
平成29年度　学生定期健康診断　日程表

★ 自分の体を知り健康を守るために、必ず健康診断は受診すること。

★ 今回の健診を受けない場合、就職活動・奨学金申請・体育大会に必要な健康診断証明書は発行されません。

(医療機関で健康診断証明書を発行すると、高額な健康診断料が必要になります)

健康診断結果及び健康診断証明書の発行は5月末頃です。但し、再検査が必要な場合は再検査後となります。

※上記の時間帯で、都合が悪い時には、保健管理センターまでご相談ください。

・学生証　(学生番号を健診カードに正確に記入してください)

・健康調査票

・検尿

・胸部X線撮影　(女子は薄手のTシャツ着用又は持参すること)　刺繍・プリントがあるものは不可

・内科検診、血圧測定、身体計測、視力検査

・尿検査
　※尿検査は、学生サービス課及び学務課、保健管理センターに置いている検査容器を各自で事前に
　　 持ち帰り、健康診断受診時に提出すること。
     健診期間中に提出できない場合は、証明書を発行できなくなる恐れがあります。
　　 なお、女性は生理時には採尿しないでください。提出日をお知らせします。

 健康診断期間中(4月11日～4月13日)に提出できない場合は、診断書の発行が大幅に遅れます。

体育館、レントゲン車　(裏面 「各検査場所」 参照)

実 施 日 健 診 時 間
受 診 対 象

性 別 所 属 学 年

工芸科学部

大学院生・研究生

4回生

全

4月11日
(火)

9:30～14:00
(受付は13:30まで)

男子 工芸科学部 1～2回生

14:00～17:00
(受付は16:30まで)

女子 工芸科学部 1～3回生

4月12日
(水)

8:50～12:00
(受付は11:30まで)

女子

12:00～17:00
(受付は16:30まで)

男子

工芸科学部 過年度生

12:00～15:30
(受付は15:00まで)

大学院生・研究生 全

持ち物

問い合わせ先　　　　　保健管理センター　　Tel　０７５－７２４－７１７３

※都合で受けられない等の相談は、必ず健康診断前にご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　 健康診断終了後では、対応できない場合があります。

男子 工芸科学部 4回生

検査項目

場所

4月13日
(木)

8:50～11:00
(受付は10:30まで)

男子 工芸科学部
3回生

過年度生

11:00～12:00
(受付は11:30まで)

女子



◎各検査場所

② ③ ④ ⑤

◎健診の流れ

① 体育館入口右手の記入場所にて、受診カードをとり、必要事項を記入する。
持参している健康調査票を所定のBOXに入れる

② 体育館内の各検査（②視力測定～④血圧測定）を受ける。

※②～④の各検査を受ける順番は、特に決まっていません。

⑤ 持参してきた検尿用の容器を提出する。ただし、女子で生理中の時は後日提出する。

⑥ 医師問診を受ける。
医師問診は②、③、④の検査を受けていないと受診できません。

⑦ レントゲン車で胸部レントゲン検査を受ける。
※定期健康診断期間終了後は、本学でレントゲン検査を受けることはできません。

⑧ 全ての検査が終了していたら、レントゲン車で受診カードを提出する

※全ての検査を受けなければ健康診断証明書は発行できませんので、注意してください。

◎再検査について
尿検査やレントゲン検査等で再検査が必要な方は、掲示板(2号館前掲示板)に学生番号を掲示します。
また、緊急の場合には、個別に連絡をし呼び出すことがあります。
呼び出された(学生番号を掲示された)学生は、至急保健管理センターまで来てください。
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重要 学生定期健康診断を受けられる学生の皆さんへ 
 

●健康診断受診前の注意事項 

・学生サービス課、センターホール及び保健管理センターに配布する 

 （１） 尿検査の検査容器（※尿は家で取ってきてください） 

 （２） 健康調査票（Ａ３ １枚） 

 を各自事前に持ち帰り、健康診断受診時に必ず提出してください。 

 

