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新入生の皆様へ

　入学の手引の健康診断に関するページにおいて、検査項目、健康診断日程に変更があります。
　受診前に必ず確認をしてください。

結果確認

（難しい場合は入学後にご相談ください）

【重要】

尿検査（後日提出）

　（4）健康観察表
　　　　入学手続書類を提出した日から，健康診断受診当日までの間の健康状態を「健康観察表」に記入
　　　してください。「健康観察表」の様式は，【山口大学webサイト】に掲載しています。

　今年度の新入生健康診断は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、検査
時間の短縮・会場内の混雑緩和を図るため、検査項目の一部を省略して実施
します。
　検査をスムーズに実施するために、3ページの「令和2年度　学生定期健康診断
（新入生）受診上の注意と4ページの（別紙）着替え見本を必ず確認の上、受診し
てください。
※発熱、風邪症状のある方は健康診断受診を控え、メール等で、本学の所属の部局
及び保健管理センターに必ず連絡願います。
　また、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受
けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は事前にご相談ください。

★★注意事項★★



月  日 受付時間
理学部（生物・化学科）（ 4月～ 9月生まれ） 10:00～10:20
理学部（生物・化学科） (10月～ 3月生まれ） 10:20～10:40
理学部（物理・情報科学科）（ 4月～ 9月生まれ） 10:40～11:00
理学部（物理・情報科学科） (10月～ 3月生まれ） 11:00～11:20
人文学部（人文学科）（ 4月～ 9月生まれ） 13:00～13:30
人文学部（人文学科）（10月～ 3月生まれ） 13:30～14:00
人文学部（人文学科）（ 4月～ 6月生まれ） 14:10～14:40
人文学部（人文学科）（ 7月～ 9月生まれ） 14:40～15:10
人文学部（人文学科）（10月～12月生まれ） 15:10～15:40
人文学部（人文学科）（ 1月～ 3月生まれ） 15:40～16:10
工学部（機械工学科）（ 4月～ 9月生まれ） 13:30～14:00
工学部（機械工学科）（10月～ 3月生まれ） 14:00～14:30
工学部（社会建設工学科）（ 4月～ 9月生まれ） 14:30～15:00
工学部（社会建設工学科）（10月～ 3月生まれ） 15:00～15:30
工学部（応用化学工学科）（ 4月～ 9月生まれ） 15:30～15:50
工学部（応用化学工学科） (10月～ 3月生まれ） 15:50～16:10
経済学部（ 4月～ 6月生まれ） 9:00～ 9:40
経済学部（ 7月～ 9月生まれ） 9:40～10:20
経済学部（10月～12月生まれ） 10:20～11:00
経済学部（ 1月～ 3月生まれ） 11:00～11:30
経済学部（ 4月～ 6月生まれ） 13:00～13:30
経済学部（ 7月～ 9月生まれ） 13:30～14:00
経済学部（10月～12月生まれ） 14:00～14:30
経済学部（ 1月～ 3月生まれ） 14:30～15:00
教育学部（小学校教育コース）（ 4月～ 9月生まれ） 15:00～15:30
教育学部（小学校教育コース）（10月～ 3月生まれ） 15:30～16:00
工学部（機械工学科、応用化学科） 16:00～16:30
工学部（電気電子工学科）（ 4月～ 9月生まれ） 9:00～ 9:30
工学部（電気電子工学科）（10月～ 3月生まれ） 9:30～10:00
工学部（知能情報工学科）（ 4月～ 9月生まれ）  10:00～10:30
工学部（知能情報工学科）（10月～ 3月生まれ）  10:30～11:00
工学部（感性デザイン工学科） 11:00～11:30
医学部（全学科）（ 4月～ 9月生まれ）  9:00～ 9:30
医学部（全学科）（10月～ 3月生まれ）  9:30～10:00
教育学部（教科教育コース）  10:00～10:30
教育学部（小学校教育コース・幼児教育コース・特別支援教育コース・情報教育コース） 10:30～10:50
農学部（生物資源環境科学科） 10:50～11:10
農学部（生物機能科学科） 11:10～11:30
理学部（地球圏システム科学科） 13:00～13:20
工学部（循環環境工学科）  13:20～13:50
農学部（生物資源環境科学科） 14:00～14:30
農学部（生物機能科学科） 14:30～15:00
教育学部（教科教育コース）（ 4月～ 9月生まれ） 15:00～15:20
教育学部（教科教育コース）（10月～ 3月生まれ） 15:20～15:40
教育学部（幼児教育コース・特別支援教育コース・情報教育コース） 15:40～16:00
医学部（医学科）（ 4月～ 9月生まれ） 9:00～ 9:40
医学部（医学科）（10月～ 3月生まれ）  9:40～10:20
医学部（保健学科 検査技術科学専攻） 10:20～11:00
理学部（数理科学科、物理・情報科学科、地球圏システム科学科） 11:00～11:30
理学部（生物・化学科）（ 4月～ 9月生まれ） 13:00～13:30
理学部（生物・化学科）（10月～ 3月生まれ） 13:30～14:00
工学部（電気電子工学科、循環環境工学科） 14:00～14:30
医学部（保健学科 看護学専攻）（ 4月～ 6月生まれ） 14:30～15:00
医学部（保健学科 看護学専攻）（ 7月～ 9月生まれ） 15:00～15:30
医学部（保健学科 看護学専攻）（10月～12月生まれ） 15:30～16:00
医学部（保健学科 看護学専攻）（ 1月～ 3月生まれ） 16:00～16:30
理学部（数理科学科）（ 4月～ 9月生まれ）  9:00～ 9:20
理学部（数理科学科）（ 10月～3月生まれ）  9:20～ 9:40
国際総合科学部（国際総合科学科） 9:40～10:10
共同獣医学部（獣医学科） 10:20～10:40

