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令和２年９月３０日 

 

放射線業務に従事する学生 各位 

 

保健管理センター長 

 

令和２年度秋期 学生特殊健康診断（放射線業務従事者向け）の実施について（通知） 

 

アイソトープセンター放射線障害予防規程第２９条、エックス線障害防止管理規則第１２条に基づき、

放射線業務に従事する学生にあっては、放射線業務従事者として登録される前及び登録された後にあっ

ては６月を超えない期間ごとに特殊健康診断を受診する必要があります。 

ついては、下記のとおり実施しますので、対象者は必ず受診してください。 

また、新型コロナウイルスの感染予防対策として、次の４点の徹底をお願いします。 

１． 必ず「マスクを着用する」（咳エチケット・必須） 

 ※ マスクをもっていない学生は、ハンカチまたはタオルを持ってきてください。 

２． 受診日当日、受診前に各自で風邪の症状や発熱がないことを確認する。 

３． 検査会場入室の際、手指を「アルコール消毒」する。 

４． 検査中は「静粛にする（私語を慎む）」 

 

※新型コロナウイルス感染症に関する対応について、別途お知らせする場合があります。 

 

記 

１．対象者及び検査項目 

 （1）放射線業務に従事する学生で、 

令和 2 年度春期の特殊健康診断において、血液検査を受けていない学生※ 

検査項目 実施日程 説明 

血液検査 10 月７日（水）、8 日（木） 

 

所属ごとに設定した指定の時間帯にお越し

ください。 

（「２．実施日程及び場所」を参照） 

問診 ① 問診票の提出 ポートフォリオシステムにアクセスし、指

定の問診票を提出してください。 

（「２．実施日程及び場所」を参照） 

【対象者】 全員 

【実施日】 10 月 19 日(月）～10 月 25 日

（日） 

② 医師による問診 対象者には、保健管理センターから別途メ

ールにて連絡します。 

 

【対象者】血液検査で異常のある者及び

問診票に所見がある者 

 

※春期の特殊健康診断の通知では、継続（すでに放射線登録業務事者として登録している）学生は令和元 

年度に放射線の被ばく歴がある者のみ、秋期の特殊健康診断で血液検査を実施するとしていましたが、 

春期の特殊健康診断にて血液検査を受けていない学生は、被ばく歴の有無に関わらず、血液検査を受 

けてください。 

・問診は２段階に分けて実施します。「①問診票の提出」は、必ず全員行ってください。 
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 （2）放射線業務に従事する学生で、春期の特殊健康診断において、血液検査実施済の学生 

検査項目 実施日程 説明 

問診 ① 問診票の提出 ポートフォリオシステムにアクセスし、指

定の問診票を提出してください。 

（「２．実施日程及び場所」を参照） 

【対象者】 全員 

【実施日】10 月 19 日(月）～10 月 25 日

（日） 

② 医師による問診 対象者には、保健管理センターから別途メ

ールにて連絡します。 

 

【対象者】問診票に所見がある者 

 

    ・問診は２段階に分けて実施します。「①問診票の提出」は、必ず全員行ってください。 

≪注意≫ 

特殊健康診断を受診し、医師から「放射線業務に支障なし」の診断結果が判明しない限り、本学アイソトープ

センター、学外の放射線利用施設（Spring-8 等）及び学内外のエックス線装置の利用を行うことができません。 

 

２．実施日程及び場所 

●血液検査 【場所： ６０周年記念館２階】 

  対象者： 春期の特殊健康診断にて血液検査を受けていない学生 

実施日 時間 対象課程・専攻 

10 月７日（水） 11：00～11：30 
応用生物学課程、応用生物学専攻、バイオテクノロジー

専攻、機械工学課程、先端ファイブロ科学専攻 

10 月７日（水） 13：00～13：30 生体分子応用化学課程、機能物質化学専攻 

10 月７日（水） 13：30～14：30 物質合成化学専攻、バイオベースマテリアル学専攻 

10 月 7 日（水） 14：30～15：30 材料制御化学専攻 

10 月 8 日（木） 10：00～11：00 物質工学課程 

10 月 8 日（木） 11：00～11：30 電子システム工学課程、電子システム工学専攻 

10 月 8 日（木） 13：00～13：30 
高分子機能工学課程、機械物理学専攻、機械設計学専攻、

設計工学専攻 

10 月 8 日（木） 13：30～14：00 材料創製化学専攻 

10 月 8 日（木） 
14：00～15：30 その他の課程・専攻 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、所属毎の時間帯に設定しています。上記の日時に受診 

