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令和元年８月３０日 

 

学生 各位 

 

保健管理センター長 

 

令和元年度秋期放射線等実験従事学生及び遺伝子組換え実験等従事学生の 

特殊健康診断（採血及び問診）の実施について（通知） 

 

このことについて、アイソトープセンター放射線障害予防規程第２９条、エックス線障害防止管

理規則第１２条及び遺伝子組換え生物等使用等管理規則第１２条に基づき、放射線等実験従事学生

及び遺伝子組換え生物等使用実験従事学生は、登録前並びに登録後６箇月（遺伝子組換え実験にお

いては１年）を超えない期間ごとに特殊健康診断を受診する必要があります。 

ついては、下記のとおり特殊健康診断を実施しますので、該当学生は必ず受診してください。 

なお、本年４月に血液検査を受けた放射線及びエックス線実験従事学生は、今回は問診のみの受

診となります。本年４月に血液検査及び問診を受けた遺伝子組換え実験のみを行っている学生は、

今回の受診は必要ありません。 

 

記 

 

１．対象者 

・放射線等実験従事学生 

・遺伝子組換え生物等使用実験従事学生 

※特殊健康診断を受診しない場合、本学アイソトープセンター、学外の放射線利用施設（Spring-

8 など。）及び学内外のエックス線発生装置の利用並びに遺伝子組換え実験を行うことができ

ません。該当者は必ず受診してください。 

 

２．実施日程及び場所 

・採血 （場所：保健管理センター） 

実施日 時間 

１０月７日（月） 
１０:００～１１:００ 

１４:００～１５:００ 

 

・問診 （場所：保健管理センター） 

実施日 時間 

１０月２１日（月） 
 ９：００～１１：００ 

１３：３０～１６：００ 

※事前予約制としておりますので、必ず予約可能期間内に予約フォームから予約をしてくださ

い。詳細は別紙をご覧ください。 

予約可能期間：令和元年 9 月 29 日（日）0：00 ～ 令和元年 10 月 16 日（水）23：59 
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３．注意事項 

・採血・問診ともに、受診の際には学生証を必ず持参してください。 

・健康診断票は保健管理センターに備え付けています。 

・学生番号欄は必ず正確に記入してください。学生番号が誤っていた場合、特殊健康診断を受診し

たものとみなされません。 

・特殊健康診断は採血と問診の２段階に分けて実施します。必ず採血と問診の両方を受診してくだ

さい。ただし、本年４月に血液検査を受けた放射線、エックス線実験従事学生は、今回問診のみ

の受診となります。 

また、本年４月に採血・問診を受けた遺伝子組換え実験のみを行う学生は、今回受診の必要はあ

りません。 

・採血・問診を指定日時に受診できない場合は、必ず事前に保健管理センターまで問い合わせてく

ださい。（連絡が無く直接センターに来られても対応はいたしかねます。） 

特に、採血を受診できなかった場合は、個人負担により、外部医療機関で受診いただくことにな

りますので、ご注意ください。 

・問診は事前予約制としております。予約せずに問診の受診に来られた場合や、予約をしていた日

時以外に受診に来られた場合は、予約されている方を優先いたしますので、長時間お待ちいただ

く場合があります。 

・準備の都合上、受付時間に合わせて来所するようお願いします。 

・保健管理センター内はカウンセリングルームも併設しているため、センター内では私語厳禁でお

願いします。 

・診断結果は１１月下旬から１２月上旬頃に判明します。実験の日程等により急ぎで診断結果が必

要な方には、別途対応しますので、１０月２日（水）までに、研究推進課総務係まで連絡をお願

いいたします。 

・その他、不明な点があれば、事前に、下記にお問い合わせください。 

 

【日程・予約フォーム・当日の詳細について】 

保健管理センター 

Tel: 075-724-7173 

Mail: health_care@jim.kit.ac.jp 

 

【急ぎで診断結果が必要な場合】 

研究推進課総務係 

Tel: 075-724-7038 

Mail: ken-apply@jim.kit.ac.jp 

 

以上



【別紙】 

3 

特殊健康診断 問診予約の方法 
 

予約可能期間 

令和元年 9月 29日（日）0：00 ～ 令和元年 10月 16日（水）23：59 

① https://www.kit.ac.jp/form/view/index.php?id=217684 にアクセスする。 

 

② 以下の予約フォームに 

・学生番号 

・氏名 

・電話番号 

・メールアドレス 

を入力し、問診希望日時を選ぶ。 

 

③ 送信ボタンを押す 

 

