
月日
（曜日）

場所 対　象　者

　農学部 　 　４・５・６年
　研究生　（府中地区）

　　　男子　 9:00～ 9:30 
　　　女子　 9:30～10:00

　農学部 　　 ２年

　　　男子　10:30～11:00

　　　女子　10:00～10:30

　農学部 　　 ３年
　　　男子　13:30～13:50 

　　　女子　13:50～14:10

　農学府 　　 ２年
  連合農学 　全学年
　連合獣医　 全学年
　ＢＡＳＥ 一貫制博士課程　2～4年（府中地区）


　　　男子　14:40～15:10

　　　女子　14:10～14:40

　農学部      １年
　農学部・共同獣医２・３年次編入生
　工学部　３年次特別編入生

　　　男子　 9:00～ 9:30 
　　　女子　 9:30～10:00

  農学府      1年
　ＢＡＳＥ 一貫制博士課程　１年（府中地区）
　ＢＡＳＥ 一貫制博士課程　3年次編入生（府中地区）


　　　男子　10:15～10:30

　　　女子　10:00～10:15

　工学部      ４年
　　　男子　 8:30～ 9:30 

　　　女子　 9:30～ 9:45

　ＢＡＳＥ 前期課程　２年生
　工学府 後期課程　2・3年生
　ＢＡＳＥ 一貫制博士課程　2～4年（小金井地区）
　研究生（小金井地区）


　　　男子　10:00～10:30

　　　女子　 9:45～10:00

　工学部 　　３年
　工学府 産業技術専攻　１年

　　　男子　13:00～14:00 
　　　女子　14:00～14:15

　工学府 前期課程　２年生(産業技術専攻含)
　ＢＡＳＥ 後期課程　2・3年生


　　　男子　14:30～15:15

　　　女子　14:15～14:30

　工学部      １年
　　　男子　 8:30～ 9:15 

　　　女子　 9:15～ 9:30

　工学部      ２年

　　　男子　 9:45～10:30

　　　女子　 9:30～ 9:45

午後

　工学府 前期課程　1年生(産業技術専攻除)
　工学府 後期課程　1年生
　ＢＡＳＥ 前期課程　1年生
　ＢＡＳＥ 後期課程　1年生
　ＢＡＳＥ 一貫制博士課程　1年（小金井地区）
　ＢＡＳＥ 一貫制博士課程　3年次編入生（小金井地区）


　　　男子　13:15～14:00

　　　女子　13:00～13:15

＜留意事項＞
１） X線検査について

X線撮影対象者は入学年度(編入生入学含)・卒業年度の学生のみです
撮影の必要有無をしっかり確認してください。
撮影対象でない学生でも、下記学生については希望で撮影出来ます。Ｘ線受付でその旨をお伝え下さい。
[教育実習または介護等体験の履修がある、留学予定、就職活動予定、奨学金・バイト先への書類提出がある等]
※　Ｘ線に写りこむため、撮影時は下着・金属類を外します。着脱しやすい服装で来て下さい。
　　白無地のＴシャツや金具等が付いていないキャミソールなどは着用可能です。

２） 受診しなかった学生には、健康診断証明書の発行は出来ません。
自動発行機による発行は５月10日の予定です。(再検査となった学生は６月４日の予定)

３） 受診時には体育館用上履きを持参し、指定の受付時間を守って下さい。

４） 都合により指定日に受診できない学生は、定期健康診断開催中の別日に受診してください。
ただし、受付に時間がかかることをご了承下さい。
社会人の為、企業等で受診する学生は、H30年度の健診結果が出ましたら結果を保健管理センターへ持参して下さい。

