
令和 2 年 9 月 4 日 

学  生 各位 

保健管理センター 

令和 2 年度学生定期健康診断の実施について（お知らせ） 

 この度、実施を延期しておりました学生定期健康診断を以下のとおり実施すること

といたしましたので、お知らせいたします。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全学生に参集いただく方法

を改めました。そのため例年の開催方法とは異なっておりますので、次頁の注意事項

を確認し、それぞれに応じた形での受診をお願いします。特に、「オンライン問診及び

健康チェック」の受診については、来学の必要がありません。 

【検査項目、対象学生及び方法】 

【備考参照欄】 

https://forms.gle/6FmgsDEVT82j5aDK8 

※ログインに利用するメールアドレスは、<TUAT-ID>@st.go.tuat.ac.jp です。 

検査項目 対象学生 方 法 

オンライン問診

及び健康チェック
全学生 

備考参照 QR コード又は URL を通じて、

本学の学生用グーグルアカウント（※）

でログインの上、Web から回答くださ

い。 

9／4（金）-10／31（土）の間に 

入力ください。 

医師診察及び面談 
医師が必要と認

めた学生 

医師がオンライン問診及び健康チェッ

クの記載内容を確認し、医師診察及び

面談を必要とする学生に個別に照会／

実施します。

胸部 X 線 

・新入生

・最終学年生

・共同獣医学科

の 4 年生

大学に参集し撮影を受けていただきま

す（次ページの注意事項参照）。検査日

程は後述の日程表を参照ください。 
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学生定期健康診断の注意事項 

2020 年度の学生定期健康診断につきましては、今般の新型コロナウイルス感染防

止を踏まえ規模を縮小して実施いたします。学生の皆様のご協力をお願いします。 

注意：胸部 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・共同 

獣医学科の第 4 学年です。 

１． 集団感染予防のため、別紙の【学生定期健康診断の受診前の問診事項】で 

「はい」に該当する方は、当日の健康診断受診を見合わせてください。 

検査当日は非接触型体温計による検温を実施いたします。その場で 37.5 度 

以上の発熱を計測した学生にはお帰りいただきますので、ご自宅で事前の検温を

行い、37.5 度以上の発熱がある場合には登校しないでください。 

２． 3 密を防ぐ観点から日程表に記載の対象者区分に沿った受付時間帯にお越 

しください。 

３． 検査当日は、必ず学生証、下足袋、体育館用上履き、別紙の【学生定期健康 

診断の受診前の問診事項】、マスクを持参してください。 

【学生定期健康診断の受診前の問診事項】は事前にご記入の上ご持参ください。 

マスクは常に着用し、私語を控え、手指消毒等の衛生管理についてもご協力く

ださい。 

４． 当日は男女共、白無地の T シャツを着用して来てください。 

胸部 X 線撮影への写りこみを防ぐために、撮影時は上半身の下着・金属類を外 

します。 

５． 企業等で受診する社会人学生は、2020 年度の健診結果が出ましたら 

保健管理センターへ提出してください（持参・郵送どちらでも可）。 

６． 定期健康診断を受診しなかった場合、健康診断証明書の発行は出来ません。 

７． 感染の流行状況、行政の指導などによっては健康診断を延期等する可能性が 

ありますので、大学 Web ページのトップ画面にある重要なお知らせ欄の【重要】

新型コロナウイルスへの対応について（まとめ）の案内を随時ご確認ください。   

  保健管理センター：府中地区 ：042-367-5548 

 小金井地区：042-388-7171 
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　農学府　修士課程　２年生
　BASE　一貫制博士課程　１・５年生　（府中地区）

　連合農学　１年生

　農学部  応用生物・地域生態　１年生
　農学部　６年生

　農学部  環境資源・生物生産・共同獣医　１年生

　農学部  応用生物・地域生態　４年生
　農学府　4年制博士課程　１年生
　農学部  環境資源・生物生産・共同獣医　４年生

　農学府　修士課程　１年生
　府中地区　３年次編入生
　連合農学　３年生

　工学部　生命工学・生体シス　１年生

　工学部　応用化学・化学物理・機械シス　１年生

　工学部　知能情報　１年生
　工学府　前期課程(専門職学位を含む)　１年生
　工学府　後期課程　１・３年生
　小金井地区　３年次編入生

　工学部　応用分子・化学シス・機械・生命工　４年生
　BASE　一貫制博士課程　１・５年生　（小金井地区）
　工学部　情報工・電気電子・物理シス　４年生　
　ＢＡＳＥ　後期課程　１・３年生

