
【　○：学生関係　　●：職員関係　】　 　場　　所 (　)は対象者数 (　)は対象者数

○●　各種証明書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・随時(1月～3月は就職・進学のため申請多数)

○●　健康相談及び応急処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日程表に基づく

　●　特殊健康診断における放射線新規従事者健康診断(採血)・・・・・・・・・・・・・・・・６・８・１２・２月

 5(金) ○　　新入生健康診断･全般式健康度調査　　　　　　　　　　ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)の1年、及び編入学生 (288名) ○(290名)

10(水) ○　　4種抗体検査(麻疹、風疹、ムンプス、水痘) ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)の1年、及び編入学生 (288名) 外注 ○(290名)

　●　運転業務従事者健康診断 ｾﾝﾀｰ 運転業務従事者 (   32名) ●(   15名)

　●　理学療法業務従事者健康診断 理学療法・作業療法士 (   26名) ●(   26名)

臨床に出る学部学生及び大学院生 (847名) B型肝炎ウイルスに感染のおそれのある医療関係職員 (1218名) 外注 ○(992名) ●(1051名)

臨床に出る学部学生 (333名) 外注　職員のツベルクリン反応検査は平成24年度より中止

平成27年度よりツベルクリン反応検査から、T スポット
®
.TB 検査へ変更

　●　新入職員4種抗体検査(麻疹、風疹、ムンプス、水痘)※第1ｾﾞﾐ 附属病院の新入職員 (684名) 外注 ●(591名)

　　　特殊健康診断 放射線は一部外注

○●　放射線業務従事者 第1ｾﾞﾐ 放射線を取り扱う学生(学部学生・大学院生・大学院研究生) (101名) 放射線業務従事者 (10235名) 平成29年度より有機溶剤・特定化学物質は外注 ○(213名) ●(940名)

○●　有機溶剤・特定化学物質業務従事者 有機溶剤・特定化学物質を取り扱う学生(学部学生・大学院生・大学院研究生) ( 46名) 有機溶剤・特定化学物質を取り扱う業務等に従事する者 (104名) ○(  46名) ●(90名)

　●　水道施設業務従事者健康診断 第1ｾﾞﾐ 水道技術管理者 (    1名) 以前より実施していたが、平成28年度より実施計画に記載 ●(　 1名)

　●　石綿健康診断 第1ｾﾞﾐ 過去に石綿を取り扱う業務に従事していた者 平成29年度より開始

25(木)・26(金) ○●　破傷風予防接種1回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)の1年 (288名) 教養部教職員(基準に当てはまる者) (   12名) ○(281名) ●(   12名)

10(金) ○　　MRワクチン接種1回目 ｾﾝﾀｰ 各編入学生のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (     8名) ○(    6名)

16(木)・17(金) ○　　MRワクチン接種1回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)1年のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (206名) － 平成27年度より接種基準値を変更 ○(210名)

全学生 (3205名) 一部外注 ○(3191名)

平成24年度より教養部1年生も湯島にて実施

30(木) 　●　破傷風予防接種2回目 国府台地区 教養部教職員(基準に当てはまる者) (    3名) 平成27年度より職員は基準に当てはまる者は全3回接種へ変更 ●(    3名)

臨床に出る学部学生及び大学院生のうち抗体陰性者 (371名) B型肝炎ウイルスに感染のおそれのある医療関係職員のうち抗体陰性者 (215名) 外注 ○(321名) ●(133名)

13(木)・14(金) ○　　ムンプスワクチン接種1回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)1年のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (   94名) 平成27年度より接種基準値を変更 ○( 102名)

14(金) ○　　ムンプスワクチン接種1回目 ｾﾝﾀｰ 各編入学生のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (    2名) ○(    2名)

　　(大腸299名) ●(大腸261名)

(肺196名) ●(肺167名)

1(月)～5(金)
8(月)～12(金)

○  　学生一般定期健康診断再検査・二次検査 ｾﾝﾀｰ・国府台地区 センター受診勧奨者 (265名) ○(355名)

臨床に出る学部学生及び大学院生のうち抗体陰性者 (371名) B型肝炎ウイルスに感染のおそれのある医療関係職員のうち抗体陰性者 (215名) 外注 ○(321名) ●(105名)

○　　水痘ワクチン接種1回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)1年のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (   33名) 平成27年度より接種基準値を変更

