
定期健康診断について 

 

 対象者  

物部キャンパスの学生で、 

① 令和２年度内に教育実習や介護等体験など、施設等の実習のある学生（以下、実習生） 

② 就職活動をする令和２年度における最終学年生（以下、就活生） 

③ ２０２０年度新入学の留学生（正規生(大学院生を含む) ，非正規生 ，連大生） 

 

 なお、上記以外（対象外）の方の健康診断については、後日ＫＵＬＡＳでお知らせ致します

が、日程は未定ですので、早期に健康診断証明書等が必要な方は、御自身で医療機関にて健康

診断を受け、結果を保健管理センターおよび物部キャンパス保健相談室に提出していただい

ても結構です。ただし、費用は自己負担となります。 

（朝倉キャンパス実施の健康診断対象者で未受検の方は、今回の健診は受検できません） 

 

 

 日程  

 別紙１参照。 

受付時間を割り振っていますので、自身の該当時間を必ず確認のうえ、受検してください。 

 

 

 受検要領  

 ① 胸部レントゲン撮影 

    下着を外した状態でないと受付をしませんが、更衣室は設置しませんので、 

特に女子は以下のことを参考に、服装の準備を確実にしてきてください。 

【服装について】薄手の無地のＴシャツならば、着用したままの撮影可ですので、 

自宅から着用してきてください（上着を脱いだら撮影できる状態 

にしてきてください）。 

ボタン、金具、ファスナー、刺しゅう、プリント、プラスチック 

部分のあるものの着用は認めませんので、この場合は着衣無し 

での撮影となります。 

 ② 身長 ，体重 

    当日、スタッフが測定、記入します。 

 ③ 尿検査 

    当日、採尿器で持ってきた分のみ受け付けます。自宅で採尿してきてください。 

    採尿器は、健診当日までに物部キャンパス保健相談室へ取りに来てください。 

    採尿器（中の容器）と外袋に、必ず記名して持ってきてください。記名していない 

場合は受け付けません。 
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 ④ 問診および内科検診 

    問診票（最後のページにあります）をダウンロードして自宅で記入し、健診当日に 

持ってきてください。 

    なお、問診票の持参がない場合は、当日の内科検診は受検できません。 

 ⑤ 血圧測定 

    当日の測定は１回のみです。 

 ⑥ 視力測定 

    健診会場では実施しません。 

 ⑦ データ入力 

    本人によるパソコンへのデータ入力は行いません。健康診断票の提出のみとなり 

ますので、学籍番号と氏名を必ず記入してください。記入がない場合は、誰のもの 

か判断ができませんので、結果的に健康診断を（胸部レントゲンについては外部 

医療機関にて自費で）再度受けてきてもらうことになります。 

 

 

 注意事項  

 ・実施日の２週間前から朝晩に検温をし、風邪症状や下痢等がないか、体調管理をして 

  きてください。（２週間の間に何か症状があった場合は、実施日当日の受付にて御相談 

  ください。） 

 ・発熱や風邪症状のある方は受検を控えてください。 

 ・マスクを着用してきてください。 

・学校での健康診断が受けられなかった場合は外部医療機関で受検し、結果を保健管理 

センター （または物部キャンパス保健相談室）へ提出してください。ただし、費用は 

自己負担となります。（新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等、学校保健安全 

法に定められた感染症の罹患により受検できなかった場合は公費負担としますが、証明 

となるもの（診断書等）を提出してください。） 

 ・筆記用具を持参してください。健診会場に、鉛筆やマジックペン等は置いていません 

  ので、記名が必要なものは、必ず自宅で書いてきてください。 



 

 

 

 

 対象者  

 朝倉キャンパス実施の定期健康診断において、次の項目で再検査となっている方  

  ・尿検査 

  ・血圧 

  ・内科検診（心電図を除く。心電図は、後日、別途案内をします。） 

 

 

 日程  

 別紙２参照。 

 受付日時を割り振っていますので、自身の該当日時を必ず確認のうえ、受検してください。 

 

 

 受検要領  （いずれも、再検査用紙を忘れないでください） 

 ① 尿検査 

    ・早朝尿（朝起きてすぐの尿）を採取し、採尿器に油性マジックペンで記名 

    ・採取前日は、激しい運動を避ける 

 ② 血圧 

    来所の際は、走ってこないようにしてください。 

 ③ 内科検診（心電図を除く） 

    事前に予約を取ってください（電話またはメールで受け付けます）。 

 

