
《 平成 30 年度 学生定期健康診断Ⅱ日程表 》 

健康診断は「学校保健安全法」に基づき実施しています。決められた期間内に必ず受診してください。 

 

1. 対象学年  

学部学生（平成 30年 4月入学の学生を除く） 

大学院修士課程･博士課程・専門職学位課程（平成 30年 4月入学の学生を除く） 

研究生・聴講生等（平成 30年 4月入学の学生を除く） 

受入れ研究員・附置研究所研究生等（※注） 

（※注）受入れ研究員、附置研究所研究生は、毎年、健康診断対象者として事前に登録が必要です。 

共通 IDの取得が必須要件です。詳細は所属する各学部・研究科・研究所・センターに照会してくだ

さい。 

2. 必ず持参するもの 

① 学生証（受入れ研究員該当者は所属部局発行の身分証）：学生証がない場合は在籍証明書を取得して持参 

② Web問診回答後に表示される３つの QR コード(印刷してください) 

③ 「予約番号」が分かるもの 

④ 胸部Ｘ線撮影時に着用する装飾のない無地のＴシャツ等（下記 注意事項 4.-5）参照） 

3. 検査項目：(1) 問診・血圧、(2) 身長・体重、(3) 胸部Ｘ線撮影  

4. 健康診断Ⅱ受診者への注意事項 

１）3地区いずれも予約と事前に web 問診実施が必要です。必ず受診予約を取り問診に回答してＱＲコードを準

備したうえで、健診会場にお越しください。 

予約や web 問診に関する詳細は、(http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/) をご参照ください。 

＊予約がある方を優先して受付します。予約がない場合は、長時間お待ち頂くか、混雑状況によっては 

受診出来ない場合がありますのでご了承ください。 

＊事前に問診に回答しないと、健診所要時間が長時間となります。 

２）受入れ研究員・附置研究所研究生等については、前もって必要事項を登録していない者は受診することはで

きません。登録は、所属部局を通して毎年実施する必要があります。 

登録手続き後に通知された共通 ID は健診予約や健診結果の確認のために必要です。 

３）3地区いずれでも受診できますが、なるべく所属する学部・研究科がある地区で受診してください。 

４）健診日程・時間は変更する場合もあります。受診前に保健センターHP ・掲示物で確認してください。 

５）胸部 X 線検査があるため、上半身のみ着脱できる適切な服装で来所してください。（薄手で無地の T シャツ

を着用するか持参してください。ボタン・金具・ビーズ・プラスチック、カップ付き下着等のついた衣類は

X線撮影時に脱衣する必要があります。） 

６）健康診断証明書は健診受診後、約３週間後から発行します。早急に必要な場合、早めの受診を心がけてく

ださい。  

健康診断には予約・web 問診への回答が必要です。 

健康診断はいずれの地区も予約制です。予約は、4月 9日（月）午後 5時より開始いたします。 

予約・web 問診の際は、(http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/)にアクセスし、次の情報でログインして予約を取ってくだ

さい。 

ID: 20hoken 

PW: 18center 

※受診者個別の ID・PW ではありませんが、無関係の者に知られないよう、取り扱いには注意してください 

＊予約開始初日はアクセスが殺到し、つながりにくくなることが予想されます。その場合は時間をおいて混雑を

避けて予約・問診サイトにアクセスするよう、ご協力をお願いいたします。 
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７）保健センター以外で受診された検査結果を健康診断の結果として代用する際は、事前に各地区保健センター

までお問い合わせください。 

８）下記日程以外、保健センターでは学生の健診は実施していません。留学や休学、遠方の研究施設で履修・研

究等やむをえない事情で、全期間中受診できない学生は、事前に各地区保健センターに申し出てください。 

９）下記健康診断期間中に受診しない場合、5月以降は来年度の定期健康診断受診後まで健康診断書等は発行で

きません。他の医療機関にて健康診断を受診して健康診断書を作成する場合は、費用は自己負担となります。 

１０）健診当日は混雑が予想されますので、受診に際し特別な配慮が必要な学生は、事前に各地区保健センター

に申し出てください。 

１１）受診中、貴重品は自己管理となります。忘れ物・落とし物がないようご注意下さい。 

5. 受診地区別日程表 

本郷地区  本郷保健センター （第 2本部棟） 

 

