(土) 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

6月18日(土) 川越南文化会館 川越市今福1295-2

12月18日(日) さわやかワークのだ 野田市中根323-3

印西市中央南1-10

2月9日(木) 千葉県福祉ふれあいプラザ 我孫子市本町3-1-2（けやきプラザ内）

2月17日(金) 茂原市総合市民センター 茂原市町保13-20

2月21日(火) 四街道市文化センター 四街道市大日396

2月22日(水) 行徳文化ホール

9月5日(月) 行田市産業文化会館 行田市本丸2-20

9月8日(木) クレアこうのす 鴻巣市中央29-1

9月6日(火) 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13

市川市末広1-1-48

3月2日(木) 柏市民文化会館 柏市柏下107

3月8日(水) 柏市民文化会館 柏市柏下107

9月10日(土) 片柳コミュニティセンター さいたま市見沼区染谷3-147-1

9月15日(木) マロウドイン熊谷 熊谷市銀座1-64

12月3日(土) ラーク所沢 所沢市花園2-2400-4

12月5日(月) サンシティホール 越谷市南越谷1-2876-1

3月10日(金) 東金文化会館 東金市八坂台1-2107-3

11月11日(金) マロウドイン飯能 飯能市双柳105-8

12月7日(水) 川口総合文化センター 川口市川口3-1-1

12月13日(火) ふれあいキューブ 春日部市南1-1-7

12月14日(水) サンシティホール 越谷市南越谷1-2876-1

9月7日(水) 流山市文化会館 流山市加1-16-2

11月1日(火) 松戸市森のホール２１ 松戸市千駄堀646-4

11月2日(水) 八千代台文化センター 八千代市八千代台西1-8

2月9日(木) 入間市産業文化センター 入間市向陽台1-1-7

4月2日(土) 池上会館 大田区池上1-32-8

4月18日(月) 中野サンプラザ 中野区中野4-1-1

八潮市民文化会館（八潮メセナ） 八潮市中央1-10-1

4月17日(日) 成美教育文化会館 東久留米市東本町8-14

東　京

川越市鯨井1556-1

久喜総合文化会館 久喜市大字下早見140

1月30日(月) 草加市八幡コミュニティセンター

5月9日(月) サンパール荒川 荒川区荒川1-1-1

4月27日(水) 東大和市民会館 東大和市向原6-1

12月17日(土) ラーク所沢 所沢市花園2-2400-4

4月21日(木) 赤羽会館 北区赤羽南1-13-1

12月2日(金) 板橋区立グリーンホール 板橋区栄町36-1

12月20日(火) 新座市民会館 新座市野火止1-1-2

11月20日(日) 竹丘地域市民センター 清瀬市竹丘1-11-1

1月16日(月) ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2

11月4日(金) むさし府中商工会議所 府中市緑町3-5-2

12月16日(金) 朝霞産業文化センター 朝霞市大字浜崎669-1

6月30日(木) 墨田区立曳舟文化センター 墨田区京島1-38-11

1月26日(木) 狭山市市民会館 狭山市入間川2-33-1

1月18日(水) 足立区勤労福祉会館 足立区綾瀬1-34-7-102綾瀬プルミエ内

12月22日(木) サンシティホール 越谷市南越谷1-2876-1

1月13日(金) J:COMホール(新八王子市民会館） 八王子市子安町4-7-1ｻｻﾞﾝｽｶｲﾀﾜｰ八王子4階

1月21日(土) 草加市瀬崎コミュニティセンター 草加市瀬崎6-6-22

1月11日(水) テクノプラザかつしか 葛飾区青戸7-2-1

2月21日(火) 坂戸市ワークプラザ 坂戸市大字石井2327-5

1月23日(月) 埼玉県建産連研修センター さいたま市南区鹿手袋4-1-7

12月15日(木) 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27

12月23日(金)

1月27日(金)

