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2017年 2月 21日 

 

２０１７年度 学生定期健康診断のお知らせ 
 

≪全キャンパス共通≫ 
◆ はじめに 

・ 学生定期健康診断は自分自身の健康を守るために，毎年，全員が受診してください。疾病の早期発見，また，他者への     

感染防止のためにも必ず受診してください。 

・ 必ず自身が所属するキャンパスの日程内で受診してください。 

・ 学生定期健康診断を受診せずに，後日学内診療所等で受診する場合は有料となりますので，この機会に受診してください。 

・ 2017 年度に和泉体育館内のフィットネスルームを利用するには，「2017 年度学生定期健康診断」を受診していることと，   

フィットネスルームの「利用講習会」を受講することが条件となっています。 

・ 学生定期健康診断実施日は，各診療所は休診となりますのでご注意ください。 

・ 学生定期健康診断に関する問合せは以下のとおりです（学部事務室では対応できません）。 

   駿河台キャンパス：学生支援事務室     03-3296-4212・4479  駿河台診療所 03-3296-4452・4453 

   和泉キャンパス：和泉学生支援事務室   03-5300-1176     和泉診療 所 03-5300-1179 

   生田キャンパス：生田学生支援事務室   044-934-7579     生田診療 所 044-934-7611 

   中野キャンパス：中野教育研究支援事務室 03-5343-8058     中野診療 所 03-5343-8078 

 

◆ 検査項目 

［身長］［体重］［視力］［検尿］［胸部レントゲン］ ［内科診察］［血圧］［問診］ 

 ・［血圧］は学部１年生と大学院新入生のみ，［内科診察］は卒業年次生のみです。 

・［視力］では，コンタクトレンズ使用者は装着した状態で受診してください。また，眼鏡を使用している場合は，当日持参し，

矯正視力を測定してください。 

 

◆ 受診にあたっての注意 

・ 受診日の前日は暴飲暴食をさけ，十分な睡眠をとってください。 

・ 受診に際して必要なもの： 

①［学生証］（新入生で学生証交付前に受診する場合には,「学生証引換証」を提示してください。） 

②［採尿済みの検尿容器］ 

③［眼鏡・コンタクト（使用者）］ 

・  尿は，可能な限り自宅で朝一番の尿（早朝尿）を採取し，健康診断会場へお越しください。 

・ レントゲン撮影を受ける際，ボタン・刺繍・熱転写プリント・金具等のある服は着用できません。 

あらかじめ無地のＴシャツ等を着用するか持参してください。また，髪の長い人は肩にかからないようにまとめてください。 

・ 手荷物はできるだけ少なくしてください。保管場所は用意していませんので，貴重品は手元に置くようにしてください。 

・ 携帯電話は電源を切るか，マナーモードにしてください。 

・  時間帯によって混雑することもありますので，時間には余裕をもって受診してください。 

・  やむを得ない理由で指定日に受診できない場合は，所属キャンパスの他学部の同じ男女枠で受診してください。 

 

◆ 検査結果について 

・ 検査結果（個人情報）は，６月以降，順次「Oh-o! Meiji System」のポータルページに開示され，確認することができます。 

・ 定期健康診断の結果，胸部レントゲン等の再検査が必要な学生には連絡しますので，必ず再検査を受けてください。  

 

◆「健康診断証明書」について 

・ 学生定期健康診断を受診した卒業年次生は,「健康診断証明書」を証明書自動発行機から取得できます（１通３００円）。 

・ 発行期間（証明書自動発行機）：２０１７年５月１５日（月）～２０１８年３月２４日（土）※卒業日の前々日まで 

・ 卒業年次生以外は，定期健康診断を受診していても，「健康診断証明書」を証明書自動発行機で取得することはできません。 

 

◆ 学校保健安全法および個人情報の取扱いについて 

・ 法的根拠 

健康診断は「学校保健安全法」に基づき毎年，定期的に実施されるものです。 

・ 利用 

検査結果（個人情報）は，学生の健康管理，健康診断証明書及び健康診断書の発行，ならびに統計資料としてのみ利用し，この

目的以外には使用しません。 

・ 管理 

検査データ（個人情報）は，学内の「健康管理サブシステム」で一括管理されます。ただし，「胸部レントゲン間接フィルム」

のみ，学外で現像処理されますが，フィルムのみでは個人を特定することができません。 

   【管理部署】 

   学生支援事務室・和泉学生支援事務室・生田学生支援事務室，中野教育研究支援事務室 

 

  【注意】 

大学の学生定期健康診断の胸部レントゲン撮影がきっかけで，結核が発見されるケースがあります。 

若い世代の多くは結核菌に未感染のため菌を吸い込むと感染しやすく，比較的早い時期に発病する危険があることから， 

定期的に健康診断を受けることが重要です。本人の重症化を防ぐためだけではなく，他の人への感染拡大防止のためにも，

必ず学生定期健康診断を受診してください。 
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２０１７年度 学生定期健康診断日程表 
 

