
 

2023 年度 新入学生定期健康診断の実施について 

（2023 Medical & Health checkup for new students） 
 

下記のとおり 2023 年度の学生定期健康診断を実施しますので，全員必ず受診してください。（留学生，夜間主 

コース学生，2022 年 9 月・10 月新入学等の学生定期健康診断を受診した学生も含む）。なお，新型コロナウィル

ス感染症の状況により，実施方法や日程等が変更になる場合がありますので，受診前に掲示板や総合健康センター 

ホームページ等で最新の情報をご確認ください。 
Health Services Center conduct a health checkup as below. But There may be changes under the influence of the 

covid-19. Please check the homepage of Health Services Center. 

受診していない方は後日，就職・進学・実習・スポーツ大会参加等に必要な健康診断証明書の発行等に 

支障がありますので注意してください。また，学生追加健診・放射線健診が受けられなくなりますので注意してくだ

さい。 
 

注 1：感染予防のためにマスクの着用と，アルコールによる手指消毒をお願い致します。会場では間隔をあけ私語を慎んで

ください。また，健康診断当日は必ず自宅で体温を測ってください。37.5 度以上の発熱，風邪症状（咳・のどの痛み・

下痢・嘔吐・体のだるさ（倦怠感））等，体調不良のある場合，当日は，健康診断を受診できません。 
Please be sure to wear a mask and disinfect with alcohol at the health checkup venue.  

If you have a fever or cold symptoms, you cannot get the health checkup. 
 

注 2：健康診断の受付時に尿検体の回収をします。尿検体を持参していない場合は受付ができませんので，必ず健康診断当

日の早朝尿検体を持参してください。生理中の場合も同様です。 
Please be sure to bring the urine sample at the reception. Try to collect the sample the first time in the morning. 

If you are during menstruation, please collect the sample your first urine in the morning 
 

【日時・場所・対象者】   

第１・第 3 体育館 (城北キャンパス) Gymnasium 1・3, Johoku Campus    

月日 Date 
対象者 

受付時間 注意事項 
性別 回生(新学年) 学部等 

４月 4 日（火） 

April 4 (Tue)  
 

午前 
女子 

feｍale 

1 回生    

1st year 

法文 8：30～9：30 
 

※混雑緩和のため、 

できるだけ割り振ら

れた時間内に受付し

てください。 
 

※どうしても日程の 

都合が合わない場合

は，学外の医療機関

の受診結果を提出し

ても構いません。 
 

詳しくは裏面の【社会人

で職場の健診を受ける

方・学外等で健診を受け

る方】を参照してくださ

い。 

社会共創・理・医 9：30～10：30 

午後 
男子 

Male 

1 回生    

1st year  

法文・社会共創 13：00～13：30 

理・医 13：30～14：00 

新入大学院生 new graduate students  14：00～15：00 

４月 5 日（水） 
April 5 (Wed) 

午前 
女子 

female 

1 回生 1st year 教育・工・農 8：30～9：30 

新入大学院生 graduate students  

9：30～10：30 研究生 research students 科目等履修生       

聴講生・特別聴講学生 special auditor students        

編入生  transfer students 

午後 
男子 

male 

1 回生 1st year  
工 13：00～14：00 

教育・農 14：00～14：30 

研究生 research students 科目等履修生       

聴講生・特別聴講学生 special auditor students        

編入生  transfer students 

14：30～15：00 

４月 6 日（木） 
April 6 (Thu) 

午前 

のみ 

 

男女 

ｍale＆ 

Female 

 

「留学生」「障がいのある学生」「合理的配慮が必要

な学生」 

「International students」「Disabled students」

「Students with special needs」 

8：30～10：30 

左記以外の学生は受

診できません！ 
※入学式と重なる場合は、 

裏面の【問い合せ先】まで 

ご連絡ください。 
 

【持参物等】 

 ① 早朝尿検体…持参していない方は健診会場に入れません   

② 靴を入れる袋（体育館内は土足禁です） 

  ※胸部Ｘ線検査のために，金具やボタン等の付いていない下着やＴシャツ等を着用していると，撮影がスムーズです。 

Bring your urine sample and bag to put the shoes.  For chest X-ray examination, bring or wear plain T- shirt 
 

