
 

2019 年度 新入生の皆様へ                         

学生定期健康診断のお知らせ（新入生） 
 

本学保健センターでは、毎年、学生定期健康診断を実施しています。毎年、忘れずに受診し

ましょう。特に、新入生（大学院生含む）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。 

■健康診断場所：百周年中村記念館 

■健康診断項目：胸部 X 線撮影、尿検査、身体計測、血圧、診察 

健診日 受付時間 対象学科・学年 

4 月 20 日

(土) 

 9:00～10:00 

大学院生Ｍ1・Ｄ1 年生 
機械・物質 

男性 
10:00～10:50 建社・電気・先端 

11:00～11:50 学部１年生・編入３年生 
工学 3 類   

（電気電子・宇宙系） 
男性 

13:00～13:50 

学部１年生・編入３年生 

工学２類   
（機械知能・宇宙系） 

男性 

14:10～14:50 
工学１類    

（建設社会系） 
男性 

15:00～15:25 
工学４類 

（応用化学系） 
男性 

15:30～15:50 
  工学 5 類    
（マテリアル系） 

16:00～16:40 
学部 1 年生・編入 3 年生（全学科） 

大学院生 M1・D１年生 
女性 

 

★健診項目に関する注意事項  

●胸部 X 線：できるだけ脱ぎ着がしやすい洋服で来てください。 

女性はＴシャツ（白色無地）を着用して来てください。 

●尿検査  ：4 月に行われるオリエンテーションの資料に尿検査容器を同封しています。 

健康診断当日の朝起きて 1 回目の尿を容器にとり健康診断会場へ持ってきてください。 

 

★その他の注意事項  

●健康診断証明書は、未受診者には発行できません。 

●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。 

●健診結果は、診察時の説明と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、学生証により工学部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掲示にてお知らせいたします） 
 

＜問合せ先＞九州工業大学 保健センター 
TEL 093-884-3065    Email：hok-hoken@jimu.kyutech.ac.jp 
 

 

工学部（戸畑） 

 

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


 

Student Health Checkup Information  

(for new students) 

Health and Counseling Center performs Student Health Checkup.   

In particular, all new students are obligated to have medical checkup according to the 

School Health and Safety Act.  Please be sure to go to the medical checkup organization. 

■Place：Nakamura Centenary Memorial Hall 

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

pressure、physical examination 

Date Time Year・Department 

 

20 
th  

April  

(Sat) 

9:00～10:00 

Graduate School Ｍ1・Ｄ1 

Mechanical/Applied Chemistry/ 

Materials Science 

Male 10:00～10:50 
Electrical Engineering / Electrical 

Engineering/Integrated System 

11:00～11:50 Undergraduate 1st Engineering Group 3 

13:00～13:50 

Undergraduate 1st  

Engineering Group 2 

Male 

14:10～14:50 Engineering Group 1 

15:00～15:25 Engineering Group 4 

15:30～15:50 Engineering Group 5 

16:00～16:40 
Undergraduate 1st 

Graduate School M1・D１ 
All Dept. Female 

★Things to note regarding health checkup items: 

●For chest X-ray examination： Please come with clothes that can be taken off and put on easily.  
Female students please come with white t-shirts. 

●For urinalysis：The container is enclosed． Please collect your first time urine of the day with the 
container and bring it to the health checkup.   

★ Please also note :  

●Please come to the health checkup at the assigned time. 

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

●Health checkup results will be explained to you after the checkup when necessary.  You may also 

receive health checkup certificates as the results.  Please make sure to check the results on your 

own.  Health checkup certificates can be issued by automatic issuing machine with your student ID. 

(The time when the certificated can be issued will be announced through campus bulletin after the 

health checkup). 

 
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） 