女 共同獣医学部（獣医学科） 11:00～11:30
国際総合科学部（国際総合科学科）（ 4月～ 7月生まれ） 13:00～13:30
国際総合科学部（国際総合科学科）（ 8月～11月生まれ） 13:30～14:00
国際総合科学部（国際総合科学科）（12月～ 3月生まれ） 14:00～14:30
工学部（社会建設工学科、知能情報工学科） 14:30～14:50
工学部（感性デザイン工学科） 14:50～15:20

※上記時間は受付時間であり、健康診断にかかる所要時間ではありません。
※健康診断をスムーズに受けていただくために、必ず事前に「受診上の注意」をご確認ください。
※当日、発熱やかぜ症状がある場合には、健康診断受診を控え、保健管理センター及び所属学部へご連絡ください。

連絡先：保健管理センター 電話：（083）933-5160  mail：hoken@yamaguchi-u.ac.jp

対 象 学 部

4月2日（木）
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男
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男

男

女

女

女

女

令和２年度 新入生健康診断日程表

4月10日（金）

男

4月9日（木）

4月6日（月） 男

4月4日（土）

男

4月3日（金） 男
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令和２年度 学生定期健康診断（新入生）受診上の注意

今年度学生健康診断は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、検査時間の短縮・会場内の混雑緩和を図るた

