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心身の健康管理と相談・生活指導
健康管理センター・保健センター

●厚木キャンパス

　☎０４６-２４２-９５０４

●中野キャンパス

学生定期健康診断

遠隔地被保険者証 （自宅外通学者が対象となります）

相談窓口 健康管理センター（厚木）
学生課（中野）

 保健センターは、1号館1階にあります。体調不良等で利用を希望す
る場合は、学生課に相談してください。
　一人暮らしの学生や、遠距離通学の皆さん、疲れすぎや体調に不安
を抱えている方は、ぜひ利用してください。
 学校医による心身の健康相談については、ガイダンスまたは掲示
にてお知らせします。

 学校保健安全法にもとづいて、学生定期健康診断を実施します。
在学生は、全員が受診しなければなりません。
　健康診断の結果は、全員に配付します。配付時期は掲示やホーム
ページでお知らせします。また、健康上問題があると思われる場合に
は保証人に通知をする事もあります。万一、受診しなかった場合は、
健康管理センタ－又は中野学生課で所定の用紙を受け取り、自己負
担にて医療機関を受診し、結果を記入してもらい、健康管理センター
又は中野学生課へ提出してください。
 また、学生定期健康診断を大学で受診した学生は、健康診断書を
「証明書自動発行機」（パピルスメイト）で発行できます。
 なお、学生定期健康診断を受診していないことで、奨学金の出願
や各種スポ－ツ大会への参加が制限される場合がありますので注意
してください。

　健康管理センターは、厚木キャンパス本館1階の東側玄関の右側
にあります。学生の皆さんが明るく楽しい学生生活を送ることがで
きるよう、心身の健康管理について相談を受けています。また、日常
生活についてのアドバイス・応急処置や医療機関の紹介等を行って
います。
　毎週水曜日には、学校医が健康に関わる全面的な相談を受けてい
ます。「朝起きられない」「夜寝つけない」などの睡眠に関することや、
「元気がない」「登校するのが億劫だ」「勉強に身が入らない」「イライ
ラして落ち着かない」などの不調の際には気軽に利用してください。

 親元を離れ、アパ－トやマンション等で一人住まいをしている学生
は「遠隔地被保険者証」の発行を受けてください。
 この「遠隔地被保険者証」の発行手続きは、扶養者の勤務先あるい
は市区町村役場に在学証明書（証明書自動発行機にて発行）を提出
し申請すると交付されます。病院受診の際には、保険証の提示を求め
られますので、日頃から携帯してください。
　なお、カード式の保険証で1人に1枚発行している場合は、遠隔地被
保険者証は不要となります。

学生教育研究災害傷害保険

●保険が適用される事故の範囲と治療日数

実治療日数１日以上①正課中・大学行事中

実治療日数１４日以上②①以外で大学施設内にいる間

実治療日数１４日以上③大学施設外で大学に届出た課外活動中

実治療日数４日以上④通学途中※

献血への協力

救命法講習会

●保険金請求の手続きと支払い
ケガをした時は、遅滞なく健康管理センター・
保健センターに報告してください。

事故報告

ケガが完治した時は、所定の書類を健康管理
センター・保健センターに提出してください。

保険金請求

規定にもとづく保険金が、届け出された
保証人の銀行口座に振り込まれます。

保険金支払

参考資料 
学生教育研究災害傷害保険のしおり

〔日本国際教育支援協会〕

TOPIC

※自転車・オートバイ・車での事故については、あらかじめ大学に通学
　許可申請し許可を得ていなければ対象となりません。

 本学では年２回、救命法講習会を開催します。この講習会では、事
故を防止し緊急時に必要な処置が行えるよう正しい救急救命の知識
と技術を学びます。

 この保険は、在学中の正課中・大学行事・課外活動および通学途中
を含めた広範囲の教育研究活動中の事故に適用されます。この保険
料は大学が負担し、在学している期間は有効です。