【健康診断の項目】 

① 受付(早朝尿を持参している人のみ) ②ＩＤカード発行・ 尿検体回収 ③ タブレットでの問診入力 ④ 身長・体重測定  

⑤ 血圧測定 ⑥ 内科診察 ⑦ 胸部Ｘ線検査 ⑧ 受診確認・ＩＤカード回収 
 

【Examination contents】 
① reception ② issue each ID card and collect the urine sample ③ questionnaire by tablet  ④ measuring height and 

weight⑤ blood pressure ⑥ examination by a doctor ⑦ chest X-ray examination ⑧ check if all items are done and 

collect own ID card  



 

≪城北キャンパス≫ 

【尿検査について】 

（１）採尿容器を，健康診断受診日の前日までに入手してください。 

3 月初めから図書館正面玄関入り口横および図書館北側(掲示板側)入り口横・医学部学務課・農学部学務チーム・総合健康 

センター前に採尿容器の箱を出しますので，業務時間内に各自１個ずつ持ち帰ってください。 

  The sample kits are available at the Health Services Center and your faculty student affairs office. 

（２）尿の採取について 

   尿検査は生理に関係なく実施しますので，健康診断時に忘れずに持参してください。尿検体を持参していない場合は受付ができ 

ませんので注意してください。 

1）検査前日は就寝前に完全に排尿を済ませて，夜更かしや暴飲暴食等をしないでください。 

    2）健康診断当日の朝，起床後すぐの尿を採取してください。 

Try to collect the sample the first time you use the toilet in the morning and bring at the medical and health checkup. 

If you are during menstruation, please collect the sample your first urine in the morning 
 

【予防接種について】 

   大学での集団生活のために，自分がこれまでに受けた予防接種や感染歴について，母子手帳・学校保健手帳などで確認し， 

「予防接種調査票」を提出してください。 
 

【社会人で職場の健診を受ける方，学外等で健診を受ける方】 

2023 年 1 月 1 日以降に受診した職場の健診結果や学外の医療機関受診結果の提出で 2023 年度学生定期健康診断受診に換える 

ことができます。（できるだけ 6 月末までに総合健康センターまたは重信分室へ提出してください。提出が 7 月以降になる予定の

場合はご連絡ください。） 

※ただし，学外の医療機関受診結果の提出の場合は「身長・体重、血圧、尿検査（糖・蛋白），医師の内科診察，胸部 X 線」の結果

が入っていることが必要です。 

また，愛媛大学の教職員の方（週２０時間以上の労働時間）で学生の身分も持っている場合は，職員健診を優先し，その結果を確

認させていただくことがありますので，ご了承ください。また，学生として学ぶ傍ら補助研究員などに任用され，賃金を大学から得

ていても，週２０時間以下の労働であったり，保険証を交付されていない場合は「学生」として健康診断を受診してください。 
 

【健康診断結果について】 

   健康診断結果は修学支援システムの学生用 web システムから閲覧できます。時期については決まり次第，総合健康センター 

掲示板やホームページ等でお知らせします。 

The report of the exam is expected to be out in June. You can check online or ask at the Health Services Center. 
 

【問い合せ先】 

愛媛大学総合健康センター Ehime University Health Services Center    

TEL: (城北) 089-927-9193   (重信分室) 089-960-5074     

     Email：s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp 

  総合健康センターホームページ  https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp    総合健康センターQR コード 
 

【健康診断会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1・第 3 体育館 
（受付は第 1 体育館です） 

Gymnasium 1・3, 

Johoku Campus 

4/4（火）  

4/5（水）  

4/6（木） 

注意；健康診断の再検査について 

健康診断受診後、各項目で異常があった場合、再検査が必要になります。項目により順次、再検査を実施します。 

再検査の詳細は対象者に直接メールで案内しますので、連絡があった場合は指示にしたがってください。 

再検査を済ませていない場合、健康診断証明書の自動発行ができなくなる場合がありますので、就職・進学・実習・

スポーツ大会参加等で必要な方はご注意ください。 

mailto:s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/

