
　　平成29年度も残すところわずかとなりました。
　　報道健保では、加入者みなさまの健康管理に役立てていただくため、健康管理事業に力
　を入れています。
　　まだ今年度（4月～3月）に健康診査を受診されていない方につきましては、3月末まで
　にご受診いただくようお願い申し上げます。

○無料で受診できるがん検診項目等

種目 種目

肺 腹部

大腸

眼 前立腺

○健診実施日 ○案内図

2月 男性 12日 女性 9日
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

3月 男性 14日 女性 9日
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 ※ 男性日　月曜日、火曜日、金曜日、第1土曜日 【最寄駅】・東京メトロ日比谷線「築地駅」　1番出口徒歩2分

 　 女性日　水曜日、木曜日、第3土曜日 　　　　　・東京メトロ有楽町線「新富町駅」4番出口徒歩5分

    【健診申込み・予約日変更連絡等】

          城西病院健診予約センター　　TEL 0570-056-123

※　35歳未満の方やオプション検査を希望されない方は比較的予約が取り易くなっています。

※　オプション検査（特に胃部内視鏡、子宮がん検査）は大変混み合っております。胃部検診をご希望され

　　る場合はＸ線検査の受診にご協力ください。

　　なお、最新の予約状況は、当組合ホームページ「築地健診プラザ健診予約状況」、または城西病院健診

　　予約センターにてご確認ください。

胃部

便潜血検査 35歳以上の希望者 経膣エコー検査 （セットでの受診）

眼底検査 全員 ＰＳＡ検査 50歳以上の男性

内視鏡検査 （どちらか一方選択可） マンモグラフィ検査 40歳以上の女性希望者

ピロリ菌検査 希望者
子宮

子宮細胞診検査 女性希望者

Ｘ線検査 全員 超音波検査 35歳以上の希望者

Ｘ線検査 35歳以上の希望者
乳房

超音波検査 女性希望者

 ３．受診回数

 一年度1回（4月～3月）

 (注)「生活習慣病予防健診（含む、婦人生活習慣病予防健診・遠隔地健診）」と「人間ドック」は、

 　　いずれか一年度1回の受診となります。

検査項目 対象者 検査項目 対象者

平 成 30 年 2 月

2月・3月の健康診査のご案内

 １．対象者
 被保険者全員

 被扶養者（配偶者・父・母、及び40歳以上の方）

 ２．費用  無　料

１．報道健保築地健診プラザ 



　　　当組合では、全国55ヶ所（都内30ヶ所、その他の地区25ヶ所）の医療機関と契約し、統一基準の健診を無

　　料で実施しています。ご予約の際は、各医療機関へ直接ご連絡ください。

　　※「報道健保の生活習慣病予防健診」、または「東振協契約のＢコース」と伝えてお申込みください。

(医)進興会　セラヴィ新橋クリニック

  　☎ 03-5408-8181

(医) 東京桜十字　城山ヒルズクリニック

  　☎ 03-6854-1220

(一財) ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　日野原記念ｸﾘﾆｯｸ (聖路加国際病院連携施設)

