
 

2022新入生 学生定期健康診断のお知らせ 

新入生は学校保健安全法等において健康診断の受診が義務づけられています。必ず受診してください。 
          

★感染症対策のため、事前にWEB予約をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

★新型コロナウイルス感染症予防対策 

●以下の方は、健康診断の受診を控え、対応について保健センターへご相談ください。 

・健診当日の朝に体温を測定し、37.5℃以上の発熱、咳、全身のだるさ、のどの痛みなど風邪症状のある方 

・同居している家族や接触のあった知人等に感染者がいて濃厚接触者・健康観察者と特定されていた方 

●会場内では、不織布マスク※を着用し、間隔をあけて整列し、私語をしないように、ご協力をお願いします。 
         ※ウレタンマスク・布マスクは飛沫防止効果が低いため、不織布マスク着用をお願いします。お持ちでない方は、事前に保健センターで配布します。 

 

■健康診断場所 ： 鳳龍会館 

■健康診断項目 ： 胸部レントゲン撮影、 身長・体重測定、 血圧測定、 尿検査、 診察 

※オリエンテーション時に配布した検尿容器に健診当日の朝一番に尿を採取し、健診会場へ持ってきてください。 

※胸部レントゲン撮影がありますので、できるだけ脱ぎ着がしやすい服で来てください。 

 

■持ってくるもの：学生証、 検尿容器（朝一番の尿を採取する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●上記日程で不都合な場合や、可能な時間帯が全て埋まっている場合は、保健センターへご相談ください。 

●4月９日午前中は学部生 TOEIC実施のため、大学院生のみの予約枠としています。 

●企業に所属している学生は、企業で受診する義務があるためうける必要はありません。 

●健診証明書をもって結果通知とします。工学部事務室の自動発行機より発行できます。 

●受診をされていない方は、健康診断証明書の発行ができません。 

●その他、不明な点、相談等がございましたら、保健センターへご連絡ください。       

 

＜問合せ先＞ 戸畑地区保健センター 

TEL   ： 093-884-3065     

Email ： hok-hoken@jimu.kyutech.ac.jp 

健診日 受付時間 性別 対象学年  
予約定員 

（予約枠） 

4月 9日(土) 

 

9 :00～11:00 男性 <大学院生のみ> 

新M1・新D１・研究生 

160名 

（15分枠 20名） 

11:10～11:４0 女性 
40名 

（15分枠 20名） 

13:00～1６:00 男性 

<学部生> 

新 1年・新編入 3年 

 

<大学院生> 

新M1・新D１・研究生 
 

240名 

（15分枠 20名） 

16:10～16:40 女性 
40名 

（15分枠 20名） 

4月 23日(土) 

9:00～11:00 男性 
160名 

（15分枠 20名） 

11:10～11:40 女性 
40名 

（15分枠 20名） 

13:00～16:00 男性 
240名 

（15分枠 20名） 

16:10～16:40 女性 
40名 

（15分枠 20名） 

戸畑キャンパス 

https://reserve-mediex.el.kyutech.ac.jp/moodle/course/view.php?id=6 

①学内ネットワーク（KIT-1A、VPNなど）につなぎ、上記URLか右のQRコードから九工大Moodleに入る。 

②コースに登録するか確認の画面が開くので、「私を登録する」のボタンをクリックしてください。 

③「健康調査票」を選び、「エントリーを追加する」→チェックして質問に回答→保存。 

予約画面で、都合の良い時間を選ぶ 

 

WEB予約！ 

人気時間帯の予約が集中します。 

早めの予約をお勧めします。 

九工大 ID・パスワードが必要です 

mailto:hok-hoken@jimu.kyutech.ac.jp
https://reserve-mediex.el.kyutech.ac.jp/moodle/course/view.php?id=6


 

2022New Studentｓ Health Checkup Information 
Health and Counseling Center performs Student Health Checkup.  

       ★Be sure to have a medical examination for new students 

 

★ Please make a reservation online in advance to prevent infectious diseases. 

 

 

 

 

 

 

 

<Preventive measures for new coronavirus infection> 

●The following people will not receive a medical examination 

・ Measure body temperature on the morning of the medical examination, and if you have a fever of 37.5 ° C 

or higher, cough, general fatigue, sore throat, etc.Those with cold symptoms 

・ Those who have had obvious illness such as fever and cold symptoms going back to the past two weeks 

even if they are not ill at present. 

・ There is an infected person in a family member living together or an acquaintance with whom he / she has 

come into contact.Those who have been identified Those who have been identified 

● Please wear masks, line up at intervals, and do not speak privately in the venue. 

* If you have a fever or cold, please contact the Health Center by email. We will inform you separately. 

* If you do not have a mask, please come to the health and counseling center in advance. 

◆Place：Houryuu Hall 
◆Health checkup items：Height, weight measurement, blood pressure measurement，urine test  

Chest X-ray examination ※Please come with clothes that can be taken off and put on easily. 

medical examination 

◆What to bring: Student ID  Urinalysis container for freshmen (collecting the first urine in 

the morning)※Collect urine in the urine test container distributed at the orientation 

and bring it to the test site. 

Dete Time Target audience 

9th・23ｒｄ 

Ａｐｒｉｌ 

(Sat) 

9 :00～11:00 
【Male】 

【 New students 】 

・undergraduate Ｂ１ 

   ・Graduate School M１・D１ 

・research student 
 

※Ｙou need to make an appointment  

 （WEB reservation） in 15 minute intervals. 

 

11:10～11:４0 
【Female】 

13:00～1６:00 
【Male】 

16:10～16:40 
【Female】 

★ Please also note :  

● The result of the examination will be notified with the medical examination certificate. 

You can use your student ID card from the automatic issuing machine in the Faculty of 

Engineering office. 

● Those who have not undergone a medical examination cannot issue a health examination 

certificate. 

● If you have any questions or concerns, please contact us.               

  

If you have any questions, please inquire         

with Health and Counseling Center ,Kyutech             

Email：hok-hoken@jimu.kyutech.ac.jp 

School of Engineering/Graduate School of Engineering (Tobata Campus） 

https://reserve-mediex.el.kyutech.ac.jp/moodle/course/view.php?id=6 

①Connect to the campus network (KIT-1A, VPN, etc.) and enter Kyushu Institute of 

Technology Moodle from the QR code on the right. 

② "Health survey form" → "Add entry" → Enter the answer 

  → Reserve a convenient time on the reservation screen 

 

WEB 
reservation 

https://reserve-mediex.el.kyutech.ac.jp/moodle/course/view.php?id=6