【注意事項】 

・問診希望日時には予約可能な人数を設定しております。予約は先着順ですのでご注意ください。 

・学生番号や氏名が誤っていた場合は、予約を受け付けられません。 

・予約は１回のみの受け付けとなります。複数回の予約をしていた場合は、予約したすべての日時

を無効とします。予約後に問診日時を変更される場合は、保健管理センターまで必ず連絡してく

ださい。 

・予約ができる期間が決まっていますので、必ず期日内に予約を行ってください。 

なお、期限の日時以降からは予約フォームでは予約できません。 

・予約せずに問診の受診に来られた場合や、予約をしていた日時以外に受診に来られた場合は、予

約されている方を優先いたしますので、長時間お待ちいただく場合があります。 

 

（問い合わせ先） 

保健管理センター TEL：075-724-7173 
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August 30, 2019 

 

To All Students 

 

Director of Health Care Service Center 

 

[Notification] Implementation of Annual Special Medical Examination (blood test and 

medical interview) for Students in Fall Semester AY 2019 

 

This semester’s special medical examination will be carried out as follows. The examination is 

mandatory for KIT students conducting experiments with radioisotopes, X-ray, or genetic 

modification. 

Students engaged in radiation and X-ray experiments, who took a blood test in April this year, 

will only have the medical interview. 

Students engaged in only genetic modification experiments who underwent blood test and 

medical interview in April do not need to undergo this examination. 

 

１．Eligible persons 

・Students who use radioisotopes, X-ray, accelerators and reactors. 

・Students who use genetically modified organisms. 

Note: If you do not have the special medical examinations, you cannot use the KIT Isotope 

Laboratory, off-campus accelerators (e.g. Spring-8, etc.), X-ray generating equipment or 

conduct any experiments related to genetic modification. If you are eligible, please be 

sure to undergo the examination. 

 

２．Date and Locations 

・Blood exam  （at Health Care Service Center） 

Date Time 

October 7th (Mon) 
10：00～11：00 

14：00～15：00 

 

・Medical Interview (at Health Care Service Center) 

Date Time 

October 21th (Mon) 
9:00～11:00 

13:30～16:00 

Note: Reservation in advance is required. Be sure to make a reservation within the 

applicable period using the reservation form. Please refer to the Appendix for details. 

Reservation period: September 29th, 2019 (Sun) 0:00～October 16th, 2019 (Wed) 23:59 
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３．Notes 

・Be sure to bring your student ID with you both during the blood exam and the interview. 

・The health examination card is provided at the Health Care Service Center. 

・Be sure to write your student number accurately. If the student number is incorrect, you will not 

be deemed to have taken the examination. 

・The Special Medical Examination consists of a blood exam and a medical interview. Be sure to 

undergo both examinations. However, students engaged in radiation and X-ray experiments 

who took a blood test in April this year will only have the medical interview. 

Students engaged in only genetic modification experiments who underwent both examinations 

in spring semester AY 2019 do not need to undergo this examination. 

・If you cannot take the examinations on the indicated date and time, be sure to contact the 

Health Care Service Center in advance (The Center will not be able to accept direct visits without 

prior notification).  

Please be aware that if you do not take the blood exam, you will need to visit an external 

medical institution at your own expense. 

・Advance reservation is required for the interview. If you arrive without reservation or if you arrive 

on a date and time other than the one reserved, you may need to wait for a long time, as 

persons with reservation will be given priority.  

・A counseling room exists on site the Health Care Service Center. Talking is strictly prohibited 

inside the Center. 

・Examination results will come out between late November to early December. If the results 

are necessary urgently due to schedule of experiments etc., please contact the General Research 

Support, Research Promotion Office by October 2 (Wed). 

・For any other inquiries please contact below. 

 

【INQUIRIES: Date, reservation and details for examination】 

Health Care Service Center 

Tel: 075-724-7173 

Mail: health_care@jim.kit.ac.jp 

【INQUIRIES: If you need results urgently】 

General Research Support, Research Promotion Office 

Tel: 075-724-7038 

Mail: ken-apply@jim.kit.ac.jp 



Appendix 

 

How to make a reservation  

Special Medical Examination Medical Interview 
 

Reservation period: September 29th, 2019 (Sun) 0:00～ 

October 16th, 2019 (Wed) 23:59 

 

① Access https://www.kit.ac.jp/form/view/index.php?id=217684  

 

② Enter your student number. name, phone number and E-mail address and Select the date and time of 

the medical interview. 

 

③ Click “続ける”(go on) button. 

 

Notes: 

・The number of persons for each date is fixed. First-come-first-served basis. 

・If the student No. or name are incorrect, reservation may not be possible. 

・Reservations will be accepted only once. In case of multiple reservations, all reservations will be 

canceled.  

・ In case of changes after the reservation, be sure to contact the Health Care Service Center. 

・The reservation period is fixed. Be sure to make the reservation within that period.  

Reservations using the reservation form are not possible after that period. 

・If you arrive without reservation or if you arrive on a date and time other than the one reserved, you 

may need to wait for a long time, as persons with reservation will be given priority.  

[Inquiries] 

Health Care Service Center    TEL：075-724-7173 
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