５） 10月入学生は、10月学生定期健康診断を受診してください。

　X線、血圧、視力、
身長、体重、検尿、

　健康チェック、（医師診察・面談）

平成30年度4月　学生定期健康診断日程表

※　受付時間と開催場所に注意してください

受　付　時　間

●トイレ混雑緩和のため、今年度より尿検査容器を事前配布します●
尿検査は、正確な検査を行うため当日の朝に自宅で採尿し会場へ持参してください。
事前に保健管理センター(府中：本部横　小金井：管理棟)または学生生活係(府中：本館　小金井：管理棟)まで尿検査キットを取りに来て下さい。
受渡期間→3/1～4/3　平日9:00～16:00　土日祝日は閉室。
事前に尿検査キットを受け取れない場合には、当日に受け取り・採取出来ますが、トイレの数が少ないので待ち時間が長くなります。

農・工学部　2・3・5年
連合農学・工学府後期・BASE後期　2年

連合獣医　2・3年
BASE　一貫制博士課程　2・4年

研究生

身長、体重、検尿、
健康チェック、（医師診察・面談）

農・工学部　１・4・6年
農学府・工学府前期・BASE前期　1・2年

連合農学・工学府後期・BASE後期　1・3年
連合獣医　1・4年

特別編入生　2・3年生
BASE　一貫制博士課程　1・3・5年
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保健管理センター 府中地区 042-367-5548
小金井地区 042-388-7171



Month and

day

 (day of the

week)

Venue Subject

· Faculty of Agriculture:  4th, 5th, 6th grades

∙ Research scholar (Fuchu campus)

  Male　 9:00 ‐ 9:30

  Female　 9:30 ‐ 10:00

∙ Faculty oｆ Agriculture:  2nd grade
  Male　10:30 ‐ 11:00

  Female　10:00 ‐ 10:30

∙ Faculty oｆ Agriculture:  3rd grade
  Male　13:30 ‐ 13:50

  Female　13:50 ‐ 14:10

∙ Graduate school of Agriculture [Master’s Course]:  2nd grade

∙ United Graduate School of Agricultural Science  [Doctoral Course]:  All grades

∙ United Graduate School of Veterinary Science, Gifu University[Doctoral Course]:  All grades

∙ Department of Food and Energy Systems Science:  2nd, 3rd, 4th grades (Fuchu campus)

  Male　14:40 ‐ 15:10

  Female　14:10 ‐ 14:40

∙ Faculty oｆ Agriculture:  1st grade

∙ Transfer student of Faculty of Agriculture:  2nd, 3rd grades

∙ Transfer student of Faculty of Engineering:  3rd grade

　
  Male　 9:00 ‐ 9:30

  Female　 9:30 ‐ 10:00

∙ Graduate school of Agriculture [Master’s Course]:  1st grade

· Department of Food and Energy Systems Science:  1st grade（Fuchu campus）

· Transfer student of Department of Food and Energy Systems Science:  3rd grade（Fuchu

campus）

  Male　10:15 ‐ 10:30

  Female　10:00 ‐ 10:15

· Faculty of Engineering:  4th grade
  Male　 8:30 ‐ 9:30

  Female　 9:30 ‐ 9:45

∙ Graduate School of Bio‐Applications and Systems Engineering　[Master’s Course]:  2nd grade

· Graduate School of Engineering　[Doctoral Course]:  2nd, 3rd grades

∙ Department of Food and Energy Systems Science:  2nd, 3rd grades (Koganei campus)

∙ Research scholar (Koganei campus)

  Male　10:00 ‐ 10:30

  Female　 9:45 ‐ 10:00

· Faculty of Engineering:  3rd grade

· Industrial Technology and Innovation:  1st grade

  Male　13:00 ‐ 14:00

  Female　14:00 ‐ 14:15

· Graduate School of Engineering　[Master’s Course]:  2nd grade (Includes Industrial

Technology and Innovation)

· Graduate School of Bio‐Applications and Systems Engineering　[Doctoral Course]:  2nd, 3rd

grades

  Male　14:30 ‐ 15:15

  Female　14:15 ‐ 14:30

· Faculty of Engineering:  1st grade
  Male　 8:30 ‐ 9:15

  Female　 9:15 ‐ 9:30

· Faculty of Engineering:  2nd grade
  Male　 9:45 ‐ 10:30

  Female　 9:30 ‐ 9:45

PM

· Graduate School of Engineering　[Master’s Course]:  2nd grade (Exclude of Industrial