 

 

 注意事項  

 ・実施日の２週間前から朝晩に検温をし、風邪症状や下痢等がないか、体調管理をして 

  きてください。（２週間の間に何か症状があった場合は、実施日当日の受付にて御相談 

  ください。） 

 ・発熱や風邪症状のある方は受検を控えてください。 

 ・マスクを着用してきてください。 

 ・心電図検査を指摘された方は、別途案内を致します。（ＫＵＬＡＳのお知らせおよび  

  保健管理センターのホームページで周知しますので、定期的な確認をお願い致します。） 

  

再 検 査 



 

 

 

 

 対象者  

 ・研究室において、有機溶剤・特定化学物質を週２回以上使用（今年度中に使用開始予定 

を含む）の学部３・４年生 ，大学院生（連大生を含む） 

 ・研究室において、電離放射線を使用（今年度中に使用開始予定を含む）の学生（連大生 

  を含む） 

・２０２０年度新入学の留学生（正規生および非正規生で、大学院生、連大生を含む） 

・２０１９年１０月１１日以降（２０２０年３月まで）に入学した留学生（正規生および 

非正規生で、大学院生、連大生を含む） 

・定期健康診断の内科検診において、血液検査を指摘された学生 

 

 

 日程  

 ・物部キャンパス（物部キャンパス保健相談室） 

  ７月７日（火） １２：００－１６：００ 

 ・朝倉キャンパス（保健管理センター） 

   ７月８日（水）・９日（木） いずれも１２：００－１６：００ 

 

 

 受検要領  

 密になることを避けるため、必ず個々にお越しください（研究室内で受検時間を決める 

などし、複数名が揃って来ることのないようにお願いします）。 

 

 

 注意事項  

 ・実施日の２週間前から朝晩に検温をし、風邪症状や下痢等がないか、体調管理をして 

  きてください。（２週間の間に何か症状があった場合は、実施日当日の受付にて御相談 

  ください。） 

 ・発熱や風邪症状のある方は受検を控えてください。 

 ・マスクを着用してきてください。 

 

 

 

特 殊 健 診 



（　　　　　　　　年度）

　学籍番号　： 　学年　：

　氏名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　才）

次の該当する□にチェックしてください。

１．今までに大きな病気にかかったことはありますか。

　　（ 例 ： 心臓病・腎臓病・肝臓病・気管支喘息・血液疾患・甲状腺疾患・川崎病　など）

　　□　特になし

　　□　ある　（　　　　才 ～　　　病名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　その病気は現在も治療中ですか。

　　　　　□　治った　　　

　　　　　□　経過観察中（ 通院頻度 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　□　治療中　（どういう治療か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

２．今までの心臓健診（心電図検査を含む）で指摘を受けたことがありますか。

　　□　なし

　　□　ある　（いつ ：　　　　才）

　　　　　　　（どのような指摘だったか ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

３．現在および過去に、次のような症状はありませんか。

　　□　息切れ　　　　□　動悸　　　　□　胸の痛み　　　　□　失神

　　□　めまい　　　　□　けいれん

４．家族に下記の病気の方はいますか。

　　□　心臓病　　　　□　腎臓病　　　　□　糖尿病　　　　□　高血圧

５．相談の希望はありますか。

　　□　特になし

　　□　医師に相談したいことがある

　　□　医療機関を紹介してほしい

　　□　臨床心理士のカウンセリングを受けたい

　　□　その他の相談

男　・　女

健康診断問診票



 別紙１  

健康診断（物部キャンパス学生対象） 

 

 

 

日 時  ７月１日（水） ９：００‐１５：３０（胸部レントゲン受付は１５：００まで） 

場 所  日章会館 

 

受付は、下記のとおり割り振り制となっています。必ず、自身が割り当てられた時間に 

来てください。なお、表中において、 

就 活 生：就職活動をする令和２年度内における最終学年生 

実 習 生：令和２年度内に教育実習や介護等体験など、施設等実習のある学生 

新入留学生：非正規生の新入留学生 

とします。 

 

 

 

