
〔２０２２年４月４日～５月１２日〕　　　伊都地区センターゾーン健康相談室（ビッグさんど２階）
〔２０２２年４月７日～４月１３日〕　　　病院地区健康相談室（病院地区・医系管理棟１階）
〔２０２２年４月１９日～４月２０日〕　　大橋地区健康相談室（大橋地区・デザインコモン２階）
〔２０２２年４月２６日～４月２７日午前〕　　筑紫地区健康相談室（筑紫地区・先導物質化学研究所１階）

3．受付時間 午前　①9:00　②9:30　③10:00　④10:30　⑤11:00　⑥11:30　⑦12:00　⑧12:30
午後　⑨14:00　⑩14:30　⑪15:00　⑫15:30　⑬16:00
　※所要時間の目安は、30分程度です。

①Web問診　②身体計測　③血圧検査　④胸部Ｘ線検査　

5．予約方法
Web問診の回答・予約をしていない場合は受診できません。

　　※3月29日（火）午前9:00から回答・予約できます。
　　※新入生は、学生証を受領後に、回答・予約してください。
　　※修士・博士課程への学内進学者は、新学生番号で回答・予約してください。
　　※授業等の空き時間に受診してください。希望する日時（予約枠）が満員となる可能性があるため、
　　　早めに予約してください。

6．持参するもの

・Tシャツ（白または黒の無地のもの）
・参加証（予約申込みフォーム「マイページ」に表示された画面、または、印刷したものを提示してください。）

①
②

③
④

⑤ 訪問研究員、特別研究員等は対象となっておりません。
⑥

⑦

・学生支援課学生支援係　０９２－８０２－５９６１　　E-mail： gazgakusei@jimu.kyushu-u.ac.jp
・キャンパスライフ・健康支援センター 　（伊都ｾﾝﾀｰ）０９２－８０２－５８８１　　（伊都ｳｴｽﾄ）０９２－８０２－３２９７

　（病院地区）０９２－６４２－６８８９　　（大橋地区）０９２－５５３－４５８１　　
　（筑紫地区）０９２－５８３－８４３１

令和4年度 九州大学学生定期健康診断のお知らせ

4．健診項目

胸部X線検査では、白または黒の無地のTシャツを着用（持参）してください。

Tシャツを着用（持参）していない場合、無着衣での撮影になります。

2．期間・会場

　学生定期健康診断は、在学中における健康管理の基本となるもので、学校保健安全法の規程に基づき実施するものです。結核や慢性疾患
などの早期発見のためにも、全員（研究生等を含む）漏れなく受診してください。
　受診にあたっては、以下の注意事項等を確認し、Web問診に回答したうえで、事前予約してから受診してください。（完全予約制。予約
していない場合は受診できません。）
　なお、感染対策には十分配慮し実施しますが、各自においても感染予防に注意するようご協力をよろしくお願いします。

・学生証

1．対  象  者 学生全員（研究生等を含む。）

7．注意事項
Web問診に回答したうえで，事前予約してください。

　※いずれも土日祝日を除く。

　＜Web問診＞https://www.chc.kyushu-u.ac.jp/~webpage/student/index.html

　＜キャンパスライフ・健康支援センターHP＞
　　https://www.chc.kyushu-u.ac.jp/~webpage/index.html

下着（ブラジャー、キャミソールなど）は取り外していただきます。

Web問診に回答したうえで、予約申込みフォームから予約してください。

身体障害、精神障害、内部障害、発達障害、性別違和、宗教上の理由などで配慮を希望される場合は、事前に学生支援係宛メールで
ご連絡ください。

学生定期健康診断を受けた方には、健康診断証明書の発行が可能です。健康診断証明書が必要となる例としては、臨床実習・教育実
習、就職活動等が挙げられます。

　　　　※①～④について、協力が得られない場合は、受診をお断りする場合があります。

8．問い合わせ先

健診前に検温してきてください。（37.5度以上の方は、受診出来ません。）
マスクを着用してきてください。（できるだけ不織布マスクを着用のこと）



1．Eligible Students

2．Schedule ・ Venue

3．Hours <AM>　①9:00　②9:30　③10:00　④10:30　⑤11:00　⑥11:30　⑦12:00　⑧12:30
<PM>　⑨２:00　⑩２:30　⑪３:00　⑫ ３:３０   ⑬４:00

①Web-Based Screening　②Physical Measurement　③Blood Pressure　④Chest X-ray　

5．Reservation Method
Please complete answer the web-based screening and make a reservation in advance.

