
 
 

２０２１年 ２月 １日 

各 分野、部、科、センター、課 長  殿 

総括安全衛生管理者 

保健管理センター長 

 

２０２１年度（前期）特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質）のための Web 入力について(依頼) 

 

標記のことについて、「有機溶剤業務」「特定化学物質取扱業務」に従事している職員・学生を対象に、年２回

（４月・１０月）特殊健康診断を実施しますので、対象者への周知をお願いします。 

日本語の分からない留学生については、チューターや指導者の方が本件についてお知らせください。 

 

記 

 

１．対 象 者 実験等により特定化学物質や有機溶剤（別紙参照）を平均週１回以上取扱う職員・学生 

 

２．Web 入力 対象者は保健管理センターのホームページからアクセスして、「特殊健康診断」入力画面に 

入り、対象となる物質（別紙）の使用の有無を入力してください 

(直接のリンク) http://hsc2007.tmd.ac.jp/shiyouumu/ 

 

３．検査項目 問診・診察は全員対象です。その他の検査項目は、取扱う物質により異なります。 

対象者については別途個人宛に通知します。 

※ リフラクトリーセラミックファイバーを平均週 1 回以上取扱っている場合は、2021 年度 
職員一般定期健康診断において胸部 X 線検査を必ず受診してください。 

 

■入力期限： ２月２６日（金） 17：００まで 

※㊟入力期限までに必ず入力して下さい。なお、2 月 26 日 17：00 までなら何時でも入力可能 

です。 

 

・入力は各自の PC（学内）からできます。（入力項目；カナ氏名、生年月日、性別） 

カナ氏名はすべて大きな文字で入力してください。（×トウキョウ ○トウキヨウ） 

・上記入力期間中の入力の不具合等によるお問合せは、学生支援事務室保健管理センター係（内線５０７９）

までお願いいたします。 

 

 

■健診日程： ２０２１年４月２６日（月）、２７日（火）  １０：３０～１２：３０／１４：００～１６：００ 

 

■健診場所： ５号館４階 第１ゼミナール室 

 

 

【問い合わせ先】 

職員の方： 職員健康管理・環境安全管理事務室 安全衛生係  

内線 4619／anei@ml.tmd.ac.jp 

学生の方： 学生支援事務室 保健管理センター係 

内線 5079／hokekan@ml.tmd.ac.jp 

  

http://hsc2007.tmd.ac.jp/shiyouumu/


 
 

February 1st, 2021 

 
Entry on the website for Special Health Examination 

(For the employees and students who use organic solvents and specified chemical 
substances) 
 
The special health examination is held twice a year (April and October) for the employees and 
students who use Organic solvents and specified chemical substances. 

1. The employees and students subject to this health examination 
Employees and students who use organic solvents and specified chemical 
substances by experiment etc. more than once a week on average. 

2. Entry on the Web 
Applicants should access the website of Health Administration Center and enter 
the entry screen of “Special Health Examination”. And then, please answer the 
questionnaire about whether you use the relevant chemical substances (listed in 
the accompanying sheet). The entry screen and the accompanying sheet were 
written only in Japanese. Therefore, when you don’t understand, please ask your 
tutor or supervisors about it. 

http://hsc2007.tmd.ac.jp/shiyouumu/ 

3. Examination Items 
Medical questionnaire/consultation is required for all applicants. The other examination 
items are required depending on chemical substances you handle.  
Eligible employees and students will be informed respectively later on. 

※ If you are dealing with refractory ceramic fibers more than once a week 
on average, be sure to have a chest x-ray during your 2021 staff general 
physical exam. 

 
■  Input deadline 
 February 26, 2021 (FRI) 17:00 
※You can input your data anytime only during the period above. 

 ・You can enter the website from your PC in school. 
・Please contact Student Support Section(#5079) when you have any trouble in this period. 

    
 

■ Examination Date and Time 
    April 26（Mon）- April 27（Tue）   10:30～12:30 / 14:00～16:00 
 
■ Place      

The first seminar room (Building 5, 4F) 
 
Contact： 
Employee： 
Administration Office, Environmental Safety and Employee Healthcare(3F, Building No.5) 
Ext. 4619 ／ anei@ml.tmd.ac.jp 
Student： 
Health Administration Center Unit (3F, Building No.5) Ext.5079 ／ hokekan@ml.tmd.ac.jp 

http://hsc2007.tmd.ac.jp/shiyouumu/
mailto:anei@ml.tmd.ac.jp