≪駿河台キャンパス≫ 

受付場所：リバティタワー１５階 

 受付日時 ４月３日（月） ４月４日（火） ４月５日（水） ４月６日（木） ４月８日（土） 

学 

部 

法 

9:00～11:00 ―――― ４年男子 ―――― ―――― ３・４年女子 

13:00～15:00 ―――― ―――― ３年男子 ３・４年女子 ―――― 

17:00～19:00   ―――― ３・４年男子  

商 

9:00～11:00 ―――― ３年男子 ―――― ３・４年男子 ―――― 

13:00～15:00 ４年男子 ３・４年女子 ―――― ―――― ―――― 

17:00～19:00   ３・４年女子 ――――  

政
経 

9:00～11:00 ４年女子 ４年男子 ―――― ３年男子 ３年女子 

13:00～15:00 ３年男子 ３・４年女子 ４年男子 ―――― ―――― 

17:00～19:00   ―――― ――――  

文 

9:00～11:00 ３・４年女子 ―――― ３・４年男子 ―――― ３年女子 

13:00～15:00 ―――― ―――― ―――― ４年女子 ３・４年男子 

17:00～19:00   ―――― ――――  

経
営 

9:00～11:00 ３年女子 ―――― ３・４年男子 ―――― ―――― 

13:00～15:00 ４年男子 ―――― ―――― ３・４年女子 ３年男子 

17:00～19:00   ４年女子   

情
コ
ミ 

9:00～11:00 ―――― ―――― ―――― ―――― ３・４年女子 

13:00～15:00 ―――― ―――― ３・４年男子 ―――― ４年男子 

17:00～19:00   ３・４年女子 ３年男子  

大学院※ 

9:00～11:00 ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― 

13:00～15:00 ―――― ―――― ―――― 全学年女子 全学年男子 

17:00～19:00   全学年女子 全学年男子  

 

〔駿河台キャンパスの連絡事項〕 

・ 「検尿容器」は３月２４日（金）より，診療所（大学会館２階），学生支援事務室（リバティタワー３階），インフォメーシ
ョンスクエア（リバティタワー２階）にて配布します。 

 
※駿河台キャンパス受診対象研究科：法学研究科，商学研究科，政治経済学研究科，文学研究科，経営学研究科，情報コミュ 

ニケーション研究科，グローバル･ガバナンス研究科，法科大学院，専門職大学院  

 

 

≪和泉キャンパス≫ 

受付場所：メディア棟５階 

 受付日時 ４月４日（火） ４月５日（水） ４月６日（木） ４月７日（金） ４月８日（土） 

学 

部 
法 

9:00～11:30 ―――― ２年女子 １年女子（9：00～10：00） ―――― ―――― 

13:30～16:30 ―――― １年男子 ―――― ２年男子 ―――― 

商 

9:00～11:30 ―――― ２年女子 ―――― ―――― ―――― 

13:30～16:30 １年女子 ―――― １年男子 ２年男子 ―――― 

政
経 

9:00～11:30 １年男子 ―――― ―――― ２年男子 ２年女子 

13:30～16:30 １年女子 ―――― ―――― ―――― ―――― 

文 

9:00～11:30 ―――― ２年女子 ―――― ２年男子 １年女子 

13:30～16:30 ―――― ―――― １年男子 ―――― ―――― 

経
営 

9:00～11:30 ―――― ―――― ２年女子（10：00～11：30） ―――― ―――― 

13:30～16:30 １年女子 ―――― ―――― ―――― １・２年男子（～16：00） 

情

コ

ミ 

9:00～11:30 ―――― ―――― １年女子（10：00～11：30） ２年男子 ２年女子 

13:30～16:30 ―――― １年男子 ―――― ―――― ―――― 

大学院※ 
9:00～11:30 全学年男子 全学年女子 ―――― ―――― ―――― 

13:30～16:30 ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― 

※4月 6 日（木）午前は受付時間指定あり。4 月 8日（土）のみ，16：00受付終了。 
〔和泉キャンパスの連絡事項〕 

・ 「検尿容器」は３月２４日（金）より，第一校舎１階・メディア棟１階・和泉学生支援事務室（第一校舎１階）にて配布しま

す。 
 
※和泉キャンパス受診対象研究科：教養デザイン研究科 
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≪生田キャンパス≫ 

受付場所：食堂館スクエア２１ １階ラウンジ 

 受付日時 ４月３日（月） ４月４日（火） ４月５日（水） ４月６日（木） ４月８日（土） 

学 

部 

理

工 

9:00～11:30 ４年女子 ４年男子 ３年男子 ２年女子 １年男子 

13:30～16:00 ４年男子 ２年男子 １・３年女子 ２・３年男子 ―――― 

農 

9:00～11:30 ４年女子 ４年男子 １・３年男子 ２・３年女子 ―――― 

13:30～16:00 ４年男子 ２年男子 １年女子 ―――― ２・３年男子 

大学院※ 
9:00～11:30 ２・３年女子 ２・３年男子 ―――― ―――― ―――― 

13:30～16:00 ２・３年男子 １年男子 １年女子 ―――― １年男子 

 

〔生田キャンパスの連絡事項〕 
・「検尿容器」は３月２７日（月）より，診療所（中央校舎２階）・生田学生支援事務室（中央校舎１階）にて 

配布します。 
 
※生田キャンパス受診対象研究科：理工学研究科（新領域創造専攻，建築学専攻国際プロフェッショナルコース，建築・都市学 

専攻国際建築都市デザイン系／総合芸術系を除く），農学研究科 
 
 

≪中野キャンパス≫ 
受付場所：高層棟５階 ５１５教室 

 
 
〔中野キャンパスの連絡事項〕 
・ 「検尿容器」は３月２４日（金）より，低層棟３階事務室前にて配布します。 
 
※中野キャンパス受診対象研究科：国際日本学研究科，先端数理科学研究科，理工学研究科（新領域創造専攻，建築学専攻国際 

プロフェッショナルコース，建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系／総合芸術系） 
 

以 上 

 受付日時 ４月６日（木） ４月７日（金） ４月８日（土） 

学 

部 

国際 

日本 

9:00～11:30 ４年女子 ２・３年女子 １年女子 

13:30～16:00 ４年男子 ―――― １・２・３年男子 

総合 

数理 

9:00～11:30 ４年女子 ２・３年女子 １年女子 

13:30～16:00 ４年男子 ２・３年男子 １年男子 

大学院※ 
9:00～11:30 全学年女子 ―――― ―――― 

13:30～16:00 全学年男子 ―――― ―――― 