12月8日(木) 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27

2月6日(月) 三郷市文化会館 三郷市早稲田5-4-1

2月3日(金) 江東区スポーツ会館 江東区北砂1-2-9

2月1日(水) ＴＯＣビル 品川区西五反田7-22-17

2月2日(木) 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1

1月20日(金) ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16

草加市八幡町259

1月27日(金) ホテルエミシア東京立川 立川市曙町2-14-16

2月1日(水) 川越西文化会館（メルト）

2月8日(水) 市民プラザかぞ 加須市中央2-4-17

2月22日(水) ＪＡ共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2

2月24日(金) 北本市文化センター 北本市本町1-2-1

3月3日(金) アスカル幸手 幸手市大字平須賀2380-1

3月4日(土) ふじみ野市立産業文化センター ふじみ野市うれし野2-10-48

3月8日(水) 上尾市文化センター 上尾市二ツ宮750

2月7日(火) 練馬産業会館 練馬区豊玉上2-23-10

2月4日(土) 江戸川区立葛西区民館 江戸川区中葛西3-10-1

4月9日(土) 幕張勤労市民プラザ 千葉市美浜区若葉3-1-8

2月18日(土) 北沢タウンホール 世田谷区北沢2-8-18

千　葉

2月14日(火)

2月13日(月) 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1

2月10日(金) ぽっぽ町田 町田市原田町4-10-20スターツおおたかの森 流山市おおたかの森北1-2-1

3月1日(水) 西早稲田クリニック 新宿区西早稲田2-21-16

5月6日(金) 松戸市森のホール２１ 松戸市千駄堀646-4

2月25日(土) 江戸川区東部区民館 江戸川区東瑞江1-17-1

国分寺市立いずみホール 国分寺市泉町3-36-12

2月28日(火) 調布市グリーンホール 調布市小島町2-47-1

4月14日(木) 佐倉市志津コミュニティセンター 佐倉市井野794-1

2月23日(木) 文京区勤労福祉会館 文京区本駒込4-35-15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22日(日)

4月26日(火) 千城台コミュニティセンター 千葉市若葉区千城台西2-1-1

5月21日(土)

幕張勤労市民プラザ 千葉市美浜区若葉3-1-8

9月3日(土) 長沼原勤労市民プラザ 千葉市稲毛区長沼原町304-1

5月31日(火) おゆみ野公民館 千葉市緑区おゆみ野中央2-7-6

4月10日(日)



　　

健診予定日 会　　　場 所在地 健診予定日 会　　　場 所在地

7月26日(火)

7月2日(土) ホテルグリーンパーク鈴鹿

3月10日(金) 西早稲田クリニック 新宿区西早稲田2-21-16

三重県総合文化センター 津市一身田上津部田1234

鈴鹿市白子4-15-20

3月7日(火) 保谷こもれびホール 西東京市中町1-5-1

3月6日(月) 西早稲田クリニック 新宿区西早稲田2-21-16

三　重

8月9日(火) 四日市市文化会館 四日市市安島2-5-3

東　京

3月15日(水) ホテルカデンツァ光が丘 練馬区高松5-8 滋　賀

神　奈　川 7月27日(水) 大津市勤労福祉センター 大津市打出浜1-6

8月3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

7月4日(月) ワークピア横浜 横浜市中区山下町24-1

11月16日(水) フォーラム(男女共同参画センター横浜) 横浜市戸塚区上倉田町435-1

11月18日(金) メロンディアあざみ野 横浜市青葉区新石川1-1-9

京　都

7月13日(水) 京都テルサ 京都市南区東九条下殿田町70

11月24日(木) 海老名商工会館 海老名市上郷485-2

7月4日(月) U・コミュニティホテル 東大阪市御厨栄町1-3-30

大　阪

7月3日(日) テクスピア大坂 泉大津市旭町22-45

新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15

2月2日(木) 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1

11月29日(火) 地球市民かながわプラザ 横浜市栄区小菅ｹ谷1-2-1

12月1日(木) 新百合丘トゥウェンティワンホール 川崎市麻生区万福寺1-2-2

12月9日(金) ワークピア横浜 横浜市中区山下町24-1

12月19日(月) 新百合丘トゥウェンティホール 川崎市麻生区万福寺1-2-2

1月24日(火) 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15

1月31日(火)

7月18日(月) 大阪商工会議所 大阪市中央区本町橋2-8

2月7日(火) 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66番地20

2月8日(水) 川崎市宮前市民館 川崎市宮前区宮前平2-20-4

2月20日(月) 川崎市男女共同参画センター 川崎市高津区溝口2-20-1

2月27日(月) 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50

富田林市市民会館 富田林市粟ヶ池町2969-5

8月7日(日) 枚方市民会館 枚方市岡東町8-33

8月8日(月) 高槻市商工会議所 高槻市大手町3-46

池田市民文化会館 池田市天神1-7-1

7月23日(土) 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5

7月24日(日) 守口文化センター 守口市河原町8-22

7月25日(月)