  　☎ 03-3454-5068

(医) 厚生会　古川橋病院健診センター

  　☎ 03-3453-5013

(医) 永澤滋夫記念会　赤坂永沢クリニック

  　☎ 03-3583-6710

(医) ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ　東京ミッドタウンクリニック

  　☎ 03-5413-0081

(医) 東京桜十字　泉ガーデンクリニック

  　☎ 03-6854-1220

(医) 健貢会　東京クリニック

  　☎ 03-3516-7187

(医) 友好会　秋葉原メディカルクリニック

  　☎ 03-3280-5877

(医) 和会　渋谷コアクリニック

  　☎ 03-3498-2111

(医) 東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイスクリニック

  　☎ 03-6854-1515

(医) 東京勤労者医療会　代々木病院健診センター

  　☎ 03-3478-7038

(医) 鳳凰会　フェニックスメディカルクリニック

  　☎ 0120-063-063

(医) 生光会　新宿追分クリニック

  　☎ 0120-28-3113

(一財) 東京社会保険協会　フィオーレ健診クリニック

  　☎ 03-5287-6211

(一財) 日本健康管理協会　新宿健診プラザ

  　☎ 03-3207-2222

(医) 進興会　進興クリニック

  　☎ 03-5408-8181

(医) 友好会　目黒メディカルクリニック

  　☎ 03-3280-5877

(医) 神和会　銀座富士クリニック

  　☎ 03-3542-8371

(医) 中央みなと会　中央みなとクリニック

  　☎ 03-3547-1395

(一財) 近畿健康管理ｾﾝﾀｰ　KKCｳｴﾙﾈｽ東京日本橋健診ｸﾘﾆｯｸ

  　☎ 050-3541-2529

(医) さわやか済世　健診プラザ日本橋

  　☎ 0120-489-231

品川区

品川区大崎2-1-1

Think Park Tower3階

品川区上大崎3-11-18

中央区

中央区銀座4-11-2

丸正ビル2F

中央区明石町8-1

聖路加タワー2階

中央区日本橋箱崎町5-14

アルゴ日本橋ビル1F

中央区日本橋本町4-15-9

曽田ビル4Ｆ

港区六本木1-6-3

泉ガーデンウイングB1F

千代田区

千代田区大手町2-2-1 

新大手町ビル

千代田区外神田1-16-9　

朝風二号館ビル6F

新宿区

新宿区新宿3-1-13

京王新宿追分ビル7F

新宿区新宿7-26-9

新宿区歌舞伎町2-3-18

港区三田3-12-12

笹川記念館11階

港区南麻布2-10-21

港区赤坂3-5-2

サンヨー赤坂ビル2F

港区赤坂9-7-1

地　区
医　　　　療　　　　機　　　　関　　　　名

所　　在　　地
（　申　込　先　電　話　番　号　）

東
　
　
　
　
京
　
　
　
　
都

港区

港区西新橋2-39-3

SVAX西新橋ビル6階

港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー3F

渋谷区

渋谷区渋谷1-9-8

朝日生命宮益坂ビル3階

渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー3F

渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

渋谷区千駄ヶ谷3-41-6

ミッドタウン・タワー6階

２．直接契約医療機関 



(一財) 日本予防医学協会　ウェルビーイング毛利

  　☎ 03-3635-5711

(医) 優人会　東西線メディカルクリニック

  　☎ 03-3643-0077

(医) 生全会　池袋病院附属クリニック

  　☎ 03-5911-5066

(一社) ｵﾘｴﾝﾀﾙ労働衛生協会東京支部　ｵﾘｴﾝﾀﾙ上野健診ｾﾝﾀｰ

  　☎ 03-5816-0720

(医) さわやか済世　葛飾健診センター

  　☎ 0120-489-231

(医) さわやか済世　健診プラザ両国

  　☎ 0120-489-231

(一社) 衛生文化協会　城西病院健診センター

  　☎ 03-3390-6910

(一社) 東京都総合組合保健施設振興協会　多摩健康管理ｾﾝﾀｰ

  　☎ 042-528-2011

(公財) ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ北海道支部　札幌商工診療所

  　☎ 011-261-2010

(医) 進興会　せんだい総合健診クリニック

  　☎ 022-221-0066

(医) 啓和会　いばらき健康管理センター

  　☎ 029-243-6220

(医) 智健会　イーストメディカルクリニック