できない際は、他の時間帯の枠で混雑を避けて受診してください。 

※遺伝子組換え実験従事学生の特殊健康診断（P2レベル）も対象の学生は、別途「令和２年度秋期遺伝 

子組換え実験従事学生の健康診断の実施について（通知）」を確認の上、そちらの指定の時間帯にお 

越しください。 
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●問診 

  対象者： 放射線業務に従事する学生全員  

① 問診票の提出 【Webによる提出】 

   ・ポートフォリオシステムにアクセスし、指定の問診票を提出してください。 

実施期間 備考 

10 月 19 日(月）9：00～10 月 25 日（日）23：59 提出方法は 4ページを参照してください。 

 

② 医師による問診 【場所：保健管理センター】 

   ・医師による問診は、血液検査で異常がある者及び問診票に所見がある者が対象となります。対象者

には、保健管理センターから別途メールにて連絡します。 

 

３．注意事項 

・特殊健康診断は血液検査と問診の２段階に分けて実施します。放射線業務に従事する学生で春期の特殊

健康診断にて血液検査を受けていない方は「血液検査と問診の両方」を、春期の特殊健康診断にて血液

検査を受けた方は「問診のみ」を受けてください。 

・血液検査の際には学生証を必ず持参してください。 

・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、特殊健康診断を受診したもの

とみなされません。 

・血液検査・問診を指定日時に受診できない場合は、必ず事前に保健管理センターまで問い合わせてくだ

さい。（連絡が無く直接センターに来られても対応はいたしかねます。） 

特に、血液検査を受診できなかった場合は、個人負担により、外部医療機関で受診いただくことになり

ますので、ご注意ください。 

・医師による問診は事前予約制としております。予約せずに問診の受診に来られた場合や、予約をしてい

た日時以外に受診に来られた場合は、予約されている方を優先いたしますので、長時間お待ちいただく

場合があります。 

・血液検査及び医師による問診受診の際は、所定の時間に合わせて来所するようお願いします。 

・保健管理センター内はカウンセリングルームも併設しているため、また、新型コロナウイルス感染予防

の観点からもセンター内では私語厳禁でお願いします。 

・診断結果が判明する時期は11月下旬から12月上旬頃になります。実験の日程等の関係で、急ぎで診断結

果が必要な方には、別途対応しますので、10月12日（月）までに、研究推進課総務係まで連絡をお願

いします。 

・その他、不明な点があれば、事前に下記にお問い合わせください。 

 

 

【日程・予約フォーム・当日の詳細について】 

    保健管理センター Tel: 075-724-7173 Mail: health_care@jim.kit.ac.jp 

【急ぎで診断結果が必要な場合】 

    研究推進課総務係 Tel: 075-724-7038 Mail: ken-apply@jim.kit.ac.jp 
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特殊健康診断 問診の方法(全員) 

 

受付期間 2020 年 10 月 19 日(月) 9：00～10 月 25 日(日) 23：59 

 

 

 

① ポートフォリオシステム https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=questionnaire_reply&qid=3623 に 

アクセスする。 

 

② 全ての項目に回答したら「回答する」ボタンを押す。 

 

 

【注意事項】 

・入力を行う際には間違いのないよう回答してください。 

・回答期間内は、修正していただくことは可能ですが期限を過ぎると修正できなくなりますので注意してく

ださい。 

・実験内容などを回答する際に分からない箇所があれば、必ず担当教員に確認してください。 

 

(お問い合わせ) 

保健管理センター    TEL：075-724-7173  e-mail：health_care@jim.kit.ac.jp 
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September 30, 2020 
 
To: Students engaged in radiation work 

 
Director of the Health Care Service Center 

 
[NOTIFICATION] Fall Semester AY 2020 Special Medical Examination for KIT Students 

Conducting Experiments with Radioisotopes and/or X-rays  
 

Students engaged in radiation and X-ray experiments are required to receive a special medical 
examination every period, not exceeding 6 months before or after they are registered as radiation workers.   