９：００‐ ９：１５ 農林資源環境科学科の就活生（男子） あ～た 

９：１５‐ ９：３０ 〃         な～わ 

 ９：３０‐ ９：４５ 農芸化学科の就活生（男子）     あ～た 

 ９：４５‐１０：００ 〃         な～わ 

１０：００‐１０：１５ 海洋資源科学科の就活生（男子）   あ～た 

１０：１５‐１０：３０         〃         な～わ 

１０：３０‐１０：４５ 物部キャンパス大学院の就活生（男子）あ～た 

１０：４５‐１１：００         〃         な～わ 

１１：００‐１１：３０ 
物部キャンパスの実習生および新入留学生 

（いずれも男子） 

１３：００‐１３：１５ 農林資源環境科学科の就活生（女子） あ～た 

１３：１５‐１３：３０         〃         な～わ 

１３：３０‐１３：４５ 農芸化学科の就活生（女子）     あ～た 

１３：４５‐１４：００         〃         な～わ 

１４：００‐１４：１５ 海洋資源科学科の就活生（女子）   あ～た 

１４：１５‐１４：３０         〃         な～わ 

１４：３０‐１５：００ 
物部キャンパス大学院の就活生・実習生・新入留学生 

（いずれも女子） 

※ 氏名（苗字）のあいうえお順 



 別紙２  

 健診（朝倉キャンパス実施）の再検査  

 

 

 

尿検査と血圧測定は割り振り制、内科検診は予約制とします。必ず、自身が割り振られた

日時および予約日時来てください。 

再検査にお越しの際は、再検査用紙を忘れずに持ってきてください。 

なお、表中において、 

新 入 生：学部の新１年生（正規生の新入留学生を含む），編入生 

新入留学生：非正規生の新入留学生 

施設実習生：令和２年度内に教育実習や介護等体験など、施設実習のある学生 

就 活 生：就職活動をする令和２年度内における最終学年生 

とします。 

尿検査と血圧測定の方で、割り振られた日時に来ることができない場合は、７月６日（月）

以降の午前中に持ってきてください。 

 

 

【 尿検査（１０：００－１２：００）】 

６月１５日（月） 

10：00‐10：30 施設実習生（女子） 

10：30‐11：00 施設実習生（男子） 

11：00‐11：30 地域協働学部 就活生（女子）， 

         ＴＳＰ 就活生（女子） 

11：30‐12：00 理工学部 就活生（女子） 

  １６日（火） 

10：00‐10：30 教育学部 就活生（女子） 

10：30‐11：00 人文社会科学部人文科学コース 就活生（女子） 

11：00‐11：30 人文社会科学部国際社会コース 就活生（女子） 

11：30‐12：00 人文社会科学部社会科学コース 就活生（女子） 

  １７日（水） 

10：00‐10：30 大学院 就活生（女子） 

10：30‐11：00 地域協働学部 就活生（男子）， 

         ＴＳＰ 就活生（男子） 

11：00‐11：30 理工学部 就活生（男子） 

11：30‐12：00 教育学部 就活生（男子） 

  １８日（木） 

10：00‐10：30 人文社会科学部人文科学コース 就活生（男子） 

10：30‐11：00 人文社会科学部国際社会コース 就活生（男子） 

11：00‐11：30 人文社会科学部社会科学コース 就活生（男子） 

11：30‐12：00 大学院 就活生（男子） 

   



