
2021年 3月 

新入生のみなさんへ 

2021年度学生定期健康診断について 

京都橘大学 医務室 

 

 2021年度定期健康診断を以下の要領で実施します。定期健康診断は学校保健安全法に基づいて実施

しています。定期健康診断の目的は、病気の早期発見と健康の保持・増進です。また、結核の集団感

染を防ぐためでもありますので、毎年必ず受診してください。やむを得ない理由を除き、原則、指定

日時に受診してください。 

 

１ 日程・対象 

 学部、大学院のすべての学生(非正規生除く)が対象です。指定された日時に受診してください。 

※ 大学院生の中で、ご自身の職場で健康診断を受けられる方は大学で受診する必要はありません。ただし、職

場で健康診断を受けた後、結果票の写しを本学医務室（響友館 1階）まで提出が必要です。 

 

学  科 
男子 女子 

日 程 受付時間 日 程 受付時間 

日本語日本文学科 4/17（土） 12：15～12：45 4/10（土） 16：00～16：45 

歴史学科 4/10（土） 10：00～10：30 4/17（土） 17：00～17：30 

歴史遺産学科 4/10（土）  9：00～9：30 4/10（土） 13：30～14：00 

国際英語学科 4/17（土） 9：00～9：30 4/11（日） 16：00～16：45 

児童教育学科 4/17（土） 10：00～10：30 4/10（土） 14：30～16：00 

経済学科  

◆男子【前半】は A～Fクラス、【後半】

は G～Lクラスの方が対象です。 

4/11（日） 

【前半】  

10：45～11：45

【後半】   

11：45～12：45 

4/10（土） 16：45～17：30 

経営学科 

◆男子【前半】は A～Fクラス、【後半】

は G～Lクラスの方が対象です。 

4/10（土） 

【前半】  

10：30～11：30

【後半】   

11：30～12：30 

4/17（土） 15：15～16：00 

情報工学科 4/17（土） 11：30～12：15 4/11（日） 16：45～17：30 

建築デザイン学科 4/17（土） 12：15～12：45 4/17（土） 16：00～16：30 

看護学科 4/17（土） 10：00～10：30 4/11（日） 14：15～15：15 

心理学科 4/10（土） 9：00～9：30 4/17（土） 16：30～17：00 

理学療法学科 4/11（日） 10：00～10：45 4/17（土） 13：45～14：30 

作業療法学科 4/11（日） 9：30～10：00 4/11（日） 13：45～14：15 

救急救命学科 4/17（土） 9：30～10：00 4/11（日） 13：45～14：15 

臨床検査学科 4/10（土） 9：30～10：00 4/17（土） 14：30～15：15 

編入生 4/10（土） 9：30～10：00 4/10（土） 13：30～14：00 

大学院生 4/11（日） 9：00～9：30 4/11（日） 9：00～9：30 



２ 受付場所 

清和館 2階入口（清和館 1～2階 教室にて実施） 

 

３ 実施項目  

【基本項目】全項目全員受診すること 

 ※未受検の項目がある場合、「健康診断証明書」は発行できません。 

○胸部レントゲン検査 

○身長・体重測定 

○血圧測定 

○尿検査（尿蛋白・尿潜血・尿糖） 

○視力検査（眼鏡またはコンタクトレンズを使用している方は、矯正視力を測定します。） 

○内科診察 

 

◆当日尿検査ができなかった方への対応  

生理中または生理終了後 3日以内の方は、当日検査を受けることができません。検査担当者より検

尿容器をお渡ししますので、以下の日時に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別項目（血液検査）】対象者は受検すること  ※実施項目が複数でも採血は１回です。 

実施項目 対象学科・コース 留意事項 

Ｂ型肝炎抗原検査 
看護学科、理学療法学科、作業療法学科、 

救急救命学科、臨床検査学科 

入学前に自己で抗体検

査を受検した方は、必ず

事前に医務室までご連

絡ください。 

 

Ｂ型肝炎抗体検査 
看護学科、理学療法学科、作業療法学科、 

救急救命学科、臨床検査学科 

小児感染症抗体検査(4種) 

・麻疹 

・風疹 

・水痘(水ぼうそう) 

・ムンプス(おたふくかぜ) 

児童教育学科、看護学科、理学療法学科、 

作業療法学科、救急救命学科・臨床検査学科、

健康科学研究科（臨床心理学コース） 

 

 

 