Be sure to have a special medical examination as described below.  
In addition, to prevent novel coronavirus transmission, we ask that you consistently implement the 

following four points.  
1. Wear a face mask 
  Students who do not have a mask should bring a handkerchief or towel. 
2. Make sure that you do not have cold-like symptoms before you visit.  

If you have cold symptoms or a fever, do not visit the Health Care Service Center.  
3. When entering the examination area, disinfect your hands with alcohol  
4. Do not talk during the examination. 
 

Note: We may provide additional information regarding novel coronavirus infection.  
 

1. Subjects and examination items 
﴾1﴿ Students engaged in radiation work who did not have a blood test at the special medical  

examination in the spring semester must have this examination.* 
Examination  

Content 
Dates of Implementation Description 

Blood Test October 7th ﴾Wed﴿,  8th ﴾Thu） 
 
 

Please come at the designated time 
zone set for each affiliation.  
(See “2. Dates and Location” ‘Blood 
Test’) 

Doctor’s Appointment ﴾1﴿ Submission of questionnaires Please access the Portfolio system 
and submit the designated 
questionnaire.  
(See “2. Dates and Location” ’ 
Doctor’s Appointment’) 

[Target] All 
[Dates] October 19th ﴾Mon﴿ – 
October 25th ﴾Sun﴿ 

﴾2﴿ Doctor’s Appointment Target persons will be contacted by 
e-mail at a later date by the Health 
Care Service Center.  
(See “2. Dates and Location” ’ 
Doctor’s Appointment’) 

[Target] Those whose blood test 
showed an abnormality or who 
have a comment on their report 
indicating they should see the 
doctor.  

*The spring semester special medical examination was only for students who were exposed to 
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radiation in AY2019. All persons involved in radiation work must come to this examination to have a 
blood test regardless of whether or not they have been exposed.   
 The doctor’s appointment will be conducted in two stages. All students/researchers must submit 
"﴾1﴿ Questionnaire." 

 
﴾2﴿ Students engaged in radiation work who had a blood test at the special physical examination in the 
spring semester 

Examination  Dates of implementation Description 
 Doctor’s 
Appointment 

﴾1﴿ Questionnaire Submission Access the Portfolio system and 
submit the designated questionnaire.  
(See “2. Dates and Location” ’Doctor’s 
Appointment’) 

[Target persons] All 
[Implementation date] October 
19th ﴾Mon﴿ – October 25th ﴾Sun﴿ 
﴾2﴿ Doctor’s Appointment Target persons will be contacted by e-

mail at a later date by the Health Care 
Service Center.  

[Target persons] Persons whose 
blood test showed an 
abnormality or have a comment 
on their report indicating they 
should see the doctor.  

The doctor’s appointment will be conducted in two stages. "﴾1﴿ Online Questionnaire Submission" 
must be completed by all students .  

 
Note: 
Unless you have the special physical examination and are certified to work with radiation by a doctor, 
you will not be able to use the KIT Isotope Laboratory, off-campus accelerators ﴾e.g. Spring-8, etc.﴿ or 
X-ray generating equipment inside or outside the university.  
 

2. Dates and location 
Blood Test Location: 2nd floor, 60th Anniversary Hall 
Subjects: Students engaged in radiation work who did not receive a blood test at the special 

physical examination in the spring semester. 
Date  Times Eligible Courses/Majors 

October 7th 
﴾Wed﴿ 

11：00～11:30 

Undergraduate Program of Applied Biology, Master's 
Program of Applied Biology, Doctoral Program of 
Biotechnology, Undergraduate Program of Mechanical 
Engineering, Master's Program of Advanced Fibro-
Science 

October 7th 
﴾Wed﴿ 

13：00～13：30 
Undergraduate Program of Biomolecular Engineering, 
Master's Program of Functional Chemistry 

October 7th 
﴾Wed﴿ 

13：30～14：30 
Master's Program of Materials Synthesis, Master's 
Program of Biobased Materials Science, 

