
令和３年度 学生定期健康診断のお知らせ（大学院新入生） 

 

新入生は、学校保健安全法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。 
 

 

〈新型コロナウイルス感染予防対策〉 

●健診当日の朝、体温測定をお願いします。発熱、せき、全身のだるさ、のどの痛み等も風邪症状のある方は 

 受診できません。新型コロナウイルス対策フローチャートに従って対応してください。フローチャート 

●会場内では、マスクをし、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。 

 

 

■健診場所：体育館 
 

■健診項目：胸部 X 線撮影、身体計測、血圧、尿検査  
 

■健診日程：4 月 5 日（月） 

 

午後 受付時間 対象専攻・分野・学年 

男性 

13:00～13:20  M 先端情報（知能情報） 

博士前期 1 年 

13:30～13:50  M 先端情報（電子情報） 

14:00～14:20  M 学際情報（システム創成） 

14:30～14:50  M 学際情報（機械情報） 

15:00～15:20  M 学際情報（生命情報） 

15:30～15:50  M 情報創成 

16:00～16:20 博士後期 1 年 

女性 16:30～16:50  博士前期 1 年、博士後期 1 年 

 

＜注意事項＞ 

●同封している採尿器（ピーポール）に健診当日、朝起きて 1 回目の尿をとり、健康診断会場に 

持参してください。 

●胸部 X 線撮影：脱ぎ着がしやすい洋服で来てください。女性はＴシャツ（無地）を着用することを 

お勧めします。 

●健康診断は、指定された日時に受診してください。受診できない場合は保健センターに連絡して 

ください。  

●健診結果は、健康診断証明書の発行をもって結果通知とします。健診結果は各自確認してください。 

健康診断証明書は、学生証により教務係設置の証明書自動発行機で発行できます。 

（健診実施後、証明書発行可能になりましたらお知らせします。） 

●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、今回の健康診断を受ける必要はあり 

ません。  

ヒラノ 

※ご不明な点は、九州工業大学 飯塚地区保健センター（担当；平埜）までお問い合わせください。 
 

TEL：０９４８-２９-７５１３ 

Email：hok-jhohoken@jimu.kyutech.ac.jp 

情報工学部・情報工学府（飯塚） 

https://www.kyutech.ac.jp/media/001/202012/11_cov1201_chart(1).pdf
mailto:hok-jhohoken@jimu.kyutech.ac.jp


 

202１ Medical Checkup for New Students 

Medical checkup will be held for all new students by Center for Student Health. All new 

students have to participate in it according to the School Health and Safety law. 

 

＜Preventive measures for new coronavirus infection> 

● Measure body temperature on the morning of the medical examination, and if you have a fever of  

37.5 ℃ or higher, cough, general fatigue, sore throat, etc. If you have a cold, please refrain from going  

to a medical examination.  

● 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.  

 

■Place：Gymnasium 

■Health checkup items：Chest X-ray examination，Urinalysis，Height，Weight，Blood pressure 

 

Schedule  

Date Time Programs(Gender) 

Monday 

5th April 

13:00-13:50 

1st year 

Master student 

Advanced Informatics 

Male 
14:00-15:20 

Interdisciplinary 

Informatics 

15:30-15:50 Creative Informatics 

16:00-16:20 1st year Doctor student 

16:30-16:50 
1st year Master student 

1st year Doctor student 
Female 

 

★Notes 

●For urinalysis：Please collect your first time urine of the day with the container and bring it 

to the health checkup desk. 

●Please come with any clothes that can be taken off and put on easily.  

Female students：We recommend to come by using plain T-shirt. 

●Please come to the place of medical checkup on scheduled time. 

●Health checkup certificates cannot be issued for those who had not taken the checkup. 

●You will receive an explanation and a medical checkup certificates as the result. Please 

make sure to check the results on your own.  Medical checkup certificates will be issued on 

your own by automatic issuing machine. 

● Students who belong to a company are obliged to undergo a medical examination at the 

company, so they do not need to undergo this medical examination. 

※ If you have any questions, please inquire with Center for Student Health , Iizuka  

Email：hok-jhohoken@jimu.kyutech.ac.jp 

 

Iizuka Campus 