  　☎ 048-799-2211

(医) 愛友会　上尾中央総合病院

  　☎ 048-773-1114

(医) 福生会　齋藤労災病院

  　☎ 043-224-7601

(医) 良知会　共立習志野台病院

  　☎ 047-466-3268

(医) 協友会　柏厚生総合病院健診センター

  　☎ 04-7144-8868

(公財) 神奈川県予防医学協会

  　☎ 045-641-8503

(公財) 静岡県予防医学協会　総合健診センターヘルスポート

  　☎ 0120-39-6460

(医) 松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック

  　☎ 052-821-0090

(一社) オリエンタル労働衛生協会

  　☎ 052-732-2200

(医) 誠厚会　名駅前診療所保健医療センター

  　☎ 052-581-8406

(医) 恵生会　恵生会アプローズタワークリニック

  　☎ 06-6377-5620

(一財) 大阪府結核予防会

  　☎ 06-6202-6666

大
阪
府

大阪市

大阪市北区茶屋町19-19　

阪急茶屋町ビル7階

大阪市中央区道修町4-6-5

静
岡
県

藤枝市 藤枝市善左衛門2-19-8

愛
知
県

名古屋市

名古屋市中村区名駅3-28-12

大名古屋ビルディング9階

名古屋市千種区今池1-8-4

名古屋市中村区名駅南2-14-19

住友生命名古屋ビル2階

神
奈
川
県

横浜市

横浜市中区日本大通58

横浜東口センター
横浜市神奈川区金港町6-20

善仁会金港町ビル2階

(医)善仁会　総合健診センター
横浜西口センター

横浜市西区北幸1-11-15

　　　　　ヘルチェック 横浜STビル3階

  　☎ 045-453-1150 ファーストプレイス横浜
横浜市西区高島2-7-1

ファーストプレイス横浜6階

　　　　　（4施設共通）
レディース横浜

横浜市西区北幸1-4-1

横浜天理ビル23階

北
海
道

札幌市 札幌市中央区南1条西5-15-2

宮
城
県

仙台市
仙台市青葉区一番町1-9-1　

仙台トラストタワー4階

千
葉
県

千葉市 千葉市中央区道場南1-12-7

船橋市 船橋市習志野台4-13-16

柏市 柏市篠籠田617

茨
城
県

水戸市
水戸市見川町丹下一ノ牧

2131-143

埼
玉
県

さいたま市
さいたま市浦和区東高砂町3-2

ハイフィールドビル4F

上尾市 上尾市柏座1-10-10

地　区
医　　　　療　　　　機　　　　関　　　　名

所　　在　　地
（　申　込　先　電　話　番　号　）

東
　
　
　
　
京
　
　
　
　
都

江東区

江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル5F

江東区門前仲町1-4-8

（駅ビル9階）

葛飾区 葛飾区立石2-36-9

墨田区 墨田区両国4-25-12

杉並区 杉並区上荻2-42-11

豊島区
豊島区東池袋3-1-1

サンシャイン60ビル8F

台東区
台東区上野1-20-11　

鈴乃屋ビルB1

立川市 立川市錦町3-7-10



(一財) 京都工場保健会　総合健診センター

  　☎ 0120-823-053

(一財) 京都工場保健会　神戸健診クリニック

  　☎ 0120-292-430

(医) ヤマナ会　広島生活習慣病・がん健診センター

  　☎ 082-224-6661

(医) 親愛　ステーションクリニック

  　☎ 0120-5290-41、または 092-721-3583

(医) 親愛　天神クリニック ディア天神

  　☎ 092-721-3583

(一財) 西日本産業衛生会　北九州健診診療所

  　☎ 093-561-0030

 最寄りの医療機関にて自費受診後、所定の「遠隔地健康診査料請求書」に領収書と健診結果を添付

 のうえ、当健康保険組合あて請求　→償還払い（上限25,000円）

＊人間ドック（補助金制）を受診される場合は、当組合ホームページ（http://www.houdou-kenpo.or.jp）

　または健康管理課にて詳細をご確認ください。

北九州市 北九州市小倉北区室町3-1-2

上記以外の地区

広
島
県

広島市
広島市中区幟町13-4

広島マツダビル4F

福
岡
県

福岡市

福岡市博多区博多駅中央街1-1　

エキサイド博多3階

福岡市中央区天神2-12-1

天神ビル3階

京
都
府

京都市 京都市中京区西ノ京北壺井町67

兵
庫
県

神戸市
神戸市中央区元町通2-8-14　

オルタンシアビル3・4階

地　区
医　　　　療　　　　機　　　　関　　　　名

所　　在　　地
（　申　込　先　電　話　番　号　）

  問い合わせ先 

    東京都報道事業健康保険組合 

            健康管理課 

電話03（6264）0136 