7月19日(火) クリスタルホテル南千里 吹田市津雲台1-2-D9

7月21日(木) リビエールホール 柏原市安堂町1-60

7月22日(金)

3月6日(月) 神奈川県協同健保会館 平塚市松風町6-1

7月14日(木) 宝塚ホテル 宝塚市梅野町1-46

兵　庫

7月5日(火) 明石市立市民会館 明石市中崎1-3-1

3月14日(火) ワークピア横浜 横浜市中区山下町24-1

3月12日(日) 茅ヶ崎市商工会議所 茅ヶ崎市新栄町13-29

新潟

7月17日(日) 西宮市民会館 西宮市六湛寺町10-11

7月31日(日) ハイブ長岡 長岡市千秋3-315-11

8月1日(月) 姫路労働会館 姫路市北条1-98

7月16日(土) 兵庫県民会館 神戸市中央区下山手通4-16-3

8月2日(火) 新潟県民会館 新潟市中央区一番堀通町3-13

8月1日(月) ガーデンホテルマリエール 五泉市赤海1074-1

伊丹シティホテル 伊丹市中央6-2-337月15日(金)

8月2日(火) 尼崎市総合文化センター 尼崎市昭和通2-7-16富　山

奈　良7月29日(金) サンシップとやま 富山市安住町5-21

8月4日(木) 奈良春日野国際フォーラム 奈良市春日野町101石　川

7月28日(木) 金沢商工会議所 金沢市尾山町9-13 和 歌 山

長　野 8月5日(金) アバローム紀の国 和歌山市湊通丁北2-1-2

岡　山

7月31日(日) リーセントカルチャーホテル 岡山市北区学南町1-3-2

8月19日(金) 松本市駅前会館 松本市深志2-3-21

8月20日(土) 長野県教育会館 長野市旭町1098

岐　阜

7月11日(月) ワークプラザ岐阜 岐阜市鶴舞町2-6-7

広　島

7月6日(水) 広島文化交流会館 広島市中区加古町3-3

静　岡

6月24日(金) シズウェル 静岡市葵区駿府町1-70

7月7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

7月27日(水) 広島サンプラザ 広島市西区商工センター3-1-1

7月8日(金) ココランド山口宇部 宇部市上宇部75

6月26日(日) ワークピア磐田 磐田市見付2989-3

6月27日(月) サーラシティ浜松 浜松市中区砂山町155-1

山　口

7月5日(火) 西焼津セントラルホテル 焼津市柳新屋858

7月6日(水) 月見の里学遊館 袋井市上山梨4-3-7

香　川

7月30日(土) サンメッセ香川 高松市林町2217-1

愛　媛

7月29日(金) 東京第一ホテル松山 松山市南堀端町6-16

7月7日(木) 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲1-3-1

8月10日(水) 藤枝市市民会館 藤枝市岡出山1-11-1

福　岡

7月10日(日) サンレイクかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

7月10日(日) 一宮市民会館 一宮市朝日2-5-1

7月9日(土) 小牧勤労センター 小牧市大字上末2233-2

6月29日(水) 桜華会館

愛　知

7月11日(月) パピヨン24 博多区千代1-17-1

6月28日(火) 桜華会館 名古屋市中区三の丸1-7-2

7月12日(火) パピヨン24 博多区千代1-17-1

7月14日(木)

名古屋市中区三の丸1-7-2

7月13日(水) 筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1

石橋文化会館 久留米市野中町1015



　　

健診予定日 会　　　場 所在地 健診予定日 会　　　場 所在地

7月25日(月) 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1

7月26日(火) 北九州パレス 北九州市小倉北区井堀5-1-3

7月24日(日) 太宰府市いきいき情報センター

福　岡

太宰府市五条3-1-1

佐　賀

7月15日(金) サンメッセ鳥栖 鳥栖市本鳥栖町1819

7月16日(土) 佐賀県教育会館 佐賀市高木瀬町東高木227-1

7月18日(月) 熊本市流通情報会館 熊本市南区流通団地1-24

熊　本

7月19日(火) クレアージュリゾート 熊本市北区龍田町弓削814

大　分

7月22日(金) 大分県総合社会福祉会館 大分市大津町2-1-41

7月21日(木) ニューウェルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東1-2-8

宮　崎

鹿　児　島

7月20日(水) ホテルリブマックス鹿児島 鹿児島市小川町15-1
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