
令和3年度学生定期健康診断の案内

学生定期健康診断を下記のとおり実施しますので、所属毎に指定す
る日に受診してください。なお、やむを得ない事情により指定する日
に受診できない場合は、期間中の他の日に受診してください。

注）発熱、咳、喉の痛み、喉のかれ、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、頭痛、腹痛、倦怠感など、体調に違
和感がある場合は、受診しないでください。また、体調に違和感があるため受診しなかったことを下記
担当係まで連絡してください。

2021年3月25日

対象：令和3年4月の新入生

対象：令和3年4月新入生以外の在学生

４月１２日（月） 機械工学系 配属学生
１３日（火） 電気・電子情報工学系配属学生
１４日（水） 情報・知能工学系配属学生
１５日（木） 応用化学・生命工学系配属学生

及び配属先の決まっていない学部1年生
１６日（金） 建築・都市システム学系配属学生

【実施受付時間】各日9:00～11:30、13:00～15:30
【実施場所】本学体育館
【健診当日の持ち物】マスク、筆記用具(鉛筆）、
学生証（入手者のみ）、検尿済容器、問診票、
健康調査票(未提出者のみ）、無地の肌着着用

４月１７日（土） 機械工学系 配属学生
１９日（月） 電気・電子情報工学系 配属学生
２０日（火） 情報・知能工学系 配属学生
２１日（水） 応用化学・生命工学系 配属学生
２２日（木） 建築・都市システム系 配属学生

【実施受付時間】各日9:00～11:30、13:00～15:30
【実施場所】本学体育館
【健診当日の持ち物】マスク、筆記用具（鉛筆）、

学生証、無地の肌着着用

〔担当係〕学生課 就職・学生相談係
TEL：0532-44-6555（内線 6555）
Email：sodan@office.tut.ac.jp

①

②



Medical Checkup 2021 Information
All students are required to take a medical checkup for their health. Please 

check the details below. If you are unable to come on the designated date, 

please take it within the 5 days listed below.

25th, April 2021

【Target group】Newly Enrolled Students

MON, 12th Mechanical Engineering

TUE, 13th Electrical and Electronic Information Engineering

WED, 14th Computer Science and Engineering

THU, 15th
Applied Chemistry and Life Science

Bachelor 1as non-Department

Fri, 16th Architecture and Civil Engineering

【Time 】 All days : 9:00～11:30, 13:00～15:30

【 Venue 】 TUT Gymnasium

【 What to bring 】
・ writing tool（pencil)、WEAR A MASK,

・Student ID card

・Urine collection container ( Urine collection must be done on the day of checkup.)

・Questionnaire survey (Fill out the Health Questionnaire .)

・Health Questionnaire (Only for unsubmitted students) 

・Please wear a plain-colored T-shirt without any pattern, printings, beadwork, metal,

lame, or buttons.

【Target group 】Current Students

SAT, 17th Mechanical Engineering

MON, 19th Electrical and Electronic Information Engineering

TUE, 20th Computer Science and Engineering

WED, 21th Applied Chemistry and Life Science

THU, 22th Architecture and Civil Engineering

【Time】 All days: 9:00～11:30, 13:00～15:30

【 Venue 】 TUT Gymnasium

【 What to bring 】writing tool ( Pencil)、WEAR A MASK, Student ID card, Please wear  a 

plain-colored T-shirt without any pattern, printing, beadwork, metal, lame, or buttons.

NOTE:
・If you have a cough, sore throat, are sneezing, have a stuffy nose, headache, fever, abdominal pain, diarrhea, muscular pain,
or if your physical condition does not allow you to stand or hold yourself up, you cannot take the medical checkup. 
・Please contact the student consultation section if you could not take this medical checkup  because of your discomfort.

〔contact〕Student consultation section, student affairs division(counter B⑦）
TEL：0532-44-6555 (ex. 6555) E-mail：syusyoku@office.tut.ac.jp


