
エヌ・ケイ・クリニック １（土） 　５（水） ２（水） 　５（土）

綾瀬3-2-8 ６（木） １３（木） １０（木） １１（金）

シティプレイスアヤセ３階 １４（金） １５（土） １４（月） １６（水）

０３－３６２０－２０３４ １９（水） ２０（木） １７（木） １９（土）

２４（月） ２７（木） ２４（木） ２５（金）

２８（金） ２９（土） ２８（月） ３０（水）

　５（水） １９（水） ２（水） １４（月）

１６（水） ３０（水）

★柳原病院

　千住曙町35-1

　０３－５２８４－１８００

セツルメント診療所

　東和4-20-7

　０３－３６０５－７７４７

東京健生病院 ６（日） ２０（日）

大塚4-3-8

０３－３９４４－６１１６

Bene浅草レディース健診クリニック

　花川戸1-4-1浅草EKIMISE7階

　０３－６８０２－７８６４

すみだ共立診療所
　　墨田3-41-15

　　０３－３６１１－５５４５

3S(スリーエス）メディカルクリニック

　江東橋2-19-7富士ソフトビル2階

　０３－５６２４－５３２０

６（木） ２０（木） ３（木） １７（木）

　太平3-20-2
　０３－３６２２－９１９０

江東診療所
　大島1-36-5江東ビル2階

　０３－３６８１－９５０９

扇橋診療所
　三好4-7-10-102

　０３－３６３０－１６３１

１８時～１９時 （３日は除く）

１８時～１９時

毎週（火）（木） 毎週（火）（木）

２（日）

８時３０分～１１時３０分

江東区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

賛育会病院 健康管理クリニック

８時３０分～９時３０分 ８時３０分～９時３０分

・女性医師の診察
・女性技師の検査

・女性医師の診察
・女性技師の検査

８時～１１時２０分 ８時～１１時２０分

受診者は女性のみ 受診者は女性のみ

毎週（金） 毎週（金）

※完全予約制 ※完全予約制

８時３０分～１１時 （１０日は除く）

１８時～１９時 １８時～１９時

夜間
２（日） 毎週（月） 毎週（月）

医師、スタッフ女性のみ 医師、スタッフ女性のみ

墨田区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性

（１０日は除く） （３日は除く）

１０時～１５時 １０時～１５時

日曜（休日） 女性 夜間

毎週（月）（火）（木）（金） 毎週（月）（火）（木）（金）

台東区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間

２（日）

８時～１１時 ８時～１１時

文京区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

１６（日）

８時３０分～１１時３０分

１３時３０分～１５時３０分

１４時～１６時

１５（土） １４時～１６時

１４時３０分～１６時３０分 １９（土）

１４時３０分～１６時３０分

日曜（休日） 女性 夜間

８時３０分～１１時 ８時３０分～１１時

日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

足立区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間

毎週（日） 毎週（日）

（３０日は除く） ９時３０分～１２時

９時３０分～１２時

節目健診（人間ドック）

のみの契約機関です

https://www.nkclinic.com/
http://yanagihara.kenwa.or.jp/
http://yanagihara.kenwa.or.jp/
https://kensei.tokyo-health.coop/
https://bene-asakusa.com/
http://www.ken-ai.or.jp/network/sumida/
https://3smcl.jp/
http://www.san-ikukai.or.jp/sumida/hospital/index.html
http://koutou.nankatu.or.jp/
http://oogibashi.nankatu.or.jp/
http://www.san-ikukai.or.jp/sumida/hospital/index.html


