
 

令和 3 年（2021）学生定期健康診断のお知らせ 
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。 

■健康診断場所：生命体工学研究科 1 階ホール、玄関前ピロティ  

■健康診断項目：胸部 X 線撮影、身体計測、血圧、新入生のみ尿検査 

 ※新型コロナウイルス感染予防の観点から、今回は医師による診察を省略します。 

診察希望者や問診結果より必要と判断された場合は、後日、保健センターにて学校医が診察を行います。 

 ※事前に WEB 問診を実施します。WEB 問診の詳細は対象者へメールにてお知らせします。 

令和 3 年度 学生定期健康診断日程＜生命体工学研究科＞ 

健診日   受付時間 対象学年 学生番号 

4 月 7 日（水） 

午前：在学生 

午後：新入生 

9:00～9:20 生体機能応用工学専攻 

Master 在学生男性 

20965001～20965025 

9:20～9:40 20965026～20965055 

9:40～10:00 20965056～20965069 

19965051～19965057 

10:00～10:20 人間知能システム工学専攻

Master 在学生男性 

20966001～20966025 

10:20～10:40 20966026～20966055 

10:40～11:00 20966055～20966065 

19966059～19966062 

11:00～11:15 Doctor 在学生男性 

 

過年度生（Master も含む） 

20899001～20899028 

11:15～11:30 19899001～19899035 

11:30～11:45 18899029～18899043・他 

11:50～12:00 在学生女性  

休憩 

13:30～16:00 新入生男性 ※対象者へ受付時間等の詳細 

については、4 月以降に 

別途通知します。 
16:00～16:20 新入生女性 

 感染症対策のため、混雑を避けるために受付時間を細かく指定しています。同じ性別の枠であれば、受付時間

の変更は連絡不要ですが、会場が混みあわないよう、ご協力をよろしくお願いします。 

 ★健診項目に関する注意事項 

 ●ワンピース、タートルネック、過剰なアクセサリー等は着用しないでください。 

●胸部 X 線撮影：脱ぎ着がしやすい洋服、女性はＴシャツ（白色無地）を着用して来てください。 

●企業所属の社会人学生は、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。 

●健康診断を受けるにあたり、心理的・身体的に配慮が必要な方は、事前にお申し出ください。 

 ●新型コロナウイルス感染症予防対策として、会場内でのマスク着用をお願いします。 

  健診日の 2 週間を遡って、発熱・風邪症状等の明らかな体調不良があった方、感染者との接触があった方

については、健康診断の受診を控えてください。別会場での健診をご案内しますので、保健センターへご

連絡ください。 

 ●3 か月以内に医療機関等で健康診断を受診した学生は、保健センターへご連絡ください。 

（問い合わせ先）九州工業大学若松地区保健センター 

TEL：093-695-6017 

Email：hok-sehoken@jimu.kyutech.ac.jp 

生命体工学研究科（若松）

 

mailto:hok-sehoken@jimu.kyutech.ac.jp


 

2021 Student Health Checkup Information  

Health and Counseling Center performs Student Health Checkup for all students every year.  

■Place：Entrance hall (1F)、Rotary 

■Health checkup items：Chest X-ray examination、height、weight, blood pressure、 

（only new students：urinalysis） 

2021 Student Health Checkup Schedule   

Date   Time Year Student ID number 

７ｔｈ April 

（Wed） 

 

9:00～9:20 Master2  

Male 

20965001～20965025 

9:20～9:40 20965026～20965055 

9:40～10:00 20965056～20965069 

19965051～19965057 

10:00～10:20 20966001～20966025 

10:20～10:40 20966026～20966055 

10:40～11:00 20966055～20966065 

19966059～19966062 

11:00～11:15 Doctorh2・3 

Male  

 Over-aged student 

20899001～20899028 

11:15～11:30 19899001～19899035 

11:30～11:45 18899029～18899043 others 

11:50～12:00 Female（M2/D2・3）  

休憩 

13:30～16:00 New student  Male 219650・・   219660・・ 

218990・・ 16:00～16:20 New student Female 

★Things to note regarding health checkup items: 

●For chest X-ray examination： Please put on the clothe which is easy to take off. Female 

students are advised to wear white t-shirts. 

         Please remove accessories and ensure that hair is clear of the shoulders. 

★ Please also note :  

●Health checkup certificates required for job hunting, scholarship and etc, cannot be issued 

unless you have the checkup. 

●If you need any additional checkup,  please contact Health Center .  

●If you have a fever or cold(on the morning of the medical examination or going back to the past 

two weeks ), please contact the Health center by email. 

●Please wear masks,line up at intervals. 

●If you have had a Health Checkup in three months(at a medical institute), please contact 

Health Center . 

 

 

Graduate School of Life Science and Systems Engineering (Wakamatsu) 
  

If any inquiry, please contact Health Center (Wakamatsu campus).  
TEL：093-695-6017   Email：hok-sehoken@jimu.kyutech.ac.jp 


