
MEDICAL
SUPPORT
C E N T E R
2023 メディカル

サポート
センターご案内 メディカル

サポートセンター



　健やかな学生生活を支えるために次の業務を行っています。健康とは、ただ単に病気でな

いということではありません。WHO（世界保健機関）はその憲章の中で「健康とは、病気で

ないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、

すべてが満たされた状態にあることをいいます」と述べています。

質問等がある場合は、メディカルサポート
センターまで連絡してください。

☎ 06-4307-3072（事務室）

☎ 06-4307-3075（看護師室）

☎ 06-4307-3076（カウンセリング室）

☎ 06-4307-3110（KINDAI クリニック）

※夏期・冬期休暇、授業休講期間、入試期間等、
　診療日・診療時間を変更することがあります。
　（メディカルサポートセンター HP をご覧ください）。
※臨時に休診することもあります。このようなときは、 
　近隣医療機関を利用してください。

メディカルサポートセンター
11月ホール3階

開室および診療時間（開講時）

主な業務内容

メディカルサポートセンターとは

救　　急

学内にいながら症状（痛みなど）がひどくて
メディカルサポートセンターへ来ることが

できない場合、看護師が出向いて対処

健康診断証明書の作成

診　察（KINDAI クリニック）

月曜〜金曜、内科の診察を実施

応急処置

小さな怪我などの応急処置、
体調不良で静養したいなどに対応

健康相談

心身に関わること、薬、医療について
さまざまな相談に対応

カウンセリング
心身についての悩みなどの相談

定期健康診断

疾病の早期発見や健康の維持・増進を目的に
毎年度実施

健康管理

定期健康診断の結果による再検査・精密検査
および診察、専門医への紹介

所在場所と開室・診療時間

内容
TEL

月

火

水

木

金

土

KINDAIクリニック
受付時間

06-4307-3110

カウンセリング

06-4307-3076

保健室対応
応急手当

06-4307-3075

10：00
〜

18：00
（予約制）

10：00〜15：00
（予約制）

内科

ー

8：30

〜

20：30

8：30

〜

12：30

　疲れやすい、食欲がない、咳が出るなど身

体に異常がある人に対しても診療を行ってい

ます。早期に対応できるよう気になることが

あれば診察にお越しください。

　季節の変わり目や、年度始め、休暇明けは

生活環境も変わります。特に一人暮らしでは

健康状態に気を配ってくれる家族のサポート

がありません。まず病気をしないように日常

生活で無理や無茶をしないようにしてくださ

い。各自、体温計は 1 本持つようにしましょう。

〈診療〉病気の治療
（KINDAI クリニック）

メディカル
サポートセンターで
できること 1

学生健保共済会医療給付が受けられます。

詳しくは「WELLNESS GUIDE 2023」

※ただし、科目等履修生、留学生別科生等は、負担金が必要です。

　アンチドーピングに関する質問も受け付けます。

　食事や栄養に関して個別相談します。

　交通事故では補償などとの関連で外科医あるい

は整形外科医の診察が必要ですからメディカルサ

ポートセンターでは取り扱いできません。補償問

題の無い場合（例：自損事故）で小さな外科の範

囲であれば取り扱います。

　保険証のコピーは使えません。被保険者証カー

ドもしくは遠隔地被保険者証を準備してください。

　入学後、在学証明書、又は、保険組合によっては住民

票（移転後の新しく住民登録をした役所の窓口にて発

行）を添え、各加入の団体より発行してもらいます。

　国民健康保険の場合は、保護者在住の市・区・町・

村役場の健康保険証取り扱い窓口へ、住民票およ

び在学証明書を提出し、申し込んでください。

　共済組合保険、船員保険、協会けんぽ等その他

の保険証の場合には、各管轄の健康保険証取り扱

い事務所窓口、または保護者の勤務している会社

の厚生担当課等へ在学証明書を提出し、申し込ん

でください。

所在
場所

健康保険証

交通事故の場合

薬剤師による薬剤指導

管理栄養士による栄養指導

遠隔地被保険者証

メディカルサポートセンター
（KINDAIクリニック）

☎ 06-4307-3110

＜午前＞
9：00

〜

12：30

＜午後＞
14：15

〜

16：30

女性特有の悩みは
女性産婦人科医に相談ができます。

必要に応じて外部医療機関に
移送、紹介することがあります。

診療時間外でも
応急手当（看護師対応）は行っています。
その際、薬剤等はお渡しできません。

診療受付時に窓口で学生証、
健康保険証または遠隔地

被保険者証を提示してください。

診療は内科です。

アスリートの針灸治療
スポーツ指導者よりの紹介が必要



　毎年 1 回定期健康診断を行っています。その目的は疾病の早期発見を含めて、個人の健康の

維持・増進を図り、それを通して周囲（家族・大学など）に居る人々の健康も守ることにありま

す。自覚症状のないことが健康の証にはなりません。その実施要綱については学校保健安全法に

定められているものに基づきます。

　また、感染症など一個人の健康の破綻が周囲に大きな影響を与えることもあります。定期健康

診断を受けて少なくとも年に 1 回は健康状態を確認してください。