【提出場所】医務室 

【受付時間】8：45～13：00 

【提出期間】 

① 4月 10日～11日受診の方 … 4月 19日(月)～ 20日(火) 

② 4月 17日受診の方 … 4月 26日（月）～27日(火) 



４ 当日の持ち物 

持参物名 備考 

健康管理カード 

・入学式後に配布しています。事前に両面太枠内を記入し

てください。また、全ての検査終了後に回収するため持ち

帰ることのないようにしてください。 

問診票 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前印刷・当

日朝に記入してください。受付で回収します。 

・ご自宅に PCやプリンターがない方は当日お渡しします。 

抗体検査申込票 

※対象学科：児童教育学科、看護学科、理学療

法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検

査学科、健康科学研究科（臨床心理学コース） 

・対象学科の方のみ事前に印刷してください。また、以下

◆抗体検査についても必ずご確認ください。 

・ご自宅に PCやプリンターがない方は当日お渡しします。 

学生証 受付で本人確認をします。 

筆記用具 ボールペンをご用意ください。 

髪ゴム 髪が長い方のみ。 

眼鏡またはコンタクトレンズ 普段から着用されている方のみ。 

無地の Tシャツ 胸部レントゲン撮影時に着用します。 

 

◆抗体検査について 

 下表に記載の学科は、健康診断実施時に抗体検査を実施します。「抗体検査申込書」に必要事項

を記入し、健康診断当日に受付にて提出してください。なお、抗体検査は大学所定の検査方法

で採血し実施します。 

学部生の方については入学手続き案内でお知らせのとおり、受検にあたっては保護者(保証人)

と相談のうえ、申し込んでください。 

 

[対象学科および抗体検査実施内容] ※金額は税込みです。 

学科 
小児感染症 

4 項目(※) 

(\13,200) 

Ｂ型肝炎 

抗原検査 

(\770) 

Ｂ型肝炎 

抗体検査 

(\1,650) 

児童教育学科 

健康科学研究科（臨床心理学コース） 
○ － － 

看護学科 

理学療法学科 

作業療法学科 

救急救命学科 

臨床検査学科 

○ ○ ○ 

※ 小児感染症 4項目：麻疹・風疹・水痘(水ぼうそう)・ムンプス(おたふくかぜ) 

 

[検査費用] 自己負担です。2021年度後期学費と共に実費を徴収します。 

 

 



５ 健康診断結果報告書について 

健康診断結果は、5 月中旬頃に「健康診断結果報告書」により返却します。詳細は、後日ポータル

サイトでお知らせします。 

 

６ 健康診断証明書の発行について 

学内で定期健康診断を受診した方に限り、5 月中旬頃から発行可能となります。詳細については後

日ポータルサイトでお知らせします(大学が指定する医療機関以外で健康診断や抗体検査を受診した

場合、健康診断証明書は発行できません。)。ただし、全ての検査を受けていない場合や再検査・精密

検査が必要な方等は、すぐに発行できません。その場合は医務室で確認をとり、再検査・精密検査を

受けて結果を医務室に提出した後、発行可能となります。 

 

７ 心電図検診のご案内 （対象者：スポーツ系クラブ･サークルに所属している方のみ） 

定期健康診断と別の日程で行います。心電図検査はスポーツ活動中における突然死等の事故防止の

ために実施しています。何らかの胸部症状がある方は、健康診断ではなく循環器内科を受診する必要

がありますので、医務室までご相談ください。 

【日 時】2021年 5月 11日（火）、12日（水） 9：00～17：00 

【場 所】中央体育館 小アリーナ（予定） 

 

 

８ 学内実施の健康診断をいずれの日程でも受診できなかった場合  

■ 指定の日時に受診できなかった方 

新入生健康診断日（4 月 10 日、11 日、17 日）のうちで、ご自身と同じ性別の時間帯の別学科日程

で受診してください。 

 

■ 4月実施期間のいずれの日程でも受診できなかった方 

提携医療機関（音羽健診センター）で受診してください。医務室を通して予約した場合のみ健康診

断証明書の発行が可能となります。速やかに医務室まで予約に来てください。なお、健康診断の費用

は自己負担（約 4,000円）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

健康診断を受けるにあたって、配慮等を希望される方や不安がある方は、

医務室までご相談ください。 

【医務室開室時間】  平日 8：45～18：15 

【直 通 電 話】  075－574－4119 