 別紙２  

  １９日（金） 

10：00‐10：30 人文社会科学部人文科学コース 新入生（女子） 

10：30‐11：00 人文社会科学部国際社会コース 新入生（女子） 

11：00‐11：30 人文社会科学部社会科学コース 新入生（女子） 

11：30‐12：00 地域協働学部 新入生（女子） 

  ２２日（月） 

10：00‐10：30 教育学部 新入生（女子） 

10：30‐11：00 理工学部 新入生（女子） 

11：00‐11：30 農林海洋科学部（あ～た）※  新入生（女子） 

11：30‐12：00 農林海洋科学部（な～わ）※  新入生（女子） 

  ２３日（火） 

10：00‐10：30 人文社会科学部（あ～さ）※  新入生（男子） 

10：30‐11：00 人文社会科学部（た～は）※  新入生（男子） 

11：00‐11：30 人文社会科学部（ま～わ）※  新入生（男子） 

11：30‐12：00 教育学部 新入生（男子） 

  ２４日（水） 

10：00‐10：30 農林海洋科学部（あ～さ）※  新入生（男子） 

10：30‐11：00 農林海洋科学部（た～は）※  新入生（男子） 

11：00‐11：30 農林海洋科学部（ま～わ）※  新入生（男子） 

11：30‐12：00 地域協働学部 新入生（男子） 

  ２５日（木） 

10：00‐10：30 理工学部（あ～さ）※  新入生（男子） 

10：30‐11：00 理工学部（た～は）※  新入生（男子） 

11：00‐11：30 理工学部（ま～わ）※  新入生（男子） 

11：30‐12：00 新入留学生（男女），施設実習生（男女） 

※ 氏名（苗字）のあいうえお順 

 

 

 

 

【 血圧測定（１３：００－１５：００）】 

６月１５日（月） 

13：00‐13：30 施設実習生（女子） 

13：30‐14：00 施設実習生（男子） 

14：00‐14：30 地域協働学部 就活生（女子）， 

         ＴＳＰ 就活生（女子） 

14：30‐15：00 理工学部 就活生（女子） 

  １６日（火） 

13：00‐13：30 教育学部 就活生（女子） 

13：30‐14：00 人文社会科学部人文科学コース 就活生（女子） 

14：00‐14：30 人文社会科学部国際社会コース 就活生（女子） 

14：30‐15：00 人文社会科学部社会科学コース 就活生（女子） 

   



 別紙２  

  １７日（水） 

13：00‐13：30 大学院 就活生（女子） 

13：30‐14：00 地域協働学部 就活生（男子）， 

         ＴＳＰ 就活生（男子） 

14：00‐14：30 理工学部 就活生（男子） 

14：30‐15：00 教育学部 就活生（男子） 

  １８日（木） 

13：00‐13：30 人文社会科学部人文科学コース 就活生（男子） 

13：30‐14：00 人文社会科学部国際社会コース 就活生（男子） 

14：00‐14：30 人文社会科学部社会科学コース 就活生（男子） 

14：30‐15：00 大学院 就活生（男子） 

  １９日（金） 

13：00‐13：30 人文社会科学部人文科学コース 新入生（女子） 

13：30‐14：00 人文社会科学部国際社会コース 新入生（女子） 

14：00‐14：30 人文社会科学部社会科学コース 新入生（女子） 

14：30‐15：00 地域協働学部 新入生（女子） 

  ２２日（月） 

13：00‐13：30 教育学部 新入生（女子） 

13：30‐14：00 理工学部 新入生（女子） 

14：00‐14：30 農林海洋科学部（あ～た）※  新入生（女子） 

14：30‐15：00 農林海洋科学部（な～わ）※  新入生（女子） 

  ２３日（火） 

13：00‐13：30 人文社会科学部（あ～さ）※  新入生（男子） 

13：30‐14：00 人文社会科学部（た～は）※  新入生（男子） 

14：00‐14：30 人文社会科学部（ま～わ）※  新入生（男子） 

14：30‐15：00 教育学部 新入生（男子） 

  ２４日（水） 

13：00‐13：30 農林海洋科学部（あ～さ）※  新入生（男子） 

13：30‐14：00 農林海洋科学部（た～は）※  新入生（男子） 

14：00‐14：30 農林海洋科学部（ま～わ）※  新入生（男子） 

14：30‐15：00 地域協働学部 新入生（男子） 

  ２５日（木） 

13：00‐13：30 理工学部（あ～さ）※  新入生（男子） 

13：30‐14：00 理工学部（た～は）※  新入生（男子） 

14：00‐14：30 理工学部（ま～わ）※  新入生（男子） 

14：30‐15：00 新入留学生（男女），施設実習生（男女） 

※ 氏名（苗字）のあいうえお順 

 

 

 

 

【 内科検診（再検日は６月１５日（月）以降）】 

必ず、事前に予約を取ってください。 

   電話（０８８‐８４４‐８１５８）でもメール（gs08@kochi-u.ac.jp）でも結構です。 

連絡をいただいた際に（またはメールの返信で）医師が在所している日時を御案内します。 

なお、血液検査の受検を指摘された方は、添付ファイル『令和２年度 物部健診・問診票 ， 

朝倉再検査 ，特殊健診』にある「特殊健診」のページを御確認ください。 
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