時間 

月日 
午前 

9：00～11：30 

午後 

13：15～15:45 

4 月 18 日(水) 女性 男性 

4 月 19 日(木) 男性 男性 

4 月 20 日(金) 男性 女性 

4 月 23 日(月) 女性 男性 

4 月 24 日(火) 男性 女性 

5 月 7 日(月) 男性 男性 

5 月 8 日(火) 男性 男性 

5 月 9 日(水) 男性 男性 

5 月 10 日(木) 女性 男性 

5 月 22 日(火) 男性 男性 

5 月 23 日(水) 女性 男性 

5 月 24 日(木) 男性 女性 

5 月 25 日(金) 男性 男性 

 

柏地区  実施場所：柏図書館 1階 

 

時間 

月日 

午 前 午 後 

9：30～10：45 10：45～11：30 13：15～14：15 14：15～15：45 

5 月 14 日(月) 男性 男性 女性 

5 月 15 日(火) 女性 男性 男性 

 

駒場地区  実施場所：駒場保健センター 

 

時間 

月日 

午前 

9：00～11：30 

午後 

13：15～15：45 

6 月 14 日(木) 女性 女性 

6 月 15 日(金) 男性 男性 

6 月 18 日(月) 男性 男性 

6 月 19 日(火) 男性 男性 

6 月 20 日(水) 男性 女性 

6 月 21 日(木) 男性 男性 

6 月 22 日(金) 女性 男性 

  



問い合わせ先 ： ※E メールアドレスの＃は＠に置き換えてください 

本郷地区：本郷保健センター健康管理室 （03-5841-2580） 

E-mail: hoken-kanri-hongo.adm＃gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

駒場地区：駒場保健センター健康管理室 （03-5454-6180） 

E-mail: komaba-kanri＃hc.u-tokyo.ac.jp 

柏地区 ：柏保健センター健康管理室 （04-7136-3040） 

E-mail: kashiwa＃hc.u-tokyo.ac.jp 

＜会場地図＞ 

駒場キャンパス：駒場保健センター 

 

柏キャンパス：柏図書館 

 

本郷キャンパス：本郷保健センター（第 2本部棟・2階） 

  



《Web問診案内》 

 

≪ Webサイトでの問診について ≫ 

健康診断の前に Webサイトから問診に回答する必要があります。 

スムーズな健診運営のため、必ず事前に回答してください。ご協力をお願い致します。 

Web問診への回答は 4月 9日(月)17:00から可能です。 

 

≪ 手順 ≫ （学外からのアクセスも可能） 

1. 保健健康推進本部（保健センター）ホームページへ （http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/）にアクセス。 

2. トップページカテゴリー「健康診断について」をクリック→該当する健診の予約リンクをクリック。 

3. 認証を求められます。ID・パスワードは日程表に記載されています。 

4. ログイン後、予約カレンダー下部の「入力ページへ」をクリックすると「問診票システム」へ移動します。 

 

QR コード印刷例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 問診を実施し、最後に表示される QR コードを印刷の上、当日持参してください。 

 

 

＊Web サイトへの入力だけではデータが登録されません。健診会場で QR コードを読み込むことでデータが登録さ

れます。 

＊QR コードを持参しない場合や読み取りが不可能な場合、受診に大幅な時間を要しますので、事前入力と QR コ

ードの持参をお願いします。 

＊QR コードの汚れや折り曲げ、印刷が不鮮明などの場合、読み込めないことがあります。読み取りに支障が出ない
状態で持参・提示をお願いします。 

 

SAMPLE 

SAMPLE 

SAMPLE 
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