め、検査項目の一部を省略して実施します。検査をスムーズに行うため、以下の点についてご理解・ご協力をお願い

します。 

★★健康診断を受ける時は★★

●【重要】感染症予防対策にご協力ください。 

- 健康診断当日まで、「健康観察表」に必要事項を記録してください。 

- 発熱、かぜ症状のある方は、健康診断受診を控えてください。

- 会場内では、マスクを着用の上、間隔をあけて整列し、私語をしないようにしてください。 

- 開場内の混雑を避けるため、原則として、割り振られた時間内に受診してください。 

●健康診断受診時には以下の事前準備にご協力ください。

- 健康観察表、問診票等は、事前に記入をして持参してください（感染予防のため筆記用具は設置しません）。

- 会場内は常時換気を行います。防寒用の上着の着用をお勧めします。 

- 着脱がスピーディーにできる服装（ジャージ等）で、無地のTシャツの着用をお勧めします。（別紙「着替え見本」を参照して

ください） 上着等を入れることができるサイズの袋(例：山口市指定ごみ収集袋大)を各自1枚ご持参ください。 

- ネックレス、ブレスレット等のアクセサリーは、必ず外してきてください（検査時に外す必要があるため紛失・忘れ物が多いです） 。 

- 大きい荷物や貴重品は持ち込まないでください（健診会場にロッカーはありません）。 

●自転車は駐輪場に止めてきてください（健診会場周辺は駐輪禁止区域です）。

★ 検査項目・順序と受診上の注意

１ 総合受付

・健康診断受付場所：事務局1号館 保健管理センター下「リフレッシュルーム」

・入室前には、体温確認（非接触での検査）、アルコール消毒液による手指消毒にご

協力ください。 

・健康観察表と、問診票、健康診断票（太枠内・裏面）、アンケートは、事前に漏れ

なく記入をして、入学の手引から切り離して、ご持参ください。 

・問診票には、電話番号（携帯）を必ず記入して下さい。 

２
胸部Ｘ線

検査

・更衣室にて上半身は無地のTシャツ1枚になり、検査を受けます。各自、無地のTシ

ャツ1枚を事前に着用してきてください。（検査着等の貸し出しはありません。） 

・金具・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾎﾞﾀﾝ・飾り・ﾌﾟﾘﾝﾄ・ﾌｧｽﾅｰ・刺しゅう等のあるものは、着用した

まま検査ができません。カップ付きインナーも不可。 

・更衣室内に荷物置き用のカゴは設置しません。着脱した衣服等は、各自持参した袋

に入れて検査を受けます。 

・髪の長い人は、肩から下に髪が垂れないように、必ず頭の上にまとめて検査を受け

て下さい。 

※ 事務局1号館西側の階段（リフレッシュルーム横）を上がり、保健管理センターへ移動 

３ 尿検査 
・全員に、後日提出用の検査容器をお渡しします。 

（提出期間は健康診断時に説明します。） 

４
身長体重

計測
・靴下を履いたまま測定可能です。 

５ 結果確認 ・測定結果を確認します。問診票等を回収します。 

※当日、発熱等により受診ができない場合には、メール等で保健管理センター（hoken@yamaguchi-u.ac.jp）及び所属学

部までお知らせください。後日、あらためて健康診断受診についてご連絡をいたします。 保健管理センター（2020.03） 
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（別紙）着替え見本

胸部X線（chest X ray）を受けられる方へ

見本のとおり、準備をお願いします。 （Dressing  sample）
みほん じゅんび ねが

上半身は、無地のＴシャ

ツ１枚になる。

（タンクトップや長袖でも可）
（発熱衣料も可）

※金具・プラスチックのついた
下着(ブラジャーなど)ははずす。

A light, plain T-shirt or a 
tank top (those with metal or 
plastic parts for adjusting 
shoulder straps are to be 
avoided) can be left on.
※Long-sleeves or thermal 
clothing are also OK. 

No matter what color
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ボタンがついたもの
buttons

プリントや刺繍があるもの
decoration, print, 

embroidery,

ポケットも

pocket ×

カップ付きインナー・スポーツブラ
built-in bra , sports bra

金具やプラスチックがついたもの

metal or plastic parts for 
adjusting

カイロや湿布類
pocket warmer, compress

ネックレス
necklaces

※髪が長い人は肩より上で束
ねましょう。

※If you have long hair, please 
make sure to put your hair up.

※検査時に羽織っていた上着等を入
れておくための「大き目の袋」をご持
参ください。
例：山口市のごみ袋（大）

※Please bring a large bag to put your 
luggage in. (for example, a garbage bag 
(large) in Yamaguchi City)
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