
学校安全保健法で新入生は受診することが義務付けられています。社会人の方以外は必ず受診を！ 

発熱や風邪症状のある方は受診できません（別途、ご案内します） 

健診日に受診ができない方や、配慮の必要な方は、事前に保健センターへ 

 ご連絡ください 

感染症対策（不織布マスクの着用、手洗い消毒、フィジカルディスタンス）に 

 ご協力をお願いします 

項目は身長、体重、血圧、胸部レントゲン検査、検尿、診察 

脱ぎ着しやすい服装、白色無地のTシャツを着用してきてください 

健診結果は健診証明書をもって結果通知とします 学生証により 

事前に健康調査票の入力をお願いします！ 

（問い合わせ先）若松地区保健センター（3710室）   E-mail:hok-sehoken@jimu.kyutech.ac.jp 
TEL：093-695-6017

「健康調査票2022年度」→「エントリーを追加する」→回答入力→「保存して表示する」 

※学内ネットワーク以外では接続できません

web予約は不要です 指定の時間帯で受診してください 

事前に学内ネットワーク（学内Wi-Fi可）につないでください。 

★ＱＲコードまたは下記アドレスから、九工大Moodle 

「学生健康診断予約システム（2022）」へ入ります

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

※ログインには、九工大ＩＤ・パスワードが必要です。

※持ってくるもの：当日朝に採取した尿、学生証  

  健診日  受付時間  対象学年

4月7日（木） 

受付場所： 

1F ホール   

 MACS 

13:30～13:50 男性  人間知能システム工学専攻Master 1年

    （学生番号 2296600１～22966021）

1４:00～14:20 男性  人間知能システム工学専攻Master 1年

    （学生番号 22966023～22966043）

14:30～14:50 男性  人間知能システム工学専攻Master 1年

    （学生番号 22966045～        ）

15:00～15:20 男性  生体機能応用工学専攻 Master 1年

    （学生番号 22965001～22965021）

15:30～15:50 男性  生体機能応用工学専攻 Master 1年

    （学生番号 22965022～        ）

15:50～16:10 男性 Doctor 1年

16:20～16:４0 女性 Master 1年 Doctor 1年

令和４年度 新入学生健康診断のご案内 

若松キャンパス 



All new students must have a physical examination. 
Students with fever or cold symptoms are not allowed to see the doctor (separate information will be provided). 

If you are unable to see the doctor on the day of the examination or need special consideration, please consult 
the Health Service Center in advance. 

Please cooperate in taking measures against infectious diseases (wearing a mask, washing hands, and disin-
fecting). 

Items include height, weight, blood pressure, chest x-ray, urinalysis, and doctor's examination 
Wear clothing that is easy to put on and take off and a plain white T-shirt. 

The results are issued from the automatic issue machine located in the office on the first floor. 

Please fill out the health questionnaire on the web in advance. 

(Contact) Wakamatsu District Health and Counseling Center（Room No3710）    
mail:hok-sehoken@jimu.kyutech.ac.jp TEL：093-695-6017

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"  

*Ｐｌease ｂrｉｎｇ: ｕrｉｎe coｌｌected oｎ tｈe ｍorｎｉｎｇ oｆ tｈe daｙ, stｕdeｎt ＩD card. 

Day    Time   Target

 Aｐrｉｌ  

  7 ｔｈ   

(Ｔｈｕ) 

Place：

1Fｈaｌｌ 

MACS 

13:30～13:50 Deｐartｍeｎt oｆ Ｈｕｍaｎ Ｉｎteｌｌｉｇeｎt Sｙsteｍs  

Maｌe  Master 1

 （ＩD 22966002～22966021）
1４:00～14:20 Deｐartｍeｎt oｆ Ｈｕｍaｎ Ｉｎteｌｌｉｇeｎt Sｙsteｍs  

Maｌe  Master 1

 （ＩD 22966023～22966043）
14:30～14:50 Deｐartｍeｎt oｆ Ｈｕｍaｎ Ｉｎteｌｌｉｇeｎt Sｙsteｍs  

Maｌe  Master 1

 （ＩD 22966045～22966064）
15:00～15:20 Ｄeｐａrｔｍeｎｔ ｏｆ Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ Ｅｎｇｉｎeerｉｎｇ  

Maｌe  Master 1

 （ＩD 22965001～22965021）
15:30～15:50 Ｄeｐａrｔｍeｎｔ ｏｆ Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ Ｅｎｇｉｎeerｉｎｇ   

Maｌe  Master 1

 （ＩD 22965022～22965045）
15:50～16:10 Maｌe    Doctor 1年

16:20～16:４0 Female Master 1 Doctor 1

 【 New students 】 

STUDENT HEALTH CHECKUP INFORMATION


