
2020 年度 学生一般定期健康診断の実施について 

 

健康診断は学校保健安全法、本学学生健康診断規則により受診が義務付けられています。

必ず受診してください。 

 

〇 期間中に受診できない者は、一般の医療機関で 2020 年 11 月 30 日までにご自身で健

康診断を受け（自己負担・本学の実施項目を満たす）、その結果コピーを保健管理センター

へ必ず提出してください。 

 

〇 本学実施の健康診断を未受診の場合、進学や就職の際に必要な診断証明書を発行できま

せん。 

 

（１）対象者  

全学生（学部学生、大学院生、大学院研究生） 

 

（２）日時  

2020 年９月１４日(月)～2020 年１０月２日(金) 9：30～16：30 

※学部生は学科毎に優先時間帯を定めていますので教務係からの通知をご確認ください。 

※大学院生、大学院研究生は、別紙で「大学院生優先」の枠をご確認のうえ受診くださいま

すようご協力をお願いいたします。 

 

（３）受付場所  

５号館４階 第一ゼミナール 

 

（４）実施項目  

尿検査、身長・体重、視力(省略の可能性あり)、血圧、胸部レントゲン※１、問診・診察 

 

（５）持ち物  

学生証、早朝尿（容器は事前配布）※２ 

問診票 (事前に各自で A4 印刷・記入の上、当日お持ちください。) 

 

問診票ダウンロードはこちらから↓ 

http://www.tmd.ac.jp/hsc/74_56f88e8f40c8e/index.html 

 

  



 

 ※１ 

 ・必ず無地のＴシャツ（ボタン・金属・ラメ等は不可）を着用もしくは持参してください｡ 

  また、首の触診と胸の聴診がありますので、着脱しやすい服装でお越しください。 

ワンピースは不可です。 

アクセサリー類は外し、肩にかかる髪はまとめてください。 

 

 ※２ 

 ・検尿容器は事前に保健管理センター（５号館３階）まで取りに来てください。 

 【配布期間 ９月１日（火)～１０月１日（木）（健診最終日前日）９時～１７時】 

 ・採尿は健康診断を受ける当日の朝、起床後一番最初の尿「早朝尿」を容器に採り、持参して

ください。早朝尿を持参しない方は受診できません 

 ・生理中でも採尿し、提出時にその旨を申し出てください。 

 

以上 

連絡先： 

保健管理センター 03-5803-5081 

学生支援事務室  03-5803-5079 

hokekan@ml.tmd.ac.jp 



Notice of Annual Medical Checkup in 2020 

Annual Medical checkup is conducted as mandatory under the School 

Health and Safety Act and the University's Student Medical Checkup 

Regulations. Please ensure that you attend. 

 

○ This Medical checkup is mandatory for all students in TMDU. 

 

○ Those who can‘t take the Mediｃal Checkup during this term, you 

have to visit a doctor on your own and require to submit the result 

copy to us by November 30th 2020. 

 

〇 If you don’t take this annual health checkup, the school can‘t 

provide the medical certificate. 

 

（１）Date and time:  

Monday, September 14 – Friday, October 2  

（Except for Seｐtember 16th and 29th） 9:30～12：30、 14:00～16:30 

*Undergraduates should check the notice from the educational affairs 

Unit as each department has its own priority time zone. 

*Graduate students and postgraduate research students are 

requested to give "priority to graduate students" to the examination. 

For details, Please refer to the attached sheet. 

 

（２）Place：  

4th floor, Building 5, First Seminar 

 

（３）Contents of Medical Checkup 

   Urine analysis, Height and Weight, Eye sight (may be omitted), Blood 

pressure, Chest x-ray *1, Physical examination 

 

（４）Please bring：  

   Student ID card, Urine container with your early morning urine *2, 

    Medical Checkup Questionnaire (Please print and fill it out in 

advance and bring it with you on the day.) 

Please download from here.↓ 

http://www.tmd.ac.jp/hsc/74_56f88e8f40c8e/index.html 

  



（５）Important notes 

*1 

Only a plain T-shirt without underwear can be worn during the chest X-

ray, however, Heavy weight, prints, embroidery, or buttons should be 

avoided. Wearing one-piece dress is unavailable. 

Please remove accessories and ensure that hair is clear of the 

shoulders. 

 

*2 

・Please come to Administration Office, Health Administration Center on 

3th floor of the building 5 to get the Urine analysis container. 

 【Distribution period : September 1st(TUE) ～ October 1st (Thu) 9:00-

17:00】 

・Please collect your morning urine sample(immediately on waking) on 

the day of the Medical checkup in the container and bring it with you. 

 

 

Contact. 

Health Administration Center  

TEL：03-5803-5081 Mail：hokencenter.hsc@tmd.ac.jp 

Administration Office, Health Administration Center  

TEL：03-5803-5079 Mail：hokekan@ml.tmd.ac.jp 