 本学では、日本赤十字社の献血に協力しています。
 社会のためにも、また、めぐりめぐって自分や家族に輸血が必要と
なった時のためにも、ぜひ献血にご協力をお願いします。

※AED設置場所
●厚木キャンパス：正門横警備員室
 　　　　　3号館通路 壁面
 　　　　　8号館入口
 　　　　　体育館メインアリーナ入口（2F）
●中野キャンパス：1号館警備室
 　　　　　3号館警備室横

「学生教育研究災害傷害保険」制度の認定を受けられない
軽微な傷害の場合に東京工芸大学後援会から見舞金が
贈与される制度もありますので、健康管理センター又は保
健センターに相談してください。

　外国人留学生へのサポートは学生課が担当しています。
生活に関すること、査証（ビザ）に関すること、奨学金に関することなどの相談を受けつけています。

留学生ガイダンス

　４月に外国人留学生を対象としたガイダンスを行います。ガイダン
スでは生活に関することや奨学金などについて説明します。必ず参加
してください。

なんでも相談室（お話ルーム）

　中野キャンパスでは、学生のみなさんが快適に大学生活を送ること
ができるよう中野キャンパスなんでも相談室（お話ルーム）を、１号館
１階保健センター内に開室しています。
　相談員は、教員と職員が対応します。どんなことでも気軽に相談で
きるところですので、何か話したいことのある学生は、ぜひ、来室くだ
さい。
　開室日は月に６～７日程度です。掲示とコウゲイ.netでお知らせし
ます。

必要な手続き

●学生課への届出
パスポートのコピー、在留カードのコピーなど大学が指定するもの
を提出してください。ビザの更新、住所の変更後は、必ず学生課に
届け出てください。

●在留資格の変更と更新
在留資格の変更や更新は3か月前から可能です。手続きを忘れない
ように注意してください。

●国民健康保険への加入
外国人登録の際に市区町村の役所で手続きをしてください。
医療費の自己負担が３０％になります。

　※毎月保険料がかかります。

留学生在籍確認

　毎月1回、全留学生に対して在籍確認を行います。必ず、学生課で
名簿にサインをしてください。一定期間在籍確認のサインをしていな
い留学生は、文部科学省及び入国管理局の指導により、所在不明者
として報告することになっていますので、ご注意ください。

●保険料等負担金
　Aコース（1年間）：4,000円　　　Bコース（2年間）：8,000円
　継続の場合　半年：2,000円

留学生住宅総合補償制度

　定められた保険料を日本国際教育支援協会に支払うことによっ
て、大学がアパート契約の保証人になることができます。（物件によっ
ては利用できないことがあります。）手続きについては学生課に相談
してください。

●加入資格
　外国人留学生（在留資格「留学」を有する者）

アルバイト

　外国人留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受け
なければなりません。また、許可を受けていても時間や職種など様々
な制限があります。無許可でアルバイトをしたり、制限に反すると日
本での勉強を続けることができなくなる場合があります。

外国人留学生へのサポート

 大学構内において所持品を紛失した場合や落し物を拾った場合は、学生課に届けてください。学生課に届けられたもので名前の分かるものは本人に
連絡することがありますが、原則として遺失物・拾得物に関する取り扱いは下記のとおりです。
①拾得物はサイフ等の貴重品を除き、事務局に設置されている「拾得物公示用ガラスケース」にて２ヶ月公示し、その後は倉庫にて保管する。
②法定保管期間（３ヶ月）を満了した拾得物は処分する。

遺失物・拾得物の取り扱い

中野キャンパスでの学生生活相談

相談窓口 学生課

相談窓口 学生課

たとえば、こんなとき・・・
　・制作ができない
　・きちんと単位がとれるか不安で仕方ない
　・何となくやる気がでない
　・人と上手くつきあっていけない
　・留年してしまいそうだ
　・生活のリズムがくずれた　など
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