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

（旧イムス八重洲クリニック）

　京橋2-7-19
　京橋イーストビル5階
　０３－３５６７－２０８０

第二臨海クリニック
　西葛西7-28-8
　０３－５６５８－３５５８

葛西みなみ診療所 １３（日） ２７（日）

　南葛西2-12-1

　０３－５６７９－７１４４

京橋クリニック

　南篠崎町2-40-3

　０３－３６７８－５７９１

林クリニック
　小茂根4-28-14

　０３－３９５６－２０９０

坂下診療所
　坂下1-12-20

　０３－３９６６－３３４９
小豆沢病院付属高島平診療所

　高島平8-1-1

　０３－３９３２－３３９４

８時～１２時

※要予約

２７（日）

３０（日）

９時～１１時３０分

毎週（水） 毎週（水）

（２８日は除く）

１５時～１８時 １５時～１８時

（月）・（火）・（木）・（金） （月）・（火）・（木）・（金）

（１０日は除く） （３日は除く）

１６時～１８時３０分 １６時～１８時３０分

夜間 日曜（休日） 女性 夜間
毎週 毎週

２３（日） ２７（日）

９時～１１時３０分 ９時～１１時３０分

板橋区 10月 11月
日曜（休日） 女性

受診者は女性のみ 受診者は女性のみ

８時～１０時３０分

※要予約

（１３日は除く） （３日は除く） （３日は除く）

９時～１１時３０分 １８時～１９時 ９時～１１時３０分 １８時～１９時

夜間

毎週（木） 毎週（木） 毎週（木） 毎週（木）

受診者、医師、
スタッフ女性のみ

受診者、医師、
スタッフ女性のみ

江戸川区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性

毎週（月） 毎週（月）

（１０日は除く）

１３時３０分～１４時 １３時３０分～１４時

（１０日は除く）

８時～９時３０分 ８時～９時３０分

東京土建健診 東京土建健診

８時～９時３０分 （人間ドック） ８時～９時３０分 （人間ドック）

毎週（月） 毎週（月）

★ＩＭＳ　Ｍｅ－Ｌｉｆｅクリニック八重洲
９（日） 節目健診 ２３（水） 節目健診

中央区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

http://www.ims.gr.jp/yaesu/
http://www.ims.gr.jp/yaesu/
https://www.so-you.or.jp/clinics/clinic_dainirinkai.html
http://kasaiminami.nankatu.or.jp/
http://www.kyoubashi.com/
https://hayashi-medical.com/
https://www.kenbun.or.jp/shinryoujo/sakashita/
https://www.kenbun.or.jp/shinryoujo/takashimadaira/
http://www.ims.gr.jp/yaesu/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