Technology and Innovation)

· Graduate School of Engineering　[Doctoral Course]:  1st grade

· Graduate School of Bio‐Applications and Systems Engineering　[Master’s Course]:  1st grade

· Graduate School of Bio‐Applications and Systems Engineering　[Doctoral Course]:  1st grade

∙ Department of Food and Energy Systems Science:  1st grade (Koganei campus)

∙ Transfer students of Department of Food and Energy Systems Science:  3rd grade (Koganei

campus)

  Male　13:15 ‐ 14:00

  Female　13:00 ‐ 13:15

＜Notice＞
１）Chest X‐ray examination

X‐rays are only for students in the admission year (including transferred students) and the graduation year. Please check whether you need the examination.
If you want to take the X‐ray exam with some reason such as below, please inform the X‐ray reception that you wish to do so.
[Ex: .Education training, Nursing care, Study abroad, Job‐hunting, Scholarship, part‐time employment and so on.]
※　  At the time of chest X‐ray examination, you should take off your underwear and metals above the waist, except for a plain white T‐shirt or a camisole without any metallic parts.
　　　 Please come with clothes that are easy to take off and put on.

２）Health certificate cannot be issued for students who do not take the health checkup.

３）
４）

If you want to take the company health screening or other kind of health diagnosis, please submit a copy of the result to the Health Service Center （by postal mail is also accepted）.
５）For students whose enrollment started from October, please come to the checkup in October.

Medical certificates issued by automatic machines will be available from May 10th, 2018. For students who need re‐inspection,  it will be available from June 4th.

If you cannot come on the designated day, please come on another day between April 5th and 8th. However, please understand that the checkup will take longer than the check

up on your designated day.

Please bring indoor footwear such as athletic shoes or slippers in order to use the gymnasium. Please follow the reception time schedule.

Schedule of Annual Health Checkup in April 2018
※　Please pay attention to the reception time and venue

Reception time

April 4th

(Wed)

Fuchu

Campus

Gymnasium

AM

PM

April 5th

(Thu)
AM

For students admitted in April only

＜Attention＞: Please come to the Health Service Center to pick up the urine test kit in advance. We recommend you to take your urine sample at

home in the morning of your Health Checkup (However, you may take your sample at the Health Checkup in case you cannot receive the kit in advance.

You might have to wait some time due to the limited number of the restrooms). You can receive the urine test kit at the entrance of the Health Service

Center between 9:00AM and 4:00PM on weekdays from March 1st to April 3rd (the Health Service Center is closed on weekends).

April 6th

(Fri)

Koganei

Campus

Gymnasium

AM

Chest X‐ray

Blood pressure

Visual acuity

Height and weight

Urinalysis

Medical examination

Height and weight

Urinalysis

Medical examination

PM

April 7th

(Sat)

AM

Inspection

Items

· Faculty oｆ Agriculture:  1st, 4th, 6th grades

∙ Faculty of Engineering:  1st, 4th grades

∙ [Master’s Course]:  1st, 2nd grades

∙ [Doctoral Course]:  1st, 3rd grades

∙ United Graduate School of Veterinary Science, Gifu University[Doctoral Course]: 1st, 4th grades

∙ Transfer student:  2nd, 3rd grades

∙ Department of Food and Energy Systems Science:  1st, 3rd, 5th grades（Fuchu campus）

∙ Faculty oｆ Agriculture:  2nd, 3rd, 5th grades

∙ Faculty oｆ Engineering:  2nd, 3rd, 5th grades

∙ All of [Doctoral Course]:  2nd grade

∙ United Graduate School of Veterinary Science, Gifu University[Doctoral Course]:  2nd, 3rd grades

∙ Department of Food and Energy Systems Science:  2nd, 4th grades（Fuchu campus）

· Resarch scholar
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