平成 29 年 10 月 19 日

インフルエンザワクチンの接種について
保健・健康推進本部

インフルエンザワクチン接種はいずれの地区も予約制です。
予約は、10 月 30 日(月)午前 10 時より開始いたします。
予約は、
（http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/）からできます。予約の際は、
『予約サイトに入るための学内共通情
報』と『共通 ID』が必要です。
『予約サイトに入るための学内共通情報』は、UTAS の「インフルエンザワ
クチン接種について」に記載されています。共通 ID は、学生証の右下に書かれている 18 桁の数字です。

1.

対象者
本学の学生及び教職員（東京大学発行の学生証または職員証をお持ちの方）

2.

接種日
［本郷地区］
今年は供給状況が不安定なため、ワクチン接種の準備ができましたら、11 月上中旬頃から予約枠を開設いた

します。
（※

医薬品の調達は各地区の保健センターごとに行っており、医薬品卸業者の営業地区が異なるため

各地区の保健センターで納入状況も異なります。
）
随時、保健センターウェブサイトをご確認ください。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、本件に関するお問い合わせには応じかねますのであらかじめのご了承を重ねてお願いいたします。
［駒場地区］
９：３０～９：５０

教職員専用予約枠

１２：３０～１３：２０

学生専用予約枠

１１月１３日（月）～１１月１６日（木）

［柏地区］
１１月１0 日（金）
１１月１３日（月）～１１月１7 日（金）
１１月２０日（月）～１１月２４日（金）
（１１月２３日（木）は除く）

９：１５～９：４５

学生・教職員共用枠

１１月２７日（月）～１１月２８日（火）
１２月５日（火）～１２月８日（金）
１２月１２日（火）～１２月１５日（金）

3.

場所
各地区保健センター

4.

料金
学 生：2,500 円 / 教職員：3,000 円 （現金のみ）

5.

予約期間
学 生：10 月 30 日(月)午前 10 時 ～ 希望日の前日、夜 12 時まで
教職員：11 月 2 日(木)午前 10 時 ～ 希望日の前日、夜 12 時まで
※ 電話での予約はできません。
※ 学生専用の予約期間に教職員の方が予約する事はできません。

6.

当日持参する物
１） 記入済みのインフルエンザ予診票
・web サイト http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/ からダウンロードし、両面印刷後、必要事項を記入して
ください。
・接種当日朝に検温を済ませ体温を予診票に記入の上持参してください。

・未成年者は保護者のサインが無ければ接種出来ません。
２） 東京大学発行の学生証または職員証
３） 接種料金 学生 2,500 円、教職員 3,000 円（現金のみ。釣銭の無いようご協力をお願いします。）
４） Web 予約時の予約情報（画面印刷・メモ・画像可）
※ 上記１）～４）の１つでも欠けると接種を受けることはできません。

7.

注意事項
すでに報道等もありますように、今年はインフルエンザワクチン入荷が例年より遅れる見込みです。日程
や接種数についてこうした影響がありますことご理解ください。
接種当日、医師による問診を行います。医師の判断によっては接種できない場合もあります。
予診票裏面の『インフルエンザワクチンを受ける前に』を必ず読んで理解した上で、受診してください。
インフルエンザやその他のワクチンで重い副反応の経験がある方は、保健センターでは接種出来ません。
当日は予約した受付時間に間に合うようにお越しください。

October 19, 2017

Influenza Vaccination
Division of Health and Health Promotion

Influenza vaccination on all three campuses are by reservation.
Reservations opens from October, 30(Mon) 10：00 am, 2017 and can be made through the following
website: http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/.
The login information can be obtained on the screen after you log onto the screen after you log onto
UTAS(UTokyo Academic affairs System). The Common ID is the 18-digit number printed on the
bottom right hand corner of your ID Card.

1. Eligibility:
Students, faculty and administrative staff of the University
(those who possess staff or student ID cards issued by the University of Tokyo).

2. Dates:
[Hongo Campus]
With the instability in the supply of the influenza vaccination this year, the reservation for inoculation will
be opened around mid-November if the vaccinations become available. (*The delivery situation will differ
with each health service center as the procurements of medicines for each health service center is handled
independently by each district and the areas of sales by pharmaceutical wholesalers are different.)
Please check the health service center website as necessary.
We apologize for any inconvenience, and thank you for your understandings.
Please be aware that no response will be given to any inquiries regarding this matter.
[Komaba Campus]
November13－16（Mon-Thu）
am-Staff only，pm-Student only
[Kashiwa Campus]
November 10 (Fri), 13-17 (Mon-Fri), 20-22 (Mon-Wed), 24 (Fri), 27-28 (Mon-Tue)
December 5-8 (Tue-Fri), 12-15 (Tue-Fri)
9:15am-9:45am

3. Location:
Health Service Center of each district

4. Fee:
Students – JPY 2,500

Staff members– JPY 3,000 (Cash only)

5. Reservation:
Students: From October, 30(Mon) 10：00 am ~ midnight (12:00hrs) of the day before your desired date
Staff: From November, 2(Thu) 10：00 am~ midnight (12:00hrs) of the day before your desired date
※ Please be aware that reservations cannot be made by telephone.
※ Staff members will not be able to make reservations during the students’ reservation period.

6. What to bring on the day:
1)

Completed influenza vaccination form
Download the form from the website http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/. print it double-sided and fill in
the necessary information and bring with you on the day.
Take your temperature and fill in the information on the form.
Signature of parents or guardians will be required by under-aged minors (anyone under the age of
20).

2)

Staff or student ID card issued by the University of Tokyo.

3)

Vaccination fee: JPY 2,500 for students, JPY 3,000 for staff (Cash only)
Please make sure to the exact amount when paying.

4)

Printed reservation information from the website.
Screen print, memo or photo image of screen is accepted.

*You need to bring 1) - 4) as noted above, otherwise you will not be able to receive the vaccination.

7. Other important information:
As you may already know, the arrival of influenza vaccination available is expected to get behind
than usual, which will affect the scheduling and the amount of the vaccinations which we are able
to provide. We thank you for your understanding in advance.
You will receive an interview from a physician on the day of the vaccination. Please note that
depending on the diagnosis given by the doctor you may not be given the vaccination.
Please read the “Key Facts about Influenza (Flu) & Flu Vaccine” manual carefully before your
visit.
People who experience heavy secondary reactions after vaccinations cannot be inoculated at the
health center.
Please make sure to come promptly.

