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２０１９年度　明治大学学生保険委員会広報誌

M－KENPO
春号 VOL.12

１．2018 年度活動紹介

２．学生健保と協定医療機関

３．診療所紹介・診療所からのメッセージ

～学生保険委員会とは～
　明治大学学生保険委員会とは、１９６４年に「相互扶助の精神」に基づき
創設された、明治大学学生健康保険互助組合（学生健保）の組合員（＝学生）
の代表機関です。
◎目的
明治大学生の健康増進。
　様々な活動を通して、明大生の学生生活をより充実したものにしてい
きたいと考えています。
◎主な活動内容
・医療給付の周知・予防給付の企画、運営
・健康に関する広報誌「M-KENPO」の発行
　　☆学生保険委員会公式 Twitter アカウントはこちら→

ＩＤ：@kenpomeiji

３． 診療所紹介 ・診療所からのメッセージ

明治大学の各キャンパスには診療所があります。
診療所では、主に診療・健康相談を行っています。また、身体測定、血圧測定、
体組成測定やアルコールパッチテスト（キャンパスによって曜日が異なります）
も受け付けています。利用する際は必ず有効な「学生証」を提示してください。

編集後記
新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます！
新生活で戸惑いを感じる場面も
あると思いますが、健康第一で
楽しい大学生活にしていきましょう！

発行所
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台 1-1　明治大学
明治大学学生健康保険互助組合
発行・編集　明治大学学生保険委員会
　　　　　　広報班
発行日：2019 年 4月１日

【駿河台キャンパス…大学会館２階】

【和泉キャンパス…第一校舎２階】

【生田キャンパス…中央校舎２階】

【中野キャンパス…低層棟３階】



＜協定医療機関の利用方法＞
①協定医療機関の受付で有効な「学生証」と「健康保険証」を提示 
②診察・治療
③会計（保険診療分の自己負担なし）
※負担がなくなるのは保険診療分の外来診療に限ります。
　入院分については後日申請することで給付を受けられます
　（特別入院給付金）。

☆詳細やその他の給付については「学生健康保険のしおり」をご覧ください。

１． 2018 年度活動紹介 ２． 学生健保と協定医療機関

１ ２

★学生保険委員会は新規メンバーを募集しています！
明治大学学生保険委員会は大学公認の委員会で、
①運営部（渉外や明大祭企画運営）
②企画部（企画の主導）　　　　　　
③広報部（ポスターや広報誌作成）　の三部署に分かれて活動しています。
各キャンパス事務室と連携して企画を進め、企業とのコラボ企画も行っています！
４月中に委員による活動説明会を実施します。詳しくはサークル・ナビやチラシを check！

春学期・秋学期に４キャンパスで
一週間ずつ実施しました。メニュー
考案は委員が行っており、毎回
テーマに合わせて提案しています。
昨年度は、春学期は曜日ごとに栄
養素を決め、秋学期は洋食と和食
をテーマにしました。

 
100円朝食 

 

 
  

 

ごはん 

味噌汁(わかめ)        

鶏肉の照り焼き 

小松菜胡桃和え 

きんぴらごぼう 

オムライス 

きのこのスープ 

水菜のサラダ 

ヨーグルト（ジャム入り） 

フルーツ（オレンジ） 

 

五穀米 

味噌汁（わかめ） 

鯖の照り焼き 

ひじきの煮物 

ほうれん草のおひたし 

おしんこ 

バターロール 

ミネストローネ 

スクランブルエッグ 

ソーセージ 

コールスローサラダ 

フルーツポンチ 

 

じゃこの混ぜご飯 

わかめのスープ 

切り干し大根 

豆腐ハンバーグ 

小松菜のおひたし 

  

【場所】和泉の杜 

【時間】※売り切れ次第終了 

8時１５分～１０時３０分 

【食数】月 100、火 110、 

水１３０、木１４０、金１２０ 

     

 

【主催】明治大学学生健康保険互助組合 

和 泉 キ ャ ン パ ス 

201８年度春学期 

※食材の入荷状況等により変更になる可能性があります。 

 

 
栄養強化 

メニュー 

７月２日（月）ビタミン A補給メニュー ７月３日（火）ビタミン Cたっぷりメニュー ７月４日（水）カルシウム満点メニュー 

７月５日（木）ビタミン D獲得メニュー 
７月６日（金）鉄分摂取メニュー 

「自分チェック」を目的に、身長・血圧・
体組成（内臓脂肪レベルや体年齢など）
の測定とアルコールパッチテストを無料で
実施しました。来場者の方々の生活習慣
の見直しをサポートしたいと考え、委員が
測定内容を決めて運営しています。

１２月１０日～２０日の間に４キャンパスで
風邪予防グッズの配布を行いました。
委員がグッズ内容を決め、昨年度はカイロ、
のど飴、マスク、乳酸菌ゼリー飲料を配布
しました。

～学生健保とは～
　「明治大学学生健康保険互助組合」のことで、全学生の「相互扶助の精神」
に基づき、病気やケガによる学生の経済的負担を軽減するため、一定額の給付
を行い、相互に救済する「互助組織」として１９６４年に設立されました。
　本学に在籍する学部生、大学院生の全学生が入学と同時に組合員となります。
年会組合費は３,０００円で、学費と同時に納入されます。組合員証は学生証が
兼用され、学生番号＝組合員番号となります。
　給付活動には大きく分けて「医療給付」と「予防給付」の２つがあり、
「医療給付」には「協定医療機関」「学内診療所」「申請による給付」があります。

～協定医療機関とは～
　各キャンパスを中心に、歯科や眼科などを含めた
全国約１６０ヵ所の医療機関と明治大学が契約を結び、
学生の疾病治療を委託しています。そのため保険診療分の
外来診療を自己負担なく受診できます。近くの協定医療
機関は明治大学HPの「学生生活」のページから見ることができます。
以下のURLを参照してください。
　↓近くの医療機関はこちらから
*URL…www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/gakuseikenposhiori.html
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