　令和 5 年度定期健康診断の実施について（東大阪キャンパス）

学校保健安全法と本学学生規程第27条に基づき定期健康診断を実施しますので、

必ず受診してください。

個人の悩み
勉強のこと
留年したこと
生活のこと

友人関係の
悩み

家族の
問題

その他

　友達や家族との関係についての悩み、授業

における悩み…など、大学生はさまざまな悩

みを抱える時期でもあります。自分で考えた

り、友人・先生・家族などに話をしても解消

しないこと、身近な人には話しにくいことな

どを相談する場として、学内にカウンセリン

グ室を設置しています。 

　カウンセリング室ではカウンセラーが悩み

や不安をお聞きし、大学生活をよりよく過ご

すお手伝いをします。カウンセリングを希望

する学生は気軽にご利用ください。

相談内容
（例）

受付時間

相談場所

受付方法

予約方法

月〜金曜日　10：00〜18：00
土　曜　日　10：00〜15：00

11月ホール 3 階
メディカルサポートセンター
カウンセリング室

カウンセリングは
予約制となっています。

カウンセリング室に直接来室して予約
電話で予約（06）4307-3076
メールで予約
※詳細はメディカルサポートセンター
ホームページをご覧ください。

問合せ先　近畿大学メディカルサポートセンター

☎ 06-4307-3072（事務室）   ☎ 06-4307-3075（看護師室）

定期健康診断3カウンセリング2 メディカル
サポートセンターで
できること

メディカル
サポートセンターで
できること

定期健康診断の日程については、
4月以降にメディカルサポートセンター
ホームページで確認してください。

定期健康診断

※就職活動等に必要な『健康診断証明書』は、
今年度の定期健康診断を受診した方のみ発行できます。

※定期健康診断は、学部・学年によって日時を指定していますが、指定日時に来られない方は、メディカルサポート
　センターまでお問い合わせください。
※本学の定期健康診断の実施期間中に受診できない方は、外部の医療機関（費用は自己負担）で受けていただくことに
　なります。

※ご自身の健康診断の結果は、下記 URL からパソコンまたはスマートフォンで確認できます。
　＜近畿大学 情報処理教育棟 KUDOSホームページ＞ https://kudos.kindai.ac.jp/webservice
   →共通認証対応 Web サービス→健康管理システム　
※当センターが定期健康診断で得た個人情報は、健康状況把握、および診察・保健指導の資料として、
　また健康診断証明書の発行以外の用途には使用しません。 KUDOS

ホームページ



　ご自身の健康診断の結果は、6 月初旬以降に下記 URL からパソコンまたはスマートフォンで

確認できます。

＜近畿大学 情報処理教育棟 KUDOS ホームページ＞

https://kudos.kindai.ac.jp/webservice

→共通認証対応 Web サービス

→健康管理システム

なお、再検査、精密検査などが必要な方については、5 月中旬頃に個人宛に通知します。

健康診断結果の閲覧方法とその後の措置について

就職、教育、介護実習、奨学金受給、留学、
進学、運動競技参加、アルバイト就業など。

定期健康診断を受けなかったとき

病気の発見が
遅れることがある

　就職、奨学金受給、教育・介護実習、進学、運動競技参加、アルバイト就

業、留学などいろいろな場合に健康診断証明書が必要になります。その大部

分は、毎年行う定期健康診断の結果に基づいて発行しますので、定期健康診

断を必ず受けてください。健康診断証明書の発行を希望される方は、本学の

定期健康診断を受診していないと発行できませんのでご注意ください。

　ほとんどの健康診断証明書は定期健康診断の結果に基づいて発行していま

す。しかし、中には定期健康診断での検査項目だけでは満たすことのできな

いものもあります。その場合には他の医療機関への依頼などが必要になりま

す。健康診断証明書などが必要になったら、少なくとも提出期限の2週間前

には、メディカルサポートセンター窓口で相談してください。

　ご自身の健康診断の結果は下記 URL からパソコンまたはスマートフォン

で確認できます。

＜近畿大学 情報処理教育棟 KUDOS ホームページ＞

https://kudos.kindai.ac.jp/webservice

→共通認証対応 Web サービス

→健康管理システム

健康診断証明書発行に関するその他の事項

健康診断証明書の発行方法については、
メディカルサポートセンターのホームページで

ご確認ください。

健康診断証明書が
発行できない

委託医療機関（校医）
東大阪市小若江3 -24-22
☎06-6724-6163

池田病院

はらだ
耳鼻咽喉科

石田眼科

森下外科

東大阪市菱屋西 1-20-14
☎06-6721-1244

東大阪市宝持1-9 -28
☎06-6721-0151

東大阪市友井2-34-27（幸宝ビル1階）
☎06-6726-4133

大阪狭山市大野東377-2
☎072-366-0221近畿大学病院

奈良県生駒市乙田町1248 -1
☎0743-77-0880近畿大学奈良病院

近畿大学医療機関

健康診断証明書の作成4メディカル
サポートセンターで
できること

※健康診断未受診者は、メディカルサポートセンターまで相談に来てください。
※当センターが健康診断で得た個人情報は、健康管理および証明書発行以外の用途には使用いたしません。

KUDOS
ホームページ

KUDOS
ホームページ