　工学部　有機材料　４年生
　工学府　前期課程(専門職学位を含む)　２年生
　ＢＡＳＥ　前期課程　１・２年生
　大学院共同サステイナビリティ研究専攻　1年生

対象：　新入生・最終学年生と、獣医学科の4年生

農・工学部、農学部4年制博士　１・4・6年生
農学府修士・工学府前期・BASE前期　1・2年生
連合農学・工学府後期・BASE後期　1・3年生

共同獣医１年生・連合獣医　4年生
編入生　3年生

BASE　一貫制博士課程　１・5年生
大学院共同サステイナビリティ研究専攻　1年生

2020（R２）年度　学生定期健康診断（胸部X線）日程表

検査項目

10
月
24
日

（土）

小
金
井
地
区

体
育
館
・
武
道
場

AM

PM

10
月
25
日

（日）

AM

PM

PM

AM
男子 10:00 ～ 10:35 女子 10:35 ～ 11:10

女子

10
月
18
日

（日）

AM

PM

～

月日
（曜日） 会場

AM
PM 対　象　者

男子 13:00 ～ 13:40 女子 13:40 ～

11:10 ～ 11:15 男子 11:15 ～ 11:30府
中
地
区

体
育
館
・
武
道
場

受付時間

男子 9:00

10
月
17
日

（土）

9:45 女子 9:45 ～ 10:20

14:25

女子 14:25 ～ 15:00 男子 15:00 ～ 15:30

10:45 ～ 11:30

15:10 ～ 15:30

女子 10:20 ～ 10:45 男子

男子 13:00 ～ 14:05 女子 14:05 ～ 14:55

女子 14:55 ～ 15:10 男子

9:55 ～ 10:15

女子 10:15 ～ 10:30 男子 10:30 ～ 11:30

男子 9:30 ～ 9:55 女子

14:20 ～ 14:40

女子 14:40 ～ 14:50 男子 14:50 ～ 15:30

男子 13:00 ～ 14:20 女子

9:40 ～ 10:10

女子 10:10 ～ 10:25 男子 10:25 ～ 11:30

男子 8:30 ～ 9:40 女子

　胸部X線

14:30 ～ 14:55

女子 14:55 ～ 15:05 男子 15:05 ～ 15:30

男子 13:00 ～ 14:30 女子

※対象者欄に掲げた学生（男女）は、受付時間欄の男女の時間区分に従ってお越しください。
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胸部レントゲン NO. 

Chest X-ray (Do not fill out.) 

・・・・・・ 以下をご記入ください（切り取る必要はありません） Do not cut off ・・・・・・

【 学生定期健康診断の受診前の問診事項 】 

The Health Checkup Questionnaire 

学籍番号 student number :（   ） 

氏名 name ：（ ）  

生年月日 date of birth(yyyy/mm/dd)：（ 年  月 日 ） 

学生定期健康診断の受診にあたり 下記質問事項にお答えください。  (丸をつけて下さい) 

Answer the Questions 1-9. (make circles what applies) 

1. 最近の検査で新型コロナウイルス陽性と診断されていますか？
Have you been diagnosed with“Covid-19”and you have not recovered
yet?

はい 
yes 

いいえ 
no 

2. 強いだるさ（倦怠感）がありますか？
Do you feel severe tiredness?

はい 
yes 

いいえ 
no 

3. 息苦しさ（呼吸困難）がありますか？
Do you feel difficulty of breathing?

はい 
yes 

いいえ 
no 

4. その他風邪の症状（鼻水, 咽頭痛, 咳等）がありますか？
Do you have any symptoms like common cold (e.g. runny nose, sore throat,

cough, etc.)

はい 
yes 

いいえ 
no 

5. 発熱（37.5℃以上）がありますか？
Do you have a fever over 37.5℃?

はい 
yes 

いいえ 
no 

6. 味覚・嗅覚の障害がありますか？
Do you have smell and taste dysfunction?

はい 
yes 

いいえ 
no 

7. 下痢が 4-5 日続いていますか？
Has diarrhea been lasting for 4-5days?

はい 
yes 

いいえ 
no 

8. ご家族など身近に接する人に、上記 1.-7. のどれかひとつでも当てはま
る人はいますか？
Is there someone around you who has symptoms like Q1-7 above?

はい 
yes 

いいえ 
no 

9. 海外から帰国してから 14 日以内ですか？
Have you traveled overseas within the last 14 days?

はい 
yes 

いいえ 
no 

上記 1.-9.のうちひとつでも「はい」がありますか？ 
Do you have any “YES” among the Q1-9 above? 

はい 
yes 

いいえ 
no 

今日の健康診断は見合わせてください 
You cannot take health checkup. 

すべて「いいえ」の方は健康診断を受けてください 
If all of them are "No", please take the health checkup. 
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