（旧池袋ロイヤルクリニック）

　東池袋1-21-11

　オーク池袋ビル10階

　０３－３９８９－１１１２

赤羽東口病院

赤羽1-38-5

０３－３９０２－２６２２

東京メディカルクリニック

　滝野川6-14-9

　東京先端医療モールビル内

　０１２０－７７０－９２９

大泉生協病院

　東大泉6-3-3

　０３－５３８７－３１９９

宮園内科クリニック

　高松1-42-20

　０３－３８２５－１００１

シーエスケー・クリニック

　新橋1-13-12　堤ビル4階
　０３－５１５７－５１２１

芝健診センター

　新橋6-19-21

　０３－３４３１－７４９１

（９日は除く） ２３日（水）

８時～１２時 ８時～１２時

※節目健診と土建
健診では予約可能
時間が異なりま
す。女性優先でも
時間帯により男性
が少数いることが
あります。

※節目健診と土建
健診では予約可能
時間が異なります。
女性優先でも時間
帯により男性が少
数いることがありま
す。

毎週（日） 毎週（日）

毎週（火）・（木） 毎週（火）・（木）

（３日は除く）

８時３０分～１２時 ８時３０分～１２時

港　区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

毎週（日） 毎週（日）

９時３０分～１０時 ９時３０分～１０時

※予約制（定員２名） ※予約制（定員２名）

３０（日）

８時～１１時

練馬区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

※婦人科の検査で
は、医師・スタッフ
全て女性が対応。
受診者もほぼ女性
のみであるが、男
性がまじる場合あ
り。

※婦人科の検査で
は、医師・スタッフ
全て女性が対応。
受診者もほぼ女性
のみであるが、男
性がまじる場合あ
り。

毎週（日） 毎週（日）

８時３０分～１１時 ８時３０分～１１時

夜間

毎週（木） 毎週（木）

（３日は除く）

９時～１１時 ９時～１１時

１４時～１６時 １４時～１６時

北　区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性

７時５０分 ７時５０分

８時５０分 ８時５０分

９時５０分

★ＩＭＳ　ＭｅーＬｉｆｅクリニック池袋
９（日） ２０（日）

受診者、医師、
スタッフ女性のみ

受診者、医師、
スタッフ女性のみ

豊島区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

節目健診（人間ドック）

のみの契約機関です

https://imsgroup.jp/ikebukuro/
https://www.ims.gr.jp/ikebukuro/
https://akabane-eastside-hp.jp/index.html
https://www.c-takinogawa.jp/
https://oizumi.tokyo-health.coop/
http://www.miyazono-clinic.or.jp/
http://www.cskclinic.com/
http://shiba-kenshin.nankatu.or.jp/
https://imsgroup.jp/ikebukuro/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

★旗の台健診センター ２（水） ７（月）

　　旗の台6-16-11 ９（水） １４（月）

　　０３－３７８３－９４１１ ５（水） １２（水） １６（水） ２８（月）

１７（月） １９（水）

★三ツ木診療所 １６（日） ３０（日）

西品川2-13-20
０３－３７７９－００３１

★ゆたか診療所
　豊町4-18-21

　０３－３７８１－４７２３

★大田病院附属うのき診療所

鵜の木3-13-10

０３－３７５０－５３５１

★大田病院附属大森中診療所

　　大森中1-22-2

　　０３－３７６２－８４３９

★京浜診療所

　　東六郷1-27-4

　　０３－３７３４－７２８８

１６（日） ２０日）

９時～１１時 ９時～１１時

※胃レントゲン不可 ※胃レントゲン不可

１６（日） ２０（日）

９時～１１時 ９時～１１時

※要予約 ※要予約

１６（日） ２０（日）

９時～１１時３０分 ９時～１１時３０分

大田区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

２３（日） ２７（日）

９時～１２時 ９時～１２時

１７時～１９時 １７時～１９時

毎週（月）（水）（木） ２０（日） 毎週（月）（水）（木）

９時～１１時 （１０日は除く） ９時～１１時 （２３日は除く）

２６（水） ８時３０分～１１時

１０時～１０時３０分 １３時３０分～１４時３０分

１３時３０分～１４時３０分

受診者、医師、
スタッフ女性のみ

受診者、医師、
スタッフ女性のみ

２４（月） ５（土）

８時３０分～１０時３０分 ９時～１１時

１３時３０分～１４時３０分 ２１（月）

８時３０分～１０時３０分

１３時３０分～１４時３０分 １３時３０分～１４時３０分

日曜（休日） 女性 夜間

３（月）

１４時～１４時３０分

品川区
10月 11月

日曜（休日） 女性 夜間

http://zrf.or.jp/hatanodai/
https://www.mitsugishin.jp/index.html
https://www.yutakashin.jp/
http://www.unokishin.jp/
http://www.oomorinakashin.jp/
https://www.keihin-shin.jp/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

