
2021年度「東北大学定期健康診断」のお知らせ

実施日時 4月22日（木）・23日（金）、5月6日（木）～25日（火）
但し、土日は除きます。
密を避けるため予約した受付時間（5分前～受付時間まで）にお出で下さい。時間厳守でお願いします。

5月10日までWEB予約を完了させてください。

東北大学保健管理センターでは、下記日程で定期健康診断を実施いたします。対象者は各自、WEB予約取得後に受診してください。
本健康診断は「密」を防止するために完全予約制とし、会場には「東北大学定期健診票」（以下健診票）の記入場所を設けていません
ので事前に記入してご来場ください。

2021年度入学の非正規生（研究生等）も対象となります。
なお、社会人学生などで、職場或いは学外で別途健康診断を受診した場合には、健診結果（胸部X線撮影結果必須）の
複写を保健管理センターに直接ご提出いただければ、本学の定期健康診断の受診は不要となります。
但し、センターから健康診断証明書の発行はできません。また、健診結果の原本を提出された場合は返却できませんの
で、予めご了承願います。
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対  象  者 全学生（2021年度新入生健診を受診した学部1年生を除く）3

❶東北大学定期健康診断票
　＊表面と裏面は鉛筆で記入し持参してください。
　　記入例は保健管理センターウェブページを参照ください。
❷「大学生の心身の健康に関する調査」の調査紙
❸学生証、あるいは学籍番号と
　名前が記載された書類
❹予約完了が確認できる受信メールの
　画面やその印刷物
❺黒ボールペン

持参するもの（必須）5
◇マスクを着用して受診してください。
◇行政、大学の通知（他県からの移動等）に従ったうえで、
受診可能な対象者だけ受診してください。
◇体調不良の場合、あるいは下記に該当する場合は決して受診をしないでください。
　•症状がある場合、症状が消失して72時間経過していない場合。
　•新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と診断され、治癒していない場合。
　•新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者と判断されてから２週間以上経
　過していない場合。
　•日本に入国後、２週間以上経過していない場合。

お願い7

健康診断を受診しないと健康診断証明書の発行はできません。今年度の定期健康
診断結果を反映させた「健康診断証明書」は一律、2021年6月17日（木）から保健
管理センターで発行となります。健康診断結果報告書も自動発行機にて同日より発
行となります。
＊健康や疾病に関する相談をご希望の方は、保健管理センターに連絡の上、
　予約を取得してください。

健康診断証明書の発行について8
※胸部X線撮影の際は、薄手の無地のＴシャツの着用をお願
いします（プリント柄・刺繍・金具・ボタンのあるもの・ブラ・
ブラトップの着用は不可）。また、アクセサリー等の着用はで
きません（宗教上など特別な理由でアクセサリーを外せな
い場合は申し出てください）。髪の長い方は、髪の毛が肩や
首にかからないようにまとめてください。

健診項目 胸部X線撮影等6

但し、歯学部学部生（2～6年生）、医学科学部生（2～5年生）の予約日時は既に決まっています。
学部から連絡がありますので、web予約は不要です。
※予約システムの使用方法は、保健管理センターウェブページの「学生定期健康診断」のバナーか
らマニュアルを参照してください。（kenshin@star7.jpから予約確認メールが最後に届きます。
受信可能な状態にしてください。）

予約方法 健康診断予約サイトから、予約してください。4

開催場所 東北大学保健管理センター
仙台市青葉区川内41　☎022（795）7836・7829
http://www.health.ihe.tohoku.ac.jp/
※駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。
※緊急時（感染拡大、災害時等）は保健管理センターウェブページをご覧ください。
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https://web.star7.jp/mypage/mobile_info.php?p=b5fb0024ab

4月8日から予約開始です。

予約はこちらから



AY 2021 Regular Medical Checkups

Dates April 22 (Thu.) & 23 (Fri.), May 6 (Thu.)–25 (Tue.),
excluding weekends.
To avoid crowding, please come at your appointed time (you can check in 5 minutes early). Please be punctual.

Please make your reservation no later than May 10.

Regular Medical Checkups will be conducted at the Student Health Care Center as follows. Eligible students are asked to make an 

appointment using the online reservation system. All medical examinations will be conducted by reservation only to avoid crowding. 

There would be NO space to fill out your ‘Tohoku University Medical Examination Form’ at the checkup. Please fill it out before coming.

Includes new non-degree students (research students etc.) entering the university in AY 2021. Adult students who 
underwent a medical checkup at their workplace or another off-campus facility may submit a copy of  their results 
(must include chest X-ray) to the Student Health Care Center instead of  undergoing the university's examination. 
However, in this case the center will be unable to issue a Medical Examination Certificate. Be aware that if  the 
original copy of  the medical examination results is submitted, it will not be returned.
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Eligibility All students (Excludes 1st year undergraduate students 
who underwent the AY 2021 medical exams for new students.)
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❶ Tohoku University Student Medical Examination Form
　 -Fill out the front and back of  the form in pencil. See the 

Student Health Care Center center for a sample form.
❷ Mental and Physical Health Questionnaire for Students
❸ Student ID, or document showing 

your Student ID Number and name
❹ A device on which you can display 

your confirmation email, or a 
printout of  the email　　　　　

❺ Black ballpoint pen

Please bring (required)5
◇Please fol low the instruct ions on the not ice 

(regarding moving from another prefecture etc.) 
from the administration or university. Only eligible 
students may undergo the checkup.

◇If  you are not feeling well, or if  any of  the following apply, do NOT undergo 
the checkup.

　-You have COVID-19 symptoms, or such symptoms subsided less than 72 
hours before the checkup.

　-You have been diagnosed with COVID-19 and have not fully recovered.
　-You have learned that you were in close contact with somebody who has 

COVID-19 less than 2 weeks before the checkup.
　-You entered Japan less than 2 weeks before the checkup.

Requests7

If  you do not undergo the checkup, we will be unable to issue a Medical 
Examination Certificate. Medical Examination Certificates reflecting the results 
of  this checkup will be available from June 17 (Thu.), 2021. Medical 
examination reports can be issued by automatic certificate machines starting 
on those dates as well.

Issuance of Medical Examination Certi�cate8Please wear a thin, plain t-shirt for the chest X-ray. (Do not 
wear clothing/bras/tops with printed patterns, embroidery, 
metal parts, buttons, etc.) Please do not wear jewelry or 
accessories (if  you have items that you cannot remove for 
religious reasons, please contact us). If  you have long hair 
please wear it up so that it doesn't touch your neck or 
shoulders.

About the chest X-ray6

Appointment dates and times have already been set for undergraduate dental students (grades 2-6) 
and medical students (grades 2-5). You will be contacted by the faculty, so there is no need to make 
an appointment online.
Note: For an instruction manual on how to use the reservation system, click the "Regular Medical Checkups" banner on 
the Student Health Care Center website. (An email confirming your reservation will be sent from kenshin@star7.jp. Please 
set up your mail filter etc. so you are able to receive it.)

Reservations Use the reservation website(QR code at right).4
https://web.star7.jp/mypage/mobile_info.php?p=b5fb0024ab

Reservations will be accepted from April 8.

Location Tohoku University Student Health Care Center
Kawauchi 41, Aoba-ku, Sendai-shi  ☎022 (795) 7836 or 7829
http://www.health.ihe.tohoku.ac.jp/

There is no parking. Please use public transportation.
In the event of  an emergency (COVID-19 cluster, natural disaster etc.) 
please see the Student Health Care Center website.
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