●健康診断受診日の注意事項 

・全検査項目(尿検査、視力、身長・体重、血圧、医師問診、胸部 X線撮影)を必ず受診してください。 

・健康診断の予備日はありません。また、健康診断の受診時間は学年毎に設定しています。 

 ご都合が悪い場合は、指定された時間帯以外（※男女の枠を越えることはできません。）で、受診す 

 ることが可能です。 

・健康診断実施日に検尿を提出できない場合、健康診断期間中（4 月 13日 15 時 30 分まで）に検尿 

 受付まで提出してください。上記期間以降は保健管理センターに提出可能ですが、受付日・受付時間 

 が決まっているので、注意してください。 

・不正行為などがあった場合は、未受診とみなし、健康診断証明書は発行されません。 

（受診カードについて） 

・健康診断受診カードの学生番号欄は必ず正確に記入してください。学生番号が誤っていた場合、健康 

 診断を受診したものとみなされません。 

・健康診断受診カードは全検査項目を受診後、胸部 X線検査窓口へ提出してください。 

 

●健康診断証明書について 

・健康診断実施期間で全検査項目を受診し、かつ異常が認められなければ、健康診断証明書が発行されます。 

 （※発行は 5月下旬～6 月上旬頃を予定、学務課の証明書自動発行機から発行。） 

 受診後は必ず証明書を各自で発行し、検査結果をご確認ください。 

・①全検査項目または一部の検査項目を受診できていない場合、②健康診断期間中に健康診断受診カー 

 ドを提出しない場合、③検査結果に異常がみられた場合、または④記録に不備があった場合等には健 

 康診断証明書は発行されません。 

 ※①または②において、本学の健康診断証明書が必要となる場合、外部の医療機関での健康診断を受 

  診し、外部機関の証明書を受けとってください。（受診料等は自己負担となります）また、外部機関 

  の証明書を保健管理センターに提出してください。外部機関の証明書を本学の健康診断証明書に反映 

  させるために必要となります。 

・平成２９年度に社会人等で、勤務先での定期健康診断を受診される方は、その結果のコピーを提出す 

 ることにより、本学の健康診断証明書を発行することができます。（※但し、本学の健康診断の検査 

 項目に限る。）希望者は保健管理センターに相談してください。 

・健康診断証明書は就職活動、資格取得、近畿地区国立大学体育大会への出場、奨学金申請等、学生生 

 活の様々な場面で必要になります。 

※奨学金申請の際に、本学の健康診断証明書しか受け付けられない場合があります。注意してください。 

 

ご不明な点は、保健管理センター(075-724-7173)まで 



Mandatory Annual Physical Examination/Health Check 2017 

 

★Having a regular health check is important to maintaining good health and becoming more 

objective about your condition. Be sure to complete the KIT physical. 

★The “Certificate of Health” is required for scholarship applications, jobs and participation in 

athletic competitions. It will only be issued to students who have completed their annual 

health check. In addition, you can save money by taking advantage of the KIT physical. Clinics, 

hospitals and other medical institutions charge high fees for health certificates.) 

The results and certificate will be issued at the end of May. If you are asked to undergo 

secondary tests, your results and certificate will be issued after those test results come back.  

 

Date Time* 
Students 

Gender Student Type Year 

 

Apr.11 

(Tue) 

9:30~14:00 

(Enter gym by: 13:30) 
Male Undergraduate 1~2 

14:00~17:00 

(Enter gym by: 16:30) 
Female Undergraduate 1~3 

Apr.12 

(Wed) 

8:50~12:00 

(Enter gym by: 11:30) 
Female 

Undergraduate 4 

Graduate/ Research Student 

Exchange Student 
All 

12:00~17:00 

(Enter gym by: 16:30) 
Male 

Graduate/ Research Student 

Exchange Student 
All 

 

 

Apr.13 

(Thurs) 

8:50~11:00 

(Enter gym by: 10:30) 
Male Undergraduate 

3 

Over 4 

11:00~12:00 

(Enter gym by: 11:30) 
Female Undergraduate Over 4 

12:00~15:30 

(Enter gym by: 15:00) 
Male Undergraduate 4 

*If you are not available at your allotted time, you may come at another time slot for your gender or consult the 

Health Care Service Center for an alternative time. 

 

   WHAT  TO  BRING   

1. Student ID  (Be sure to write your student number clearly and accurately on the intake 

questionnaire.) 