２（日） 　１６（日） ３（木） 　６(日）

２（日） 　１６（日） ２０（日） 　２３（水） ６（日） 　２０日）

　神山町17-8

　０３－３４６９－１１６３

代々木病院健診センター

　千駄ヶ谷1-30-7 ８（土） ２２（土）

　０３－３４７８－７０３８ １２（土） ２０（日）

２６（土）

★クロス病院 １２（土） ２７（日）

　幡ヶ谷2-18-20

　０３－３３７６－６４５０

はたがや協立診療所
　　幡ヶ谷3-9-11
　　プラッツ幡ヶ谷1階
　　０３－５３０４－０６２１

（旧新宿ロイヤル診療所）

　代々木2-9大久保ビル2階

　０３－３３７５－３３７１

８時～９時３０分 ８時～１４時 ８時～９時３０分 ８時～１４時
★ＩＭＳ　ＭｅーＬｉｆｅクリニック新宿

１６（日） 毎週(月） ２７（日） 毎週(月）

毎週（火）（木） 毎週（火）（木）

（３日は除く）

１７時～１８時３０分 １７時～１８時３０分

８時３０分～１０時３０分

※マンモグラフィの
み男性技師。その
他医師及びスタッ
フは女性。

※マンモグラフィの
み男性技師。その
他医師及びスタッフ
は女性。

・婦人科は女性医師 ・婦人科は女性医師

２２（土） 毎週（火）（水） 毎週（火）（水）

８時１５分～１１時 ８時３０分～１０時３０分 ８時１５分～１１時 （２３日は除く）

１３時～１５時もあり ８時３０分～１１時

※２２（土）はスタッ
フも女性、受診者
も女性のみ

※１８（金）は

１３時～１５時もあり

※２６（土）はスタッ
フも女性、受診者も
女性のみ

８時３０分～１１時

※２１（金）は

１６（日） 毎週（水）（金） ２０（日） 毎週（水）（金）

８時３０分～１１時 ８時３０分～１１時 （２３日は除く）

※女性医師の指定
は基本的に火～金
のみ。予約時にご
確認ください。

※女性医師の指定
は基本的に火～金
のみ。予約時にご
確認ください。

★PL東京健康管理センター
毎週(火）～（土） 毎週(火）～（土）

８時３０分～１０時３０分

８時３０分～１０時３０分 ８時３０分～１０時３０分 ８時３０分～１０時３０分

渋谷区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

節目健診
（人間ドック）

のみの
契約機関です

節目健診
（人間ドック）

のみの
契約機関です

http://www.pl-tokyo-kenkan.gr.jp/
http://www.tokyo-kinikai.com/yoyogi/kenshin/index.html
http://kurosu-hosp.com/
http://www.yuiyuidori.net/iryou-fukusi/hatagaya/hatagaya.html
https://imsgroup.jp/shinjuku/
https://imsgroup.jp/shinjuku/
https://imsgroup.jp/shinjuku/
http://www.pl-tokyo-kenkan.gr.jp/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

