資料１

16, Sep, 2020
AY 2020 Student Medical Examinations:
Online Medical Questionnaire
As you may remember, we delayed the medical examinations in April. After much consideration, we
have decided that we still cannot conduct medical examinations as usual at this time except new students
(undergraduate, graduate) entering Tohoku University in AY 2020. We have therefore decided to conduct
online questionnaire. Please respond to the below Online Medical Questionnaire. It will only take a few
minutes of your time.

1. Online Medical Questionnaire Entry Period: October 5–October 30, 2020
2. Eligibility: This questionnaire is for all students enrolled at Tohoku University, excluding the
following.
Exempted Students:
-New undergraduate/graduate school students entering the university in AY 2020.
-The students shown below (hospital trainees)
Graduate School of Medicine, School of Medicine 5th & 6th year; School of Health Sciences,
Department of Nursing 3rd & 4th year (midwifery trainees only); Department of Radiological Technology
3rd & 4th year; Department of Medical Laboratory Science 3rd year; Graduate School of Dentistry,
School of Dentistry 1st/5th/6th year; Graduate School of Biomedical Engineering 1st year; Graduate
School of Pharmaceutical Sciences 4th year
-Adult students who underwent a medical exam at their workplace or another off-campus facility
can submit a copy of their results to the Student Health Care Center instead of undergoing Tohoku
University's medical examination.

(However, in this case the center will be unable to issue a Medical

Examination Certificate.)
3. Online Medical Questionnaire
Access the URL below (or QR code at right) and log in to your DC Mail account.
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp
6rcyGq2_YK2htXsm9hHyXWheDDtnHE9cFJwIPHZVbCgrlg/viewform?usp=sf_link
Note: The Student Health Care Center does not administer DC Mail accounts. If you
have questions about your account, password, etc. please use the below URL.
https://www.cds.tohoku.ac.jp/
https://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/faq/faq_google.html
4. Other
-Completing the Online Medical Questionnaire will be considered equivalent to undergoing Student
Medical Examinations for the 2020 academic year, so a Medical Examination Certificate will be issued
after Dec 7 2020 at the Student Health Care Center.

資料１

2020 年 9 月 16 日
2020 年度「定期健康診断（学部・大学院新入生を除く）」の実施について
―Web 問診のお知らせ―
標記のことについて、４月に延期とする旨を掲示させて頂きました。その後、健康診断開催に向けて検
討を重ねてまいりましたが、現在にいたっても通常の健康診断開催の目途がたっておりません。そこで
「web 問診」を実施することにいたしました。下記の要領で「web 問診」にご回答をお願いいたします。
数分以内で終わりますのでご協力をお願いいたします。
１．Web 問診入力期間 ：

2020 年 10 月 5 日～10 月 30 日まで

２．対象者：下記に記載した学生を除くすべての本学学生が対象です。
対象から除外される学生
・2020 年度学部・大学院新入生
・以下の学生（病院実習を行う学年）
医学系研究科大学院生、医学部医学科 5 年生、6 年生、医学部保健学科看護学
専攻 3 年生、4 年生(助産学実習学生のみ)、放射線技術科学専攻 3 年生、4 年
生、検査技術科学専攻 3 年生、歯学系研究科大学院生、歯学部 5 年生、6 年生、
薬学部薬学科 4 年生
・社会人学生等で既に職場で健康診断を受診している学生（健診結果の複写を保
健管理センターに直接ご提出いただければ、本学の健康診断の受診は不要とな
ります。
（センターから健康診断証明書の発行はできません））
３．Web 問診の実施方法
下記 URL から（或いは右の QR コード）DC メールでログインしてご回答ください。
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
p6rcyGq2_YK2htXsm9hHyXWheDDtnHE9cFJwIPHZVbCgrlg/viewform?usp=sf_link
＊DC メール、パスワードについては、保健管理センターでは管理していませんので、下記の URL の
説明をご確認ください。
https://www.cds.tohoku.ac.jp/
https://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/faq/faq_google.html
４．その他
Web 問診入力期間に入力した場合、2020 年度の定期健康診断を受診したものとみなしますので、
2020 年 12 月 7 日以降保健管理センター窓口で健康診断証明書を発行いたします。なお発行時に身長体
重の計測を行います。自動発行機からの「健康診断結果」についてはシステムの都合にて、昨年度の結
果が発行されますのでご注意ください。

