
1．健 診 項 目・・・ ① 身体測定 Physical Measurement 　 ② 視力測定 Eyesight                    ③ 血圧測定 Blood Pressure
        Medical Examination ④ 内科検診 Clinical Examination         ⑤ 胸部Ｘ線撮影 Chest X-ray        ⑥ 尿検査 Urine Test

　 ※ 尿検査の容器は健診当日に配付します。4月25日（火）までに提出してください。

2．持 参 物 ・・・・ 内科診察問診票（裏面）

        Things to Bring   Questionnaire on the other side

3．場　所・・・・・ 保健管理センター（総合研究棟Ⅱ　1F ）
        Place   Center for Physical & Mental Health  (University Research Hall Ⅱ 1F )

4．日　時
     Schedule

⽉ ⽇
Date

受 付 時 間
Reception Hours

性別
Sex

学 部　・　⼤ 学 院
Faculties

学  年
Grades

  ⼈⽂学部　 Hum. 　2 nd, 3rd
  教育学部　 Edu. 　2 nd, 3rd
  ⼯学部 　 Eng. 　2 nd, 3rd
  全学部の留年⽣ 　4 th
  ⼤学院⼈⽂社会科学研究科 　Hum. 　M1
  ⼤学院教育学研究科   Edu. 　M1, P1
  地域イノベーション学研究科　 Innov. 　M1, D1, and D2
  ⼈⽂学部　 Hum. 　2 nd, 3rd
  ⾮正規⽣（科⽬履修⽣・聴講⽣・研究⽣等） Non regular students
  ⼤学院⼈⽂社会科学研究科　 Hum. 　M1
  ⼤学院教育学研究科   Edu. 　M1,  P1
  ⼤学院医学系研究科 　 Med. 　M1, D1
  ⼤学院⼯学研究科 　 Eng. 　M1, D1, and D2
  ⼤学院⽣物資源学研究科　 Bio. 　M1, D1, and D2
  地域イノベーション学研究科 　 Innov. 　M1, D1, and D2
  ⽣物資源学部 　 Bio. 　2 nd, 3rd
  ⾮正規⽣（科⽬履修⽣・聴講⽣・研究⽣等） Non regular students
  ⼤学院医学系研究科 　 Med. 　M1, D1
  ⼤学院⼯学研究科 　 Eng. 　M1, D1, and D2
  教育学部　 Edu. 　2 nd, 3rd
  ⽣物資源学部 　 Bio. 　2 nd, 3rd
  ⼤学院⽣物資源学研究科 　 Bio. 　M1, D1, and D2
  ⼯学部 　 Eng. 　2 nd, 3rd
  全学部の留年⽣ 　4 th

☛ 受診できない⽅は、他医療機関での健診結果（職場健診・⼈間ドック含む）のコピーを提出していただいても構いません。
　　　In case you cannot take this exam, it is OK to submit the copy of the result from other medical clinic.

☛ 該当⽇に受診できない場合は、保健管理センターへご相談ください。（℡059-231-9068）

☛ 今回の健康診断を受診された⽅は、6⽉1⽇から健康診断証明書の交付が受けられます。
　　　The students who took this exam can get certificate of examination from June 1st.

裏面：内科診察問診票
See the Questionnaire on the other side.

4/18
(⽕ Tue )

　9︓00〜10︓50
12︓00〜16︓30 男 M

　　　In case you cannot take exam on the day you belong, please tell to the staff of Center
   　 for Physical & Mental Health in advance.（℡059-231-9068）

4/14
(⾦ Fri )

  9︓00〜10︓50 男 M

12︓00〜16︓30 ⼥ F

4/17
(⽉ Mon )

　9︓00〜10︓50
12︓00〜16︓30 男 M

平成29年度　大学院１年生健康診断受診の案内
Guidance of Medical Examination for the First-Year-Student of the Graduate School, 2017.

　　      Sampling tube for urinalysis will be given on the day of the medical examination.
          Please bring it back by Tuesday, April 25.

4/13
(⽊ Thu )

　9︓00〜10︓50
12︓00〜16︓30 ⼥ F


