戸畑キャンパス

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。
☆新入生は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。
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 「健康調査票」→「エントリーを追加する」→回答を入力→予約画面で都合のよい時間を予約する

〈新型コロナウイルス感染症予防対策〉

WEB

●以下の方は、健康診断の受診を控えてください。

予約！

・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
・現在は体調不良はなくとも、過去２週間に遡って発熱・風邪症状等の明らかな体調不良があった方
・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、過去２週間以内に保健所により濃厚接触者・健康観察者と特定されていた方

●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。
※発熱、風邪症状のある方は、保健センターへメールでご連絡ください。別途ご案内します。
※マスクのない方は事前に保健センターへ取りに来てください。

■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（新入生のみ）
※胸部 X 線は、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

新入生は、検尿容器（朝一番の尿を採取する）

※オリエンテーションの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。

健診日

対

受付時間
9:00～9:20

５月２７日（木）

11:00～11:20
11:30～11:40

６月１９日（土）

【女性】

【新入生】
・学部 1 年生、編入 3 年生
・修士 1 年生、博士 1 年生

【在学生】

13:30～13:50
14:30～14:50

６月２６日（土）

【男性】

13:00～13:20
14:00～14:20

者

【女性】

9:30 ～9:50
10:00 ～10:20
10:30～10:50

象

【男性】

15:00～15:20

・学部２・3・４年生
・修士 2 年生
・博士 2・３年生

15:30～15:50
16:00～16:20
16:30～16:40

【女性】

※新入生は必ず受診してください。
令和 3 年 2～3 月に受診された方は、対象外です

★その他の注意事項
●就職活動をする方は、健康診断を受診されてください。
●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。
●受診に当たり配慮を希望する学生は 健康診断期間前に相談してください。
●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。学生証で工学部事務室の自動発行機より発行できます。
●在学生で、健康診断を受診したい方は、保健センターへメールにてご連絡ください。
●その他、不明な点、気になる点がございましたら、ご連絡ください。

＜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

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

Student 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.
https://reserve-mediex.el.kyutech.ac.jp/moodle/course/view.php?id=6
① Connect 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

<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：Chest X-ray examination、Height, weight measurement, blood pressure measurement
※Please come with clothes that can be taken off and put on easily.
◆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
9:00～9:20

th

27
May
(Thu)
th

19 ・26
June
(Sat)

th

9:30～9:50
10:00～10:20
10:30～10:50
11:00～11:20
11:30～11:40
13:00～13:20
13:30～13:50
14:00～14:20
14:30～14:50
15:00～15:20
15:30～15:50
16:00～16:20
16:30～16:40

Target audience
【Female】

【 New students 】
【Male】

・undergraduate 1nd
・Graduate School M１・D１

【Female】

【for enrolled students】
【Male】

【Female】

・Undergraduate 2nd , 3nd , 4nd
・Graduate School M2・D2・D3
※Be sure to have a medical examination for new students
Students who underwent a medical examination in February and March
2021 are not required.

★ Please also note :
●If you are looking for a job, please have a medical examination.
● Those who have not undergone a medical examination cannot issue a health examination certificate.
●Students who wish to be considerate when undergoing a medical examination should consult before the medical examination
period.
● 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.
● 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.
● If you are a current student and would like to have a health checkup for job hunting, please contact the Health and Counseling
Center by email.
● 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

