To new international students
Ehime University Health Services Center
Welcome to Ehime University.
Ehime University provides regular student medical and health checkups every year for all students. These
checkups have various aims, including early detection of diseases and health education for students to
help them care for their future health. Also, under the School Health and Safety Act, all new students in
Japan are obliged to have a health checkup. The regular student medical and health checkups for new
international students in FY2017 will be held on October 17 (Tue), 18 (Wed) 10:00 am to 2:30pm,

at Active Learning Space in Aidai Muse on Johoku Campus. Please be sure to have a health
checkup.

Date

time

October 17 （Tue）

10：00 am ~ 2：30 pm

October 18 （Wed）

10：00 am ~ 2：30 pm

【Place】Active Learning Space in Aidai Muse on Johoku Campus
The items of the medical checkup are;
① reception ② urine test ③ measuring height and
weight ④blood pressure ⑤examination by a doctor
⑥results and advice⑦chest X-ray examination ( 1st
year students etc.) ⑧ blood (anemia) test (female :
3rd year of the faculty and 1st year of graduate school)

Aidai Muse

①
Bring your student card and urine sample and
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mobile phone to the medical checkup.
The kits for a urine test are available at the
Main Gate

International Office and at the Health Services
Center.
For a chest X-ray examination, bring or wear a

【Procedures for urine sampling】

plain T-shirt.

Try to collect the sample the first time you use the toilet in the morning.
1. Remove the container from the package and write your name on the yellow cover with a felt pen.
2. Pull off the yellow cover.
3. Hold the container by the grooved cap to collect urine. Fill to the opening and push the cover back on
until you hear a click.
4. Return it to the package and take it with you to the health exam.

【Contact】
Ehime University Health Services Center
TEL: 0899279193
From 8:30 am to 5pm
( Monday to Friday except national holidays and 14 ,15, 16 August)

新入留学生の皆様へ
愛媛大学

総合健康センター

愛媛大学へようこそ。
愛媛大学では、毎年、全学生を対象に学生定期健康診断を実施しています。健康診断は、病気の早期
発見、将来の健康を守るための健康教育など、さまざまな目的を持っており、また、日本では、学校保
健安全法で新入生の健康診断の受診が義務づけられています。新入留学生の皆様の学生定期健康診断に
ついては、2017 年度は 10 月 17 日（火)・18（水）10：00 am～2：30 pm 城北キャンパス愛大
ミューズ１F アクティブラーニングスペースで実施します。必ず受診してください。

Date

time

10 月 17 日

（火）

10：00am ~ 2：30pm

10 月 18 日

（水）

10：00am ~ 2：30pm

【場所】城北キャンパス愛大ミューズ１F アクティブラーニングスペース
【持参物】
①学生証（新入生で受け取っていない場合は除く）…受付時に必要
②早朝尿
③携帯電話かスマートフォン等の端末機器…問診の入力に使用
※胸部 X 線検査のために，金具やボタン・大きなロゴの付いていな
い無地の T シャツを着用。
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【健康診断の項目】

愛大ミューズ

①受付 ②尿検査 ③身長・体重測定 ④血圧測定 ⑤診
正門

察（新入生・問診による抽出者・希望者）
⑥結果指導 ⑦胸部 X 線検査（新入生・問診による抽出者・
別途指示のあった者・65 歳以上は全員） ⑧血液（貧血）検
査（学部新 3 回生女子，大学院（修士・博士）新 1 年生女子）

【尿検査について】
(1) 採尿容器（ピーポールⅡ）を，健康診断日の前日までに入手してください。総合健康センターと国際連携課に置い
てあります。
(2)尿の採取について
尿検査は生理に関係なく早朝尿で実施しますので，ピーポールⅡの袋の採取方法をよく読み，下記の要領で採取し
て，健康診断時に忘れずに持参してください。
1)検査前日は就寝前に完全に排尿を済ませ，夜更かしや暴飲暴食等をしないでください。
2)健康診断用当日朝，起床後すぐに尿を採取してください。

【問い合わせ先】
総合健康センター TEL:089-927-9193 (月～金，ただし土日・祝日および 8 月 14・15・16 日を除く)