2. Intake questionnaire  (Available at Student Affairs, Educational Affairs and the Health Care 

Service Center) 

 3. Urine specimen (The cup for urinalysis is also available at Student Affairs, Educational Affairs and 

the Health Care Service Center. Collect your urine the morning of the health check. If you cannot 

submit it April 11 - 13, your health certificate may not be issued. Note that menstruating women will be 

assigned an alternative day to submit their urine specimen. 

NOTE: The Certificate of Health may take much longer to issue if the urine specimen is not submitted April 

11 - 13. 



 

 EXAMINATIONS  

・Chest X-ray Women must wear or bring plain thin T-shirts (without embroidery, designs or 

patterns). 

・General medical examination, Blood-pressure, Height, Weight and Vision Measurements 

・Urinalysis  

 

   LOCATIONS    

GYMNASIUM,  X-ray-mobile (bus) 

 

 INQUIRIES :  Health Care Service Center Tel: 075-724-7173   

NOTE: If you are not available April 11 - 13, please consult us before April 11th. We will not assist you 

with scheduling a physical unless you contact us before April 11.  

 

 

     IMPORTANT     

 

To: Students Having the Annual Health Check 

■Before the Exam 

Please get a urinalysis specimen kit (a brown and white plastic bag containing a collapsed cup, test 

tube and lid, name sticker) and intake questionnaire from Student Affairs, Center Hall or the Health 

Care Service Center before the exam. Collect your urine specimen on the morning of your health check 

and submit it at the exam with the completed intake questionnaire. 

Directions on the urinalysis specimen kit: 

Pull the flaps to open up the cup. Push down on the inside center of the bottom of the cup to flatten it.  

1. On the morning you will have your health check, collect urine from the first time you urinate in the 

morning. (Collect mid-stream urine.) Transfer it from the cup to the test tube filling the tube 8/10 full 

and discard the cup in the trash, NOT in the toilet.  

2. Push the cap of the test tube until it is completely closed. It will stop part-way, but continue to push. 

3. On the sticker for the test tube, write “KIT” on the top line where it says 事業所名. Write the date 

(yyyy, mm, dd) and your name on the brown container bag in the white boxes. Your name should be 

written in English and katagana. Circle your gender (男male/女 female). Put the test tube in this 

brown and white plastic zip-lock bag and take it with you to the gymnasium. 

 

■On the Exam Day 

・ Be sure to complete all exams. (urinalysis, vision test, height and weight measurements, 

blood-pressure check, health check, and chest X-ray). 

・There is no extra day for the exam. Dates and times are scheduled as shown on page one. If you are 

unavailable at your scheduled time slot, you may come at another time slot for your gender. 

・Menstruating women must submit their urine specimens on a day when they are not menstruating. 

Bring a urine specimen to the urinalysis counter by 15:30 on April 13. After that it will only be accepted 

on certain days and times at the Health Care Service Center. Please ask about alternative specimen 



submission. 

・No health certificates will be issued for persons found to have provided false information.  

<Examination Form> 

・Be sure to write your student number clearly and correctly. If it is incorrect, your physical exam will 

be invalid.  

・Submit your Examination Form at the Chest X-ray counter after completing all other exams and 

measurements. 

 

■Certificate of Health 

・This certificate will be issued to students who have completed and passed all exams. 

(Certificates of Health will be available from the certificate machine at Educational Affairs from the 

end of May to the beginning of June). Please machine-issue the certificate yourself and read over the 

results. 

・Certificates will not be issued in the following cases: 

① When any or all of the exams were not completed by the student 

② When the intake questionnaire was not submitted at the health check 

③ When physical problems have been detected 

④ When your health check data is incomplete 

In the case of ① or ②, if you need a KIT health certificate please have health check at a clinic or other 

medical institution (at your own expense) and submit the form they issue you to Student Affairs. We 

will issue a KIT Certificate of Health using this form. 

・If you are an adult student at KIT in AY2017 and will have a health check at your workplace, you can 

submit a copy of those health check results to Student Affairs to obtain KIT Health Certificate. 

(Limited to the items of KIT health check.) Please consult with the Health Care Service Center.  

・Certificates of Health are required in a variety of situations such as when job hunting, applying for 

qualifications, joining Kinki-region national university athletic competitions, submitting scholarship 

applications, and so on. 

*Please note that some scholarship applications only accept Certificates of Health issued by KIT.   

 

 