★新宿健診プラザ

　歌舞伎町2-3-18
　０３－３２０７－２２２２

１（土） ２４（月）

　西新宿1-8-3 ５（土） １４（月）

　小田急明治安田生命ビル10階 ２８（月）

　０３－３３４９－２７３１

★楠樹記念クリニック ９（日） １６（日） ６（日） ２０（日）

西新宿2-6-1 ３０（日） ２７（日）

新宿住友ビル3階

０３－３３４４－６６６６

中野共立病院附属健診センター

　中野5-45-4

　０３－３３８６－９１０６

★しんえい糖健診クリニック

　高円寺南4-6-7

　アンフィニビル3F

　０３－６３８３－１８７３

診療所杉並健診プラザ
（旧高井戸東健診クリニック）

　高井戸東2-3-14
　０３－３３３１－６８２３

せいきょう診療所 １２（水） ２６（水）
　松ノ木3-23-8

　０３－３３１３－７３６５ ※要予約 ※要予約 ※要予約

９時～１２時 １８時～１９時 １８時～１９時
１６（日） ９（水）

１４時～１５時

上記いずれも男女
フロア別（内視鏡
室のみ男女兼用）
医師・スタッフ全て
女性（内視鏡担当
者は男性の場合あ
り）

上記いずれも男女
フロア別（内視鏡室
のみ男女兼用）
医師・スタッフ全て
女性（内視鏡担当
者は男性の場合あ
り）

毎週（火）（木）（金） 毎週（火）（木）（金）

８時１５分～１１時 （３日は除く）

１４時～１５時 ８時１５分～１１時

（１０日は除く） （２３日は除く）

１５（土） １９（土）

８時１５分～１１時 ８時１５分～１１時

８時４０分～１１時４０分

女性医師・技師が
対応。（金）はさら
にスタッフ・受診者
も女性のみとなり
ます。

女性医師・技師が
対応。（金）はさらに
スタッフ・受診者も
女性のみとなりま
す。

毎週（月）（水） 毎週（月）（水）

夜間
毎週（月）（火）（金） １３（日） 毎週（月）（火）（金）

（１０日は除く） ８時４０分～１２時２０分

８時４０分～１１時４０分

杉並区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性

１６（日） １３（日）

８時３０分～１１時 ８時３０分～１１時

中野区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

８時４０分～１０時２０分

８時４０分～１０時２０分

※月曜・水曜は
女性医師が対応

※月曜・水曜は
女性医師が対応

８時～８時３０分 ８時～８時３０分

７時３０分～１３時３０分 ７時３０分～１３時３０分

上記いずれも女性
医師スタッフが対
応
受診者も女性のみ

上記いずれも女性
医師スタッフが対応
受診者も女性のみ

★明治安田 新宿健診センター
毎週(水）（金） 毎週(水）（金）

（２３日は除く）

日曜（休日） 女性 夜間

毎週（月）～（土） 毎週（月）～（土）

（１０日は除く） （３日、２３日は除く）

新宿区 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間

節目健診
（人間ドック）

のみの
契約機関です

節目健診
（人間ドック）

のみの
契約機関です

節目健診

（人間ドック）

のみの契約機関です

節目健診

（人間ドック）

のみの契約機関です

http://nikkenkyo.or.jp/shinjuku/
https://www.my-kenshin.jp/
http://www.nanju.or.jp/
http://www.kenyu-kai.or.jp/kenshin/
http://shinei-cl.com/
https://nihonkenshin.jp/suginami/
https://nihonkenshin.jp/suginami/
https://www.seikyou-clinic.com/
https://www.my-kenshin.jp/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

武蔵村山さいとうクリニック
　大南3-68-3
　０４２－５９０－２２６６ ３（木） ２３（水）

清瀬診療所
　元町1-13-27

　０４２－４９３－２７２７

多摩みなみクリニック
　永山1-7-8

　０４２－３１１－４４１５

八王子共立診療所
　東町2-3

　０４２－６３９－７６２４

新町クリニック健康管理センター ３（木） ２３（水）

　新町3-53-5

　０４２８－３１－５３１２

みさと健和病院健診センター

　鷹野4-494-1

　０４８－９５５－５４９４

埼玉協同病院 ２（日） １６（日）

　木曽呂1317
　０４８-２９６－４８８０

さいわい診療所 ６（木） ２０（木）

　西青木5-1-40

　０４８－２５１－８５６０

１８時～１９時 １８時～１９時

※時間は指定されます ※時間は指定されます

１７（木）

夜間 日曜（休日） 女性 夜間
２７（日）

８時３０分～１１時 ８時３０分～１１時

２０（日）

８時３０分～１１時

川口市 10月 11月
日曜（休日） 女性

三郷市
10月 11月

日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

夜間 日曜（休日） 女性 夜間

１０時３０分～１１時

２０（日）

８時３０分～１１時

青梅市
10月 11月

日曜（休日） 女性

八王子市
10月 11月

日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

８時３０分～１１時３０分

女性 夜間
２７（日）

多摩市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日）

９（日） ２０（日）

８時３０分～１１時４５分 ８時３０分～１１時４５分

清瀬市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

毎週（日） 毎週（日）

９時～１２時３０分 ９時～１２時３０分

１０（月）

９時～１８時 ９時～１８時

武蔵村山市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

http://msaito.jp/clinic/
http://saito.coop/kiyose/index.html
http://tama.kyoritsu-clinic.jp/index.html
http://www.kyoritsu-clinic.jp/
https://www.shinmachi-cl.com/
http://misato.kenwa.or.jp/
https://kyoudou-hp.com/
http://saiwai-cl.jp/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

浦和民主診療所
　浦和区北浦和5-10-7
　０４８-８３２－６１８２

大井協同診療所 ２（日） １６（日） ６（日） ２０（日）

　ふじみ野1-1-15
　０４９－２６７－１１０１

所沢診療所 １２（水） ２６（水）

　宮本町2-23-34

　０４－２９２４－０１２１

熊谷生協病院

　上之3854

　０４８－５２４－３８４１

東葛病院健診センター
　中102-1
　０４－７１２８－９３９３

行徳総合病院
本行徳5525-2
０４７－３９５－１１５１

９時～１０時

２３（水）

８時３０分～１０時

※内容によっては
受診できない場合
がありますので、
予約の際に確認く
ださい。

日曜（休日） 女性 夜間
３（木）

※上記は女性健診
の対応が可能であ
る日です。女性健
診のみの日程では
ありません。受付
時間は都合により
変更となる場合が
あります。

※上記は女性健診
の対応が可能であ
る日です。女性健
診のみの日程では
ありません。受付時
間は都合により変
更となる場合があり
ます。

市川市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間

毎週(月)～(土) 毎週(月)～(土)

