
学生定期健康診断案内 

期間 
保健管理部門（HaCC豊中） 2021年 4月 12日(月)～4月 16日(金) 

保健管理部門（HaCC吹田） 2021年 4月 20日(火)～4月 28日(水) ＊土日は除く 

時間 午前 10時～午後 3時（昼休み受検可） 所要時間は約 20分です 

対象者 
大阪大学学生（学部学生、大学院生、研究生） 

※新入学学部 1年生及び留学生以外の聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生は対象ではありません。 

健診項目 
尿検査、身長、体重、血圧、問診(WEB調査票回答に基づき) 

胸部レントゲン検査(対象学生＊に限る)＊胸部レントゲン検査対象学生一覧参照 

持ち物 
学生証、ピーポール（自宅で採尿し持参） 

胸部レントゲン検査対象者のみ：無地のシャツ（必要な方）、髪留め（髪の長い方）、脱いだ服を持ち運ぶ袋等 

2020年度秋季学生定期健康診断の受検者も、2021年度学生定期健康診断を受検してください。 

1. 健診当日までの準備

 ＷＥＢ問診調査票の回答・・・4 月 2日金曜日～

 当センターホームページ「学生健診専用ページ」の「学生健診 WEB調査票」ボタン

よりログインして回答してください。

 健康診断を受検するには、健診当日受付までに WEB調査への回答が必要です。未回答では健診を受検

できませんので、必ず回答してください。

 健診日の予約・・・4月 5日月曜日～

 「マイハンダイ」にログインし、「その他のサービス」にある「健康診断予約」ボタン（右参照）から

「予約画面」へ進み希望日時を選択して予約してください。

※ 予約・回答には学生身分の「大阪大学個人 ID」「パスワード」が必要です。

2. 注意事項

 発熱や体調の悪い場合は登校を控えてください。健康診断は、大学の活動基準・感染対策に準じて実施します。健診の最新情報は、

当センターホームページにて確認してください。

 尿検査は、受検当日に起床直後の中間尿をピーポールに採尿してください。生理中でも採尿し提出時にその旨を申し出てください。

なお、健診実施中は保健センターのトイレを使用できません。ピーポールは、4月初旬頃に各学部担当係等に設置予定です。

 履物の着脱がありますので、ブーツの着用は控えてください。また、アクセサリーは事前に外し、着脱しやすい服装で来てくださ

い。

 胸部レントゲン検査では、無地のシャツ(ボタン・金属・ラメ等は不可)1枚のみ着用可能です。シャツおよび髪留めの貸出はありま

せん。また、脱衣かごも設置しません。 ＊別紙「学生定期健康診断を受けられる皆様へ」参照。

 例年、昼休み時間帯および各地区の最終日は大変混雑します。できるだけ早い日程で受検してください。

3. 健康診断証明書、健康診断の結果について

 健康診断証明書は 6 月 4日(金)から、証明書自動発行機および各地区保健管理部門窓口で発行開始予定です。また、KOAN の WEB 上

でも結果の確認が可能です。

 教育実習等で健診結果が急ぎで必要な方は、健診初日の 4月 12日(月)に受検してください。この場合に限り 5月 6日(木)から各保

健管理部門窓口で、健康診断仮報告書を発行します。

 本学実施の定期健康診断未受検者は、健康診断証明書の発行はできません。

4. その他

 本学の学生は、健康診断を受ける義務があります。（大阪大学学生健康診断規程）

 社会人大学生など他に所属先のある場合や、他機関で健康診断を受検した場合は健診結果(写)を所属事務に提出することで、本健

診の受検に代えることができます。

 必要に応じて健診受検証明書を発行します。受付時に申し出てください。

 受検するにあたり配慮の必要な場合や集団健診の受検に不安がある場合は、受検を希望する地区の保健管理部門(HaCC)に事前にご

相談ください。 例：車いす、杖の使用、受検に介助が必要、更衣時の配慮など。

連絡先：大阪大学キャンパスライフ健康支援センター保健管理部門(開室時間：平日 9時から 17時) 

