長崎大学

保健・医療推進センター

Nagasaki University
Center for Health and Community Medicine
Telephone: 095-819-2213

①～③のいずれかの方法で「健康診断予約システム」へアクセスしてください

Access the appointment system by one of the following methods.

① ＱＲコードを読み取る Via QR code

② 長崎大学 保健・医療推進センターのホームページの
トップページにある「健康診断予約システム」を選択する
Click on the “健康診断予約システム” button on the home page of
the Nagasaki University Center for Health and Community Medicine.
http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp/

ここをクリック Click here

→

③ インターネットブラウザのアドレスバーに URL を入力する
Enter the appointment system URL directly into your browser address bar.
https://www.yoyaku.hc.nagasaki-u.ac.jp/comres_hc/u_start.php

1. ロ グ イ ン

Login

学生番号を入力
bbは不要
Login ID = Your 8-digit
student ID number
Note: “bb” is not needed

Login ID
Password

生年月日を入力
西暦年で８桁に揃える
例）1990年4月2日なら
19900402

Password = Your date
of birth, as an 8-digit
number (yyyymmdd)
Example: “April 2,1990”
is written “19900402”

「Enter」をクリック
Click “Enter”

2. 予 約 項 目 選 択
Select “Student Health Check”

開始をクリック
Click “開始” to start

Student Health Check

3. 利 用 者 確 認
Confirm your personal information

Student ID number
Name
表示内容を確認
Confirm your
personal information

Name in Katakana
Department/Program
Grade/Year
Sex

「次へ」をクリック
Click “次へ” to go to the
next section.

4. 受 診 日 選 択
Select your health check date

予約可能な月日のみ表示します
希望する受診日を１つ選ぶ
Choose one of the options
shown here.

“4月15日”is April 15

「次へ」をクリック
Click “次へ” to go to the
next section.

Click “予約解除”to cancel

３

5. 受 診 時 間 帯 選 択
Select your health
check time
予約可能な時間帯のみ表示します
希望する時間帯を１つ選ぶ
Choose one of the options
shown here.
「登録」をクリック
Click “登録” to register your
selection.

Click “戻る”to go back
Click “予約解除”to cancel

6. 予 約 内 容 確 認
Confirm your
appointment details

※【注意・連絡事項】の
記載内容を必ず確認して
ください
※ Make sure the information
shown is correct.

Your name
Date and time of appointment

Health check location：
Center for Health and Community
Medicine, Bunkyo Campus

Notes
「ログアウト」をクリック
して終了
Click “ログアウト” to end
your registration session.

所属の学部で「定期健康診断受診票 Ｎｏ.４」を受け取ってください

Click “戻る”to go back

予約を変更する場合は・・・
同様にログインして、新たに希望する受診日時を選択して
登録を押してください。新しい予約日に上書きされます。
If you want to change your appointment…
Log in as you did in 1. above, follow the steps to select a new date and time,
and click “登録.” Your record will be updated with the new appointment date/time.