※You can answer and make a reservation from 9:00 AM March 29th(Tue) .
※If you are a freshman receive your student ID after,Please answer and make a reservation.
※Who go on to the Master's course or Doctoral course, Please answer and make a reservation with your new student number.

6．Things to Bring

・A plain black or white T-shirt (optional)
・Attendance Card (either by presenting a screen-shot or a print-out of the booking page)

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

（Ito Campus Center Zone）092-802-5881　　（Ito Campus West Zone）092-802-3297
            （Hospital Campus）092-642-6889　　　        （Ohashi Campus）092-553-4581
            （Chikushi Campus）092-583-8431

Visiting Researchers and Research Fellows are not eligible to take this check-up.
You can issue a medical examination certificate for students who have taken regular medical examinations. Examples of the need for a medical examination
certificate include clinical and educational practices, and employment activities.
If you need any special assistance, please contact the Student Support Section by e-mail in advance.(e.g., physical disability, mental disorder, chronic health
condition, development disorder, gender dysphoria and/or religious issues).

　＜Center for Health Sciences and Counseling HP＞
　　https://www.chc.kyushu-u.ac.jp/~webpage/index.html

8．Inquiry
・Support Section, Student Support Division    092-802-5961　　E-mail： gazgakusei@jimu.kyushu-u.ac.jp
・Center for Health Sciences and Counseling

※If you do not cooperate with the above, you may not be able to receive medical examination.

If you do not answer ''Web-Based Screening'' and make a reservation, you will not be able to visit.

4．Test Item

All Students ( Including research students)

＜Web-Based Screening＞https://www.chc.kyushu-u.ac.jp/~webpage/student/index.html

〔From April 4th to May 12th, 2022〕Ito Campus Center Zone Infirmaries (The 2nd floor of the Big Sand (7-ELEVEN))
〔From April 7th to April 13th, 2022〕Hospital Campus Infirmaries (The 1st floor of the Building of Administrative Office)
〔From April 19th to April 20th, 2022〕Ohashi Campus Infirmaries (The 2nd floor of the Design Common)
〔From April 26th to the morning of  April 27th, 2022〕Chikushi Campus Infirmaries
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(The 1st floor of the Institute for Materials Chemistry and Engineering)
   ※All except Saturdays, Sundays and public holidays.

・Student ID

7．Note

Please check your body temperature before medical examination (If the temperature is higher than 37.5 degrees, you are not allowed to take an
examination).

※Please make a reservation in your free time, and book early as your preferred date and time may be full.

2022Medical Check-Up Schedule for Kyushu University Students 

Regular student health examinations are the basis of health management during school and is implemented in accordance with the regulations of the School Health
and Safety Act.
For early detection of tuberculosis and chronic diseases, All Students (including research students) should visit without any leaks.
You should check in the following categories and answer ''Web-Based Screening'' and Please make your reservation through our pre-booking form before making a
visit. （Reservation only. If you do not make a reservation, you will not be able to receive the examination.）
In addition, Although we will take care in the measures against infection, we ask that you cooperate in taking care of the prevention of infection on your own.

Please complete answer the web-based screening and make a reservation in advance.
When you undergo a chest X-ray examination, you have to take off an underwear on the top half of your body (brassiere, camisole, etc). If you want to wear
a T-shirt when having your examination, bring a plain black or white T-shirt with you.
Wear a mask (a nonwoven mask if possible)

　　　　　　※It should take you about 30 minutes.
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