■豊中本室 TEL:06-6850-6038 ■吹田分室 TEL:06-6879-8970 ■箕面分室 TEL:072-730-5151

健診問い合わせ専用 e-mail：stu-info@hacc.osaka-u.ac.jp 
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Instructions for Student Annual Health Checkup 2021 

Place and Date 
TOYONAKA, Health Care Div. Mon. April 12～ Fri. April 16 

SUITA, Health Care Div. Tue. April 20 ～ Wed. April 28  *Closed on Saturday and Sunday

Time 10:00 a.m. - 3:00 p.m. *open during lunch break  *approx. 20 min. for checkup 

Eligible 

Students 

1) All students in Osaka University: Undergraduate Students, Graduate Students, Researchers except

B1students, Auditor, Special Auditor, Special Research Students and Special students. 

2) All students from overseas.

Contents 

1)Urine test/ Height/ Weight/ Blood pressure/ Health questionnaire based on your answer of web

questionnaire 

2)Chest X-ray exam, will be performed for students on the “Students list who are required to take chest X-

ray exam”. 

Belongings 

1)Student ID Card, Pee-pole with your urine sample in it *Pee-pole is a container to collect take your first

morning urine of your checkup day 

2)For Chest X-ray exam, please bring/wear a plain T-shirt, hair clip, a bag to keep your belongings during

the exam. 

Students who took the annual checkup in last fall must be required to take the spring checkup 2021 

1. What you should do before the checkup

⚫ Answer the web questionnaire:  Starts on Fri. April 2

➢ Go our website, Health and Counseling Center, to find the link of “Web questionnaire”

➢ All students are required to take the web questionnaire in advance.

⚫ Make online reservation: Starts on Mon., April 5

➢ Go “MY HANDAI” and click the green button to make your reservation.

*To login these systems, use your personal ID and PW.

2. Important notice

⚫ Please stay home if you have common cold symptoms such as fever/cough. Your checkup will be rescheduled based on the Osaka

University’s COVID-19 response levels. Check our website for the latest news.

⚫ You can get the urine container “Pee-Pole”, at your faculty/department from the beginning of April. You cannot use our restroom

to collect your urine sample. Collect your first morning urine on your checkup day.

⚫ Avoid wearing boots/accessories to proceed the checkup smoothly.

⚫ We won’t lend T-shirts/hair clips/bags. *Read the attached notice carefully.

⚫ It is recommended to make your reservation as early as possible. Checkup during lunch time and the last day of checkup at

each campus is very crowded.

3. Result / Certificate

⚫ The certificate of Student Annual Checkup 2021 will be available from Fri., June 4 at any branch of Health Care Center or

automatic certificate issuing machine. You can also check your result on KOAN website.

⚫ If you need your result/certificate before June 4th, you must your checkup on Mon., April 12. Only in this case, the sub-

result/certificate will be issued from Thu., May 6.

⚫ The certificate won’t be issued if you didn’t take the annual checkup 2021.

4. Others

⚫ Taking checkup is mandatory for students of Osaka University based on regulations of Osaka University

⚫ Graduate students and Research Students who work at other institutes can submit the checkup certificate issued from your

workplace as a substitute for your annual checkup.

⚫ We can give you a proof of taking a checkup during classes if you need it. You can use it as an excuse of missing classes.

⚫ If you need any help or support, e.g., wheelchair, use of stick, requiring a helper, consideration for changes of your clothes,

please contact us in advance. The contact address is below.

Contact  Health Care Division, Health and Counseling Center(HaCC) Osaka University (open：weekday 9:00am～5:00pm) 

TEL  ◇Toyonaka Headquarter : 06-6850-6038  ◇Minoh Branch : 072-730-5151  ◇Suita Branch : 06-6879-8970 

e-mail：stu-info@hacc.osaka-u.ac.jp

HaCC website 
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