
 

令和 4（2022）年 9 月 

 

学 生 各 位  

保健管理センター長  

 

 

令和 4（2022）年度 秋期学生定期健康診断について（通知） 

 

 学校保健安全法に基づき、秋入学者、春期学生定期健康診断実施日後の入学者及び真

に止むを得ない事由により春期に受診できなかった者（自身の都合で受診しなかったも

のは除く）を対象として、秋期学生定期健康診断を下記のとおり実施します。 

 結核などの危険な感染症の早期発見のため、また、自身の健康管理のためにも、必ず

受診してください。  

 なお、健康診断を受診する際には、学生のみなさんには、新型コロナウイルスの感染

防止対策として、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） 

 ２．受診日当日、受診前に各自で風邪の症状や 37.5 度以上の発熱がないことを確認

する。 

    風邪症状や発熱がある場合は受診せず、保健管理センター（075-724-7173）へ 

   連絡する。 

 ３．検査会場入室の際、「アルコールで手指消毒」をする。 

 ４．検査中は「静粛にする（私語を慎む）」 

 

※ 学生健康診断を受けなかった場合、本学は「健康診断証明書」を発行することがで

きません。学外医療機関で健康診断証明書の発行を受けると、高額な健康診断料が必

要になります。（「健康診断証明書」は、就職活動・インターンシップ参加・奨学金申

請・公式戦参加時などに提出を求められる場合があります。） 

  今回の健康診断結果通知及び健康診断証明書の発行は、12 月下旬頃を予定していま

す。 

但し、再検査が必要な場合は再検査後となります。 

 

記 

 

実施日 健診時間 
受診対象 

性別 

10 月 21 日（金） 

9:30～11:30（受付は 11:00 まで） 男子 

12:30～14:30（受付は 14:00 まで） 女子 

14:30～16:00（受付は 15:30 まで） 男子 

※ 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。 

持 ち 物 



 

・学生証（健康診断受診カード記載の学生番号を確認願います。） 

・検尿（事前に保健管理センターで配布している検査容器を各自で持ち帰り、受診時に

提出すること。） 

・薄手の T シャツ（着用又は持参、女子のみ。刺繍・プリントがあるもの・ブラトップ

は不可） 

 

検査項目 

・胸部 X 線撮影 

・内科検診、血圧測定、身体計測、視力検査 

・尿検査 

※ 保健管理センターで配布している「尿検査の検査容器」を 事前に各自が持ち帰り、

診断受診日当日起床後に採尿し、診断時に持参すること。 

なお、女性は生理時には採尿しないでください。保健管理センターに申し出いただ

いた際、別の提出日をご案内します。 

 

場  所 

60 周年記念館 

 

問合せ先  

保健管理センター Tel ０７５－７２４－７１７３ 

 



 

 

September, 2022 
To: STUDENTS 
 

From: The Director of the Health Care Service Center 
 

The Autumn Student Health Examination 2022 
 
In accordance with university health and safety regulations, the regular fall health examination will be 
held as described below. Students enrolling in the fall, students who enrolled in the spring semester 
after the date of the regular spring health examination, and students who, for unavoidable reasons, 
were unable to have the examination in the spring must undergo this health examination. (Students 
who did not take the spring health examination due to personal reasons are not eligible for this fall 
examination.) Be sure to undergo this examination for early detection of dangerous infectious 
diseases such as tuberculosis and for your own health management. In addition, we ask all students to 
follow the four measures below to prevent the spread of novel coronavirus during the health 
examination. 
 
1. Always wear a mask (cough etiquette, required). 
2. On the day of your visit, before going to KIT, check to see that you do not have cold symptoms or a 

fever of 37.5 degrees or higher. If you have a cold or fever, do not go to the examination. Contact 
the Health Service Center (075-724-7173). 

3. Disinfect your hands with alcohol when entering the examination area. 
4. During the health exam, we ask that you do not talk while waiting. 
 
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. 
(Medical institutions charge high medical examination fees for such certificates) 
The results and the certificate will be issued around the end of December. 
However, in case re-examination is required, the results and certificate will be issued after 
re-examination. 
 

Date Time 
Students 
Gender 

Friday, October 21st 
9:30～11:30（Reception by 11:00） Male 

12:30～14:30（Reception by 14:00） Female 
14:30～16:00（Reception by 15:30） Male 

If you are not available at the indicated time, please contact the Health Care Service Center. 
 



 

What to bring  

・Student ID (Necessary in order to receive the examination form) 
・Urine specimen* 
・T-shirts (Without embroidery, designs, patterns or bra top. Women must wear or bring plain thin) 
 

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* 
* Get a urinalysis examination kit beforehand at the Health Care Service Center and submit it on the 

day of the examination. If you fail to submit it, your health certificate may not be issued. 
Note: Collect urine after waking up on the day of examination. 

Menstruating women will be assigned an alternative day to submit their urine specimen. 
 

Locations 

60th Anniversary Hall 
 
 
INQUIRIES : Health Care Service Center 
Tel：075-724-7173 e-mail：health_care@jim.kit.ac.jp 
 
 