26(金) ○　　水痘ワクチン接種1回目 ｾﾝﾀｰ 各編入学生のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者　　　　　　　　　                        (     2名) ○(    4名)

　●　職員一般定期健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 全職員 (3645名) 一部外注 ●(3212名)

○●　特定業務従事者健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 特定業務に従事する学生(放射線・深夜・病原体・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞEOG) (    139名) 特定業務に従事する職員(放射線・深夜・病原体・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞEOG) (1443名) 平成29年度より放射線業務従事者も対象とする ○(  123名) ●(1339名)

○●　結核患者接触者健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 対象となった結核患者に接触した職員　 (    1名) 以前より定期健康診断で兼ねて実施していたが、平成28年度より実施計画に記載

　●　運転業務従事者健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 運転業務従事者 (  28名) 以前より定期健康診断で兼ねて実施していたが、平成28年度より実施計画に記載 ●(  23名)

　●　特定病原体取扱者の健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 特定病原体取扱者 (    0名) 平成28年度より実施 ●(　 0名)

　●　じん肺健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 該当する粉じん作業に従事している職員 平成29年度より職員定健で代用

　●　石綿健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 過去に石綿を取り扱う業務に従事していた者 平成29年度より開始

　●　ストレスチェック ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 全職員 (3645名) 平成27年度より実施 ●(3210名）

6(金) ○　　MRワクチン接種2回目 ｾﾝﾀｰ 各編入学生のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (    0名) ○(    1名)

○　　全般式健康度調査 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)の1年 ( 288名) 以前より実施していたが、平成27年度より実施計画に記載

○　　MRワクチン接種2回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)1年のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (    2名) ○(  28名)

4(金) 　●　理学療法業務従事者健康診断 ｾﾝﾀｰ 理学療法・作業療法士 (   28名) ●(  28名)

11(金) 〇　　ムンプスワクチン接種2回目 ｾﾝﾀｰ 各編入学生のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者　　　　　　　　 (　 0名) 平成28年度より抗体陰性者には、ﾜｸﾁﾝ2回接種へ変更 ○(    0名)

17(木)・18(金) 〇　　ムンプスワクチン接種2回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)1年のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (　 37名)

25(金) ○　　留学生健康診断 ｾﾝﾀｰ 10月入学の留学生 (  58名) ○(  52名)

　　　特殊健康診断 外注

○●　放射線業務従事者 放射線を取り扱う学生(学部学生・大学院生・大学院研究生) (  98名) 放射線業務従事者 (909名) 放射線は一部外注 ○( 157名) ●(891名)

○●　有機溶剤・特定化学物質業務従事者 有機溶剤・特定化学物質を取り扱う学生(学部学生・大学院生・大学院研究生) (  50名) 有機溶剤・特定化学物質を取り扱う業務等に従事する者 (　92名) 平成29年度より有機溶剤・特定化学物質は外注 ○(  47名) ●(  78名)

　●　インジウム業務従事者に対する特別健康診断 インジウムを常時取り扱う業務に従事する者 (  14名) 安全衛生委員会の決定により平成25年度より実施 ●(  14名)

　●　水道施設業務従事者健康診断 第2ｾﾞﾐ 水道技術管理者 (    1名) 以前より実施していたが、平成28年度より実施計画に記載 ●(　 1名)

(1618名) 患者と接触のある病院勤務者、その他希望する教職員 (3370名) 外注 ○(1555名) ●(3124名)

21(木)・22(金) ○●　インフルエンザ予防ワクチン接種＊ 国府台地区
予防接種を希望する学生(医学科・歯学科・保健衛生学科・口腔保健学
科)の1年

(  95名) 予防接種を希望する教職員 　(  24名) 安全衛生委員会の決定により平成23年度より実施 ○(1555名) ●(　23名)

28(木)・29（金） 〇　　水痘ワクチン接種2回目 国府台地区 (医学科、保健衛生学科、歯学科、口腔保健学科)1年のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者 (　13名) 平成28年度より抗体陰性者には、ﾜｸﾁﾝ2回接種へ変更 ○(    4名)

29(金) 　●　がん検診（子宮頸がん）細胞診 聖門前広場 20歳以上の職員(希望者) (110名) 平成27年度より検診車での実施 ●(  66名)

臨床に出る学部学生及び大学院生のうち抗体陰性者 (371名) B型肝炎ウイルスに感染のおそれのある医療関係職員のうち抗体陰性者 ( 121名) ○(321名) ●(  83名)

