
　　　　　　　   横浜国立大学保健管理センター

３．日程

午　前 午　後

４月　４日(月） 男　子（実習予定者） １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月　５日（火） 女　子（実習予定者） １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月　６日（水） 男　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月　８日（金） 男　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月１１日（月） 女　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月１２日（火） 男　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月１３日（水） 女　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月１４日（木） 男　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月１５日（金） 女　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

４月１8日（月） 男　　子 １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

男　　子 １０：００～１２：１５

女　　子 １３：３０～１６：００

４．注意事項

　②胸部Ｘ線撮影は、Ｔシャツ（ボタン・金具・プリントのないもの）１枚のみ着用し行います。

　③妊娠の可能性のある学生は胸部Ｘ線撮影は行いません。必ず受付に申し出てください。

　④２０２２年度の上記日程における健康診断証明書は、５月２５日（水）から証明書自動発行機で発行できます。

　⑤前年度（２０２１年度）の健康診断証明書は、５月６日（金）まで発行します。

　⑥新入生で受診できない場合は、外部医療機関で受けてください。後日、学外健診（大学負担）をウェブサイト上でご案内します。

　⑦受診者全員に結果を通知しますので、６月１日（水）以降、所属学部等の学務担当係まで取りに行ってください。

　⑧健康診断実施日には、保健管理センターでの一般診療は休診となります。

　①学生証がないと受診できません。必ずお持ちください。

・健診を受ける１週間前から受診日まで、発熱や体調不良を認める場合は受診できません。
・不織布マスクを着用の上、会話はお控えください。
・混雑する場合は他日での受診をお願いする場合があります。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

２０２２年度学生定期健康診断のお知らせ

全学生を対象（研究生・科目等履修生・聴講生を除く）に定期健康診断を下記の日程で実施します。
健康診断は健康の保持、疾病の早期発見に役立ちます。受診するようにしましょう。

１．内容　　問診票記入、身長・体重測定、視力検査、聴力検査（会話法）、血圧測定、胸部X線撮影、内科診察（聴診なし）

２．場所　　教育文化ホール　大集会室　(キャンパスマップS1-②)　※横浜国立大学内の施設です。新入生の方はご注意ください。

・教育学部2～4年生、または大学カリキュラ
　ム上健康診断を必須とする実習等予定者等
・その他、インターンシップ等で結果通知を早
　く受け取る必要のある学生（要相談）

備考

※新入生は4/8以降に受診してください

実　施　日 対　象　者
受　付　時　間

４月１９日（火）

※受診票・問診票は、健康診断及びその集計に用います。健康診断に関する個人情報は、第三者への漏えいのないよう厳重に管理いたします。 
※ご本人以外に、本学保健管理センタースタッフ及び本学の健診に係わる学外の医療機関がこの情報を共有しておりますことをご了承ください。 

※結果については、今後の健康管理に役立てるため個人が特定できないよう匿名化した上で学会・論文等で報告することがあります。 

 この調査にご自身の結果が加わることを希望されない方は申し出てください。 

胸部 X 線検査について    
※学校保健安全法施行規則の改定に伴い、胸部Ｘ線検査の対象者は第１学年のみとなりました。しかし、感染症の早期発見及び拡大防止、並びに胸部Ｘ

線検査結果が健康診断証明書の必須項目であることより、本学では、今後も胸部Ｘ線検査を全員を対象として実施いたします。 
※どうしても胸部Ｘ線検査を希望されない方は、申し出てください。ただし、胸部 X 線検査を受けないと健康診断証明書は発行できません。 



　　　　　　　  YNU Health Service Center

1. Contents:
　　　　　　　     

　　　　　　　　　  

3. Schedule

AM PM

April  4,Mon Men １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April  5,Tue Women １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April  6,Wed Men １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April  8,Fri Men １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April 11,Mon Women １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April 12,Tue Men １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April 13,Wed Women １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April 14,Thu Men １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April 15,Fri Women １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

April 18,Mon Men １０：００～１２：１５ １３：３０～１６：００

Men １０：００～１２：１５

Women １３：３０～１６：００

4.Reminders

　⑧ The Health Service Center will not be open for medical care on the day of the Health Examination.

・If you experienced fever or were in poor physical condition during the period from a week prior to taking the
　health exam to the day of your exam, you will not be able to take the exam.
・While waiting in line please wear surgical mask and refrain from talking.
・We may ask you to take the exam on another day in case of congestion.
・The dates may be subject to change or cancellation depending on the COVID-19 infection situation.

2nd-, 3rd- and 4th year students in the College
of Education or
students who are scheduled to undertake
practicums as part of the university curriculum
and need to take a health exam

※New Students may take the
　 examination on and after April 8.

　⑦ Everyone will be informed of their results. Please pick them up from the administration department of your college or graduate
　　　school　after June 1st (Wed).

　① You must have your Student ID to take the examination.

　③ Students who may be pregnant should say so on the day of the test. They will not be given the chest X-ray test.

  ⑤ Health Examination Certificates based on the results of the previous school year's examination will be issued until May 6 (Fri).

  ⑥ If you are new students entering in this school year and cannot avoid missing the Student Health Examination, you must be
　　　examined at an external medical institution. Details about the off-campus exam, provided free-of-charge, will be announced
　　　later on our website.

　④ If you take the examination during the above period, Health Examination Certificates will be issued by the automatic certificate
      issuing system from May 25 (Wed).

　② Please bring or wear T-shirt with no buttons, metallic parts, prints.　←For chest X-ray test

Notice Regarding the 2022 School Year Student Regular Health Exam

The Annual Health Examination is given to all　students (excluding Research students (kenkyusei),
Accredited auditors (kamokuto rishusei), and Auditors (chokosei)) in April 2022.

April 19,Tue

Filling in a medical questionnaire, measurement of height and weight, vision test, hearing test (by interview), measurement of
blood pressure, chest X-ray test, and medical check by doctors

Date Eligible Person

2.Place: 　　Education and Cultural Hall 　(campusmap S1-②)  ※Please make sure it is the facility of YNU in campus.

Time
Remarks

※The medical consultation and interview forms will not be used for any purposes other than the Health Exam and its summary. 

※We strictly manage all medical and other information related to the Health Exam so that it is not disclosed to a third party. 

※Please be aware that this information will also be used by Health Service Center staff and external medical facilities involved in this examination.  

About the Chest X-ray test    

※According to the revisions to the Enforcement Regulations of the School Health Law, from April 1, 2005, students are only required to have the chest 

X-ray test during their first year instead of all years. However, for the early detection and prevention of infectious diseases and because the chest X-ray 

test results are required for the Health Examination Certificate, YNU will continue performing chest X-ray tests for all students. 

※ Please inform us if you do not wish to undergo the chest X-ray test for any reason.  

(Notice: You will not be issued a Health Examination Certificate when you do not have the chest X-ray test). 

 