October 7th 
﴾Wed﴿ 

14：30～15：30 Master's Program of Material's Properties Control 

October 8th 
﴾Thu﴿ 

10：00～11：00 
Undergraduate Program of Chemistry and Materials 
Technology 
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October 8th 
﴾Thu﴿ 

11：00～11：30 
Undergraduate Program of Electronics, Master's 
Program of Electronics 

October 8th 
﴾Thu﴿ 

13：00～13：30 

Undergraduate Program of Macromolecular Science and 
Engineering, Master's Program of Mechanophysics, 
Master's Program of Mechanodesign, Doctoral Program 
of Engineering Design 

October 8th 
﴾Thu﴿ 

13：30～14：00 Master's Program of Innovative Materials 

October 8th 
﴾Thu﴿ 

14：00～15：30 Other courses and majors 

To prevent novel coronavirus transmission, be sure to come at the time shown above for your 
program or affiliation. If you are unable to come at the specified time, please come at another time 
frame in the above to avoid the crowds. 
 Doctor’s Appointment 
Subjects: All students engaged in radiation work 
﴾1﴿ Submission of questionnaires [Submit online using the Portfolio system] 
Please access the Portfolio system and submit the designated questionnaire.  

Implementation Period Description 

October 19th ﴾Mon﴿ 9:00 - October 25th 
﴾Sun﴿ 23:59 

Refer to the "Completing the Online Special 
Physical Examination Questionnaire" on page 5 of 
this notice for how to submit the questionnaire.   

 
﴾2﴿ Doctor’s Appointment Location: Health Care Service Center 

   Doctor’s appointments are for those who have abnormalities in blood test, and those whose 
report requests them to see the doctor. Target persons will be contacted by e-mail at a later 
date by the Health Care Service Center. 

 
3. Things to keep in mind  
・Special physical examinations are conducted in two stages: a blood test and a doctor’s 

appointment. If you are engaged in radiation work for the first time, or if you have already 
registered as radiation registration worker, but did not have a blood test at the special physical 
examination in the spring semester, you should have "both a blood test and a doctor’s 
appointment." If you had a blood test at the special physical examination in the spring semester, 
you should only have the "a doctor’s appointment    

・Be sure to bring your student ID card when you have a blood test .  
・Be sure to accurately fill in the student number column. If the student number is incorrect, you will 

not be considered to have had a special physical examination. 
・If you are unable to have the blood test, or doctor’s appointment at a designated date and time, 

please contact the Health Care Service Center in advance. ﴾If you come directly to Health Care 
Service Center without an appointment, we will not be able to assist you.﴿   
In particular, if you are unable to receive a blood test, you will be required to visit an external 
medical institution at your own expense.  

・Appointments to speak with a doctor must be made in advance. If you come to see a doctor 
without an appointment, or on a date/time other than that of your appointment, we will give 
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priority to those who have appointments, so you may have to wait for a long time.  
・Be sure to come to the office at your prescribed time for your blood test and doctor visit.  
・Remain silent at the Health Care Service Center. Do not speak with others, or on your phone.  
・The physical examination results will be available from late November to early December. If, due to 

your experimentation schedule, you need the results sooner than this, contact the Research 
Promotion Office by October 12th (Mon).  

・If you have any other questions, contact us below in advance.  
 
 
[For examination results in a hurry:]   [For schedule, reservation form, examination details:]  

Research Promotion Office               Health Care Service Center 
Tel: 075-724-7038                     Tel: 075-724-7173 
ken-apply@jim.kit.ac.jp                 health_care@jim.kit.ac.jp 
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Completing the Online Special Physical Examination 

Questionnaire 

October 19th ﴾Mon﴿ 9：00～October 25th ﴾Sun﴿ 23:59 
① Access the Portfolio system   https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=questionnaire_reply&qid=3623 
② After answering all items, press the "回答する" button.  
 
[Notes] 
・The submission deadline is fixed. Be sure to submit it before the deadline. 
・If you are not sure about the content of the experiment etc. in your answer, be sure to check with your 
supervisor. 
﴾Contact information﴿ 
Health Care Service Center   TEL: 075-724-7173 email: health_care@jim.kit.ac.jp 