（１０日は除く） （３日、２３日は除く）

９時３０分～１０時３０分 ９時３０分～１０時３０分

流山市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

８時～１１時３０分 ８時～１１時３０分

日曜（休日） 女性 夜間
１６（日） １３（日）

９（水）

１８時～１９時 １８時～１９時

熊谷市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間

所沢市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

※２日胃レントゲン不可

８時～１０時３０分 ８時～１０時３０分

ふじみ野市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

１６（日） ２０（日）

１０時１５分 １０時１５分

※先着順 ※先着順

さいたま市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

http://www.urasin.org/
https://ohikyoudou.mcp-saitamawest.jp/
https://tokoshin.mcp-saitamawest.jp/
http://www.kumagaya-hospital.coop/
http://www.tokatsu-hp.com/medical/index.html
https://gyo-toku.jp/


日曜（休日）健診、女性健診、夜間健診 日程一覧　

～ 事前の電話予約の際、受診券付保険証をお手元にご用意ください。当日は窓口にご提示を ～

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、東京土建健診、節目健診（人間ドック）が受診できない場合があ
ります。また、受診できる人数に限りがある場合がありますので、受診を希望される場合には、健診機関に確認
のうえ、予約・受診いただきますようお願いいたします。受診される際には、マスクの着用、手洗いなど感染症防
止にご理解とご協力をお願いいたします。

※日程・受付時間は変更になる場合があります。ご予約の際に必ずお確かめください。
　★がついている健診機関は、健診機関のホームページから予約が可能です。
　くわしくは、各健診機関のホームページにてご確認ください。

いしだクリニック ２（日） １６（日） ６（日） ２０（日）

　麻生区百合丘2-7-1 ３０（日）

　０４４－９５９－５９４４

すずき内科クリニック
　多摩区登戸2130-2
　 アトラスタワー向ヶ丘遊園208

　０４４－２８１－０２０１

さがみ生協病院
　南区相模大野6-2-11

　　０４２－７０１－３３１１

女性健診を希望される方へ
女性医師・スタッフが対応する医療機関
Bene浅草レディース健診クリニック

賛育会病院健康管理センター

ＩＭＳ　ＭｅーＬｉｆｅクリニック
八重洲

受診者、医師、スタッフ女性のみ

第二臨海クリニック
ＩＭＳ　Ｍｅ－Ｌｉｆｅクリニック池袋

赤羽東口病院
旗の台健診センター
ＰＬ東京健康管理センター

代々木病院健診センター
クロス病院 マンモグラフィーのみ男性技師。その他医師及びスタッフは女性。
新宿健診プラザ
明治安田新宿健診センター

しんえい糖健診クリニック
診療所杉並健診プラザ

※変更となる場合があります。詳細については、各医療機関にお問い合わせください。

女性医師の指定は基本的に火～金のみ。予約時にご確認ください。
婦人科は女性医師、第４土曜日はスタッフも女性、受診者も女性のみ

夜間
１６（日）

受診時間は医療
機関にお問い合
わせください。

医師・スタッフ全て女性。受診者も女性のみ
月曜・水曜は女性医師が対応
女性医師・技師が対応。（金）はさらにスタッフ・受診者も女性のみとなります。
女性医師・スタッフが対応（胃内視鏡担当者は男性の場合あり）。

医師、スタッフ女性のみ
女性医師の診察、女性技師の検査

受診者は女性のみ
受診者・スタッフすべて女性のみ
婦人科の検査では、医師・スタッフ全て女性が対応。受診者もほぼ女性のみであるが、男性がまじる場合あり。

受診者・医師・スタッフ全て女性

８時～１２時 ８時～１２時

相模原市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性

８時～１１時 ８時～１１時

予約制 予約制

１６（日） ２０（日）

川崎市 10月 11月
日曜（休日） 女性 夜間 日曜（休日） 女性 夜間

https://www.ishida-clinic.or.jp/
https://suzuki-naika-clinic.com/
https://www.sagami-seikyou-hospital.com/