13(金) 〇　　水痘ワクチン接種2回目 ｾﾝﾀｰ 各編入学生のうちﾜｸﾁﾝ接種対象者　 (  0名) 平成28年度より抗体陰性者には、ﾜｸﾁﾝ2回接種へ変更 ○(    0名)

15(水) ○●　結核患者接触者健康診断 ｾﾝﾀｰ 対象となった結核患者に接触した学部学生及び大学院生 (    0名) 対象となった結核患者に接触した職員 (    1名)
平成30年度後期より結核菌に感染するおそれの高い業務に従事
する者を対象とした健診は中止

○(   0名) ●(    1名)

27(月)～31(金) ○●　特定業務従事者健康診断 ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ 特定業務に従事する学生(放射線・深夜・病原体・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞEOG) (133名) 特定業務に従事する職員(放射線・深夜・病原体・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞEOG) (1473名) 一部外注、平成29年度より放射線業務従事者も対象とする ○(   4名) ●(1380名)

　●　職員一般定期健康診断における胃検査　　[対象] 40歳以上職員　　[方法] 偶数年は採血でのPG検査、奇数年は胃透視検査

20(火)～23(金)
26(月)・27(火)
29(木)・30(金)

第2ｾﾞﾐ

センター受診勧奨者 (1076名)

7月

5月

8月

第2ｾﾞﾐ○●　Ｂ型肝炎予防ワクチン接種2回目※

聖門前広場

ｾﾝﾀｰ・第2ｾﾞﾐ

○●　Ｂ型肝炎予防ワクチン接種1回目※

○●　Ｂ型肝炎予防ワクチン接種3回目※

ｾﾝﾀｰ・国府台地区

－

　●　がん検診（大腸がん・肺がん・胃がん）
　　　便潜血・喀痰細胞診・胃エックス線

－

20(金)

－

　●  職員一般定期健康診断再検査・二次検査

センター受診勧奨者 (221名)

－

≪年度ごとに変更のある健康診断≫

12(火)～15(金)

5(木)・6(金)

24(月)～28(金)

6月

6(木)・7(金)

11月

28(月)・29(火)
第2ｾﾞﾐ

－

センター受診勧奨者

(大学院,大学院研究生,医学科2年,保健衛生学科2年,歯学科2・3年,口腔保健学科2年,各編入学生,昨年ワクチン接種を受けた者)

－

第1ｾﾞﾐ
患者と接触のある大学院生・大学院研究生、医学科4・5年、
保健衛生学科看護2・3・4年、検査3・4年、歯学科3・4・5・6年、
口腔保健学科3・4年、その他希望する学生

－

ｾﾝﾀｰ

　※医学部・歯学部附属病院長等の要望に基づくもの　　＊教養部からの要望に基づくもの

－

外注

対象となった結核患者に接触した学部学生及び大学院生

－

－

○●　インフルエンザ予防ワクチン接種※

－

○●　特定業務従事者健康診断再検査・二次検査

40歳以上の職員(希望者)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(大学院,大学院研究生,学部2年,各編入学生,昨年ワクチン接種を受けた者)

－

　　　※1～3月は2017年度の受診者数　
備　　　　　考

○(311名)

(学部2年,各編入学生)

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年度(平成31年度)　　保 健 管 理 実 施 計 画

実　施　時　期 実　　施　　事　　項 ○　　学　　　　生 ●　　職　　　　員
(　)は2018年度の受診者数

－
10月

15(火)・16(水)・18（金）
21(月)・23(水)
28(月)・29（火）・31(木)
11/1（金）・5（火）・6(水)

2,3月
2/25(火)～28(金)
3/2(月)～6(金)
3/9(月)

●( 99名)

－

－

－

－

(288名)

－

－

●(561名)

通　年

－

－

－

－

9月
－

－

4月

11(木) 

22(月)・23(火)

－

16(火)～19(金)

○●　Ｂ型肝炎抗原抗体検査※ 第1ｾﾞﾐ
(大学院,大学院研究生,学部2年,各編入学生,昨年ワクチン接種を受けた者)

18(木)・19(金)

1月

－○　　Tスポット®.TB 検査※ 第1ｾﾞﾐ

21(火)～24(金)
27(月)～28(火)

○　　学生一般定期健康診断

ｾﾝﾀｰ
12月

(大学院,大学院研究生,学部2年,各編入学生,昨年ワクチン接種を受けた者)


