
 

≪予約方法≫ 
  ＊秋季胸部 X線検診は完全予約制です。 
     予約（予約サイト等）については、右の QRコード或は下記ＵＲＬからお入りください 

https://web.star7.jp/mypage/mobile_info.php?p=b5fb0024ab 
 （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。） 

≪検査を受けるにあたって≫  ※別紙も参照ください 
   *Ｘ線撮影の際は、無地のＴシャツ等の着用をお願いします。 
（プリント柄や刺繍のあるもの・ワンピースなど上下つながっているものは不可） 

   *金具・ボタン・ネックレス等の着用はできません。  
   *髪が長い方はゴム等を持参してください。 
≪検査の結果及び健康診断証明書について≫ 
   *再検査が必要な方には、11月 2日頃までに電話連絡いたします。 
   *健康診断証明書は、11月 12日以降、保健管理センターにて発行となります。学生証を持参のうえ、 
お越しください。 

≪社会人学生の方へ≫  
   *今年度、勤務先等において胸部Ｘ線を含む健康診断を受けた（又は受ける予定の）方は、健診結果の 
複写を保健管理センターに提出することにより、秋季胸部Ｘ線検診の受検に代えることができます。 
ただし、当センターからは健康診断証明書は発行されません。 

≪次年度以降の定期健康診断に関して≫ 
   *次年度からは毎年 5月に実施される学生定期健康診断を必ず受検してください。 

 
   新型コロナウィルス感染状況により、検診を中止する場合があります。 
   その際、保健管理センターweb、予約システムｗebにて情報更新しますので、ご確認ください。 

緊急時（災害時等）は保健管理センターのウェブページをご覧ください。 
http://www.health.ihe.tohoku.ac.jp/ 

問い合わせ先：保健管理センター診療室 Tel 022-795-7829 

2021年度 

秋季胸部X線検診（10月） 

2021年度10月入学者対象 

日 時 

 
10月12日（火）、13日（水） 11:30～12：30  (時間厳守でお願いします) 

＊予約時間はweb予約システムでご確認ください 

予約 

方法 

秋季胸部X線検診は、完全予約制です 

web予約システムから事前予約が必須です。方法については下記ご参照ください。 

予約受付期間：10月4日（月）～10月10日（日） 

健診 

項目 
胸部X線検査および身長・体重測定 

場 所 東北大学 保健管理センター（川内北キャンパス）A09             MAP→ 

※駐車場がありませんので、公共交通機関等でお越しください 

対象者 2021 年度 10 月入学者 

（2021 年 5 月以降に入学し、かつ 1 ヶ月以上在学する予定の非正規学生を含む） 

※非正規学生のうち特別訪問研修生は除く 

※上記対象者であっても、2021 年 5 月に実施した定期健康診断を受検した者は除く(例：編入学) 

※2021 年 5 月に実施した学生定期健康診断の対象者は除く 

持参物 学生証、もしくは自分の氏名と学籍番号が記載された書類（入学通知書など） 

注：上記持参物を携帯しない場合は受検できません 

 

https://web.star7.jp/mypage/mobile_info.php?p=b5fb0024ab
http://www.health.ihe.tohoku.ac.jp/


 

Making an Appointment 

*All fall chest X-rays are by appointment only. 

Please use the QR code at right, or URL below, for the online reservation website.  

https://web.star7.jp/mypage/mobile_info.php?p=b5fb0024ab 

(After you register, 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.) 

Notes on Undergoing the Examination  *See attached for details. 

*Please wear a plain t-shirt during the x-ray.(Do not wear printed or embroidered shirts, or clothes  

with joined bottoms and tops, such as one-piece dresses etc.) 

*Do not wear a shirt with metal clasps/buttons, or necklaces, etc. 

*If you have long hair, please tie it back with an elastic band etc. 

X-ray Results and Medical Exam Certificates 

*If you require additional tests, you will be contacted by phone by about November 2. 

*Medical Examination Certificates will be issued by the Student Health Care Center on/after November 12.  

Please bring your Student ID card. 

Working Students  

*If you underwent a medical exam that included a chest X-ray at your place of employment (or are scheduled  

to do so), you may bring a photocopy of your results to the Student Health Care Center in place of undergoing  

the fall chest X-ray. However, in this case the center will be unable to issue a Medical Examination Certificate.  

Student Medical Examinations from Next Year 

*Please undergo the Student Medical Examination in May from next year on. 

 

The examination may be canceled if the COVID-19 pandemic worsens. 

If this happens, updated information will be posted on the Student Health Care Center and reservation websites. 

Please check them for details. 

In the event of an emergency (natural disaster etc.), please see the Student Health Care Center website: 

http://www.health.ihe.tohoku.ac.jp/              Inquiries: Student Health Care Center                   

Examination Office Phone: 022-795-7829         

2021 School Year 

Fall Chest X-rays (October) 
for October 2021 Entrants 

Date/Time 

 
October 12 (Tue.),13 (Wed.), 11: 30-12:30 (Please be on time.)  

    *Please check your appointment time using the online reservation system. 

Appointments 

Instructions 

All fall chest X-rays will be by appointment only. 

Please make a reservation online in advance. See below for instructions. 

Reservations accepted: October 4 (Mon.)–10 (Sun.) 

Exam. Items Chest X-ray, height/weight 

Place Tohoku University Student Health Care Center (Kawauchi Kita Campus)    A09 Map→ 

*There are no parking spaces. Please come by public transportation etc. 

Eligibility October 2021 Entrants 

(Includes those who entered the university in/after May 2021 and non-degree students who will be 

enrolled for 1 month or longer.) 

*Excludes short-term Visiting Trainees. 

*Excludes those who underwent the Student Medical Examination in May 2021 (for example, transfer 

students). 

*Excludes those who were eligible for the Student Medical Examination in May 2021. 

Please bring: Student ID card, or document (ex. enrollment notice) that shows your name & student ID number 

Note: If you do not bring the above, you will not be admitted to the examination. 

 

https://web.star7.jp/mypage/mobile_info.php?p=b5fb0024ab
http://www.health.ihe.tohoku.ac.jp/


胸部レントゲン検査を受けるにあたって
Instructions for undergoing chest x-rays

正確な診断をするため、服装・髪型・装飾品に注意が必要です！！
In order to get an accurate result, you need to be mindful of your clothing, hair, and accessories.  

ここに注目！
Please be careful of the following:

Wear a single, thin, plain shirt during the x-ray.
イラスト・刺繍入りボタン・ポケットあり

ビーズなどの装飾品のある服は着用できません。

We cannot take the x-ray if you are wearing a 
shirt with illustrations/patterns, buttons, pockets, 
beads, or other ornamentation.

髪の長い方は、肩や首にかからないよう

に結んでください。

If you have long hair, please tie it up so 
that it does not touch the shouldersor the 
nape of your neck.

治療用の湿布・磁石付き絆創膏は外してください。

Please remove any adhesive medical compresses, 
adhesive magnets, etc. from your skin.

ネックレスは外してください。

Remove necklaces.

ヒジャブは薄い布なら着用したままでOKです。しか

し、固定のためのブローチやピンが肩・胸にかかる

場合は外す必要があります。

Religious garments, such as hijabs, are fine as long 
as they are made of thin materials.

However, you must remove any fasteners, such as
broaches, pins, etc., from the shoulder/chest area.

TOHOKU UNIVERSITY Student Health Care Center

女性の方へ。
ブラ、ブラ付き下着は外してください。
Women: Please remove brassieres, or 
garments with built-in brassieres. 

Good No Good

Good

Good

No Good

No Good

No GoodNo Good
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