
　１．実施日
　２．集合場所
　３．会　場
　４．実施時間

集合場所 採血
胸部

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ

9:00 ～ 9:50  G204教室※1

10:40 ～ 11:30 体育館

11:20 ～ 12:00 体育館

12:00 ～ 12:40 体育館

9:50 ～ 10:30  G202教室※1

13:40 ～ 15:20 体育館 あり

15:20 ～ 16:30
ＨＩＴ
プラザ

集合場所 採血
胸部

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ

10:40 ～ 11:40

9:00 ～ 9:40

9:50 ～ 10:10

13:00 ～ 13:50

13:50 ～ 14:30

14:40 ～ 15:20

15:20 ～ 15:50

なし

あり

15:50 ～ 16:30
ＨＩＴ
プラザ

　５．検査項目

　６．当日の動き
　・機械工学科・都市環境学科の学生は、集合場所で受診票と学生証を受け取り、受診票に必要事項を記入してから体育館へ移動してください。

　・体育館集合の学部学生は、ガイダンスで配付される受診票を予め記入しておき、各自の時間に合わせて体育館に移動ください。

　・大学院・専攻科の学生は、HITプラザで受診票を受け取り、記入してから体育館へ移動してください。

　７．注意事項
＜当日の持ち物＞
　・必要事項を記入した受診票
　・外靴を持ち運べる袋（体育館は土足厳禁です）
＜当日の服装＞
　・胸部レントゲン検査では、金具やプラスチックが付いた下着、ボタンの付いたシャツ、胸元のアクセサリーを外す必要があります。
　　女子はスポーツブラ等の着用をお勧めします。
　・換気のため、体育館内が寒くなることがありますので、温度調整しやすい服装でお越しください。
＜感染対策＞

　・マスクの着用、手洗いや手指のアルコール消毒などの基本的な感染症予防対策をお願いします。

＜健康診断結果＞　
　・結果は5月上旬頃に学務システムで開示予定です。（ メールにてお知らせします）
　　紙面での結果配付はありませんので、必ず各自で結果を確認する必要があります。

学科・学生番号により異なる

学科により異なる

体 育 館

2023年 4月3日(月)・4月5日(水)

月　日 学　部 学　科 健康診断実施時間

　　　↑「学生番号」は学生証に記載されます

《予　　　　　備》

薬学科

4月3日（月）

工学部

機械工学科

なし

建築学科

薬学部

情報工学科

電気電子工学科

都市環境学科

大学院（全専攻、全学年）

保健医療学部

未来デザイン
学部

《予　　　　　備》

健康診断実施時間

公衆衛生看護学専攻科
12:10

なし
人間社会学科

あり義肢装具学科　

診療放射線学科

看護学科　　　

2023年度　定期健康診断実施要領（新入生）

～ 12:50
ＨＩＴ
プラザ

あり

あり

体育館

体育館

4月5日（水）

月　日 学　部 学　科

メディアデザイン学科

理学療法学科　

臨床工学科　

※2

※2 大学院・専攻科

の学生には、受診票を

HITプラザにて12：00

から配付しています

※1 機械工学科は9：00、

都市環境学科は9：50に指定

教室に集合してください

（ガイダンス会場と同じ）

左記以外の学部新入生は、学生番号毎

に体育館への移動時間が指定されます

具体的な移動開始時間については、ガ

イダンスで配付される実施要領を確認

してください

※3 薬学部・保健医療学部の学生は採血があります

体育館内は一方通行となっているため、

健診中は手荷物を必ず携行してください。

入口

出口

2023年度ガイダンス・健康診断の欠席報告フォーム

https://forms.gle/81bw93HgpzK6MpvaA

体調不良や感染症の罹患等、やむを得ない理由で健康診断やガ

イダンスを欠席する場合は、上記の「2023年度ガイダンス・健

康診断の欠席報告フォーム」から連絡をしてください。

１ 胸部レントゲン撮影 ○ ○ ○

２ 身体計測（身長・体重・視力） ○ ○ ○

３ 血圧測定 ○ ○ ○

４ 血液検査 △ × ○

５ 尿検査 〇 〇 ○

６ 医師の診察 ○ ○ ○

項　　　　目
学部

新入生

大学院

新入生

公衆衛生看護学

専攻科

※3

健康診断会場

(体育館）

機械工学科、都市環境学科の

新入生集合場所 （G棟2階教室）

キャンパス配置図



月日 学部 学科

機械工学科 13:10 ～ 13:50

情報工学科 13:50 ～ 14:20

電気電子工学科 14:20 ～ 14:50

建築学科 12:20 ～ 12:50

都市環境学科 12:50 ～ 13:10

16:10 ～ 17:00

月日 学部 学科

機械工学科 14:40 ～ 15:10

情報工学科 14:10 ～ 14:40

電気電子工学科 13:30 ～ 14:10

建築学科 13:00 ～ 13:30

都市環境学科 12:40 ～ 13:00

メディアデザイン学科 15:10 ～ 16:00

人間社会学科 9:50 ～ 10:10

16:00 ～ 17:00

月日 学部 学科

メディアデザイン学科 9:40 ～ 10:10

人間社会学科 10:10 ～ 10:30

15:30 ～ 16:30

　５.　検査項目

　① 胸部レントゲン撮影（編入生以外の2～3年生は実施しない）
　② 身体計測（身長・体重・視力）
　③ 血圧測定
　④ 尿検査
　⑤ 医師の診察

　６．当日の動き

　・健康診断実施時間に合わせて、HITプラザまでお越しください。（受診票の配付・記入あり）

　７．注意事項
＜当日の持ち物＞

　・外靴を持ち運べる袋（体育館は土足厳禁です）

＜当日の服装＞

　・胸部レントゲン検査では、金具やプラスチックが付いた下着、ボタンの付いたシャツ、胸元のアクセサリーを
　　外す必要があります。女子はスポーツブラ等の着用をお勧めします。
　・換気のため、体育館内が寒くなることがありますので、温度調整しやすい服装でお越しください。

＜感染対策＞

　・マスクの着用、手洗いや手指のアルコール消毒などの基本的な感染症予防対策をお願いします。

＜健康診断結果＞　

　・結果は5月上旬頃に学務システムで開示予定です。（ メールにてお知らせします）
　　紙面での結果配付はありませんので、必ず各自で結果を確認してください。

　１.　実施日　　3月29日(水)、3月30日(木)、3月31日(金）
　２.　受　付　　ＨＩＴプラザ　

2023年度　定期健康診断実施要領（編入生）

　４.　対象学生・実施時間

3月29日(水）

　３.　会　場　　体育館

《予　　　　　備》

学年 健康診断実施時間

工学 新３年生（編入生・留年・復学含む）

健康診断実施時間

3月31日(金）

《予　　　　　備》

未来

学年 健康診断実施時間

工学

《予　　　　　備》

3月30日(木）
新２年生（編入生・留年・復学含む）

新３年生（編入生・留年・復学含む）未来

学年

キャンパス配置図

受付会場

（HITプラザ）

健康診断会場

（体育館）

入口

入口

健康診断中は手荷物を必ず携行してください

（体育館内は一方通行のため、荷物置き場がありません）

HITプラザで受診票の受け取る際、

スタッフに編入生であることを伝えてください

ガイダンス会場

（G棟）

2023年度ガイダンス・健康診断の欠席報告フォーム

https://forms.gle/81bw93HgpzK6MpvaA

体調不良や感染症の罹患等、やむを得ない理由で健康診断やガイダンスを欠席する場合は、

上記の「2023年度ガイダンス・健康診断の欠席報告フォーム」から連絡をしてください。
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