
対　　象・・・ 1. 学部2年・3年生（医学部除く） 2nd and 3rd year undergraduate students (except Faculty of Medicine)
  Subject

3. 非正規生  Non regular students

日　　程・・・
Schedule

月 日
Date

性別
Sex

受 付 時 間
Reception Hours

学  年
Grades

　9：00～11：30 　人文学部　 Hum.  生物資源学部　 Bio.
13：00～16：30 　教育学部  Edu. 　工学部 　Eng. 
　9：00～11：30  工学部 　Eng.  　生物資源学部　 Bio.  3年
13：00～16：30   教育学部   Edu.   2年　・　3年
　9：00～11：30  人文学部　 Hum.    生物資源学部　 Bio.
13：00～16：30   教育学部   Edu. 　　工学部 　Eng.    
　9：00～11：30  工学部 　Eng.  　生物資源学部　 Bio.  2年
13：00～16：30  人文学部　 Hum.  2年　・　3年

　大学院人文社会科学研究科　 Hum. 　M1
　大学院教育学研究科   Edu. 　P1
　大学院医学系研究科　Med.
　大学院工学研究科　Eng.
　大学院生物資源学研究科　 Bio. 
　大学院地域イノベーション学研究科 　Innov.

男 M 10：45～11：30 　大学院生物資源学研究科　 Bio. 　M1　・　 D1
13：00～13：40 　機械工学専攻  M.E.
13：40～14：20 　電気電子工学専攻  E＆E.E.
14：20～15：00 　分子素材工学専攻  C.E.
15：00～15：30 　建築学専攻 A ,  情報工学専攻 I.E. ,  物理工学専攻 P.E.

　大学院人文社会科学研究科　 Hum. 　M1
　大学院教育学研究科   Edu. 　P1
　大学院医学系研究科　 Med.
　大学院地域イノベーション学研究科 　Innov.
　大学院工学研究科　 Eng.   D1

会　　場・・・ 保健管理センター （総合研究棟Ⅱ 1F）       Center for Physical & Mental Health (Integrated Research Building Ⅱ 1F ) 

  Place

健診項目・・・ 1. 身長体重 Height and weight 　 2. 血圧  Blood Pressure 　 3. 内科診察 Physical examination 　 4. 胸部Ｘ線 Chest X-ray
 Contents 

持 ち 物 ・・・ 1. 内科診察問診票（各自でダウンロードし、記入済みのものを持参  A4） 　Please bring a Health questionnaire after fill out.

 Belongings 2. マスク着用  wear a mask
3. 飾りのないＴシャツ着用　wear a simple T-shirt.

☛ 毎日、体温･その他の症状の有無について健康観察してください。
Please monitor your body temperature and other symptoms every day.

☛ 発熱や咳など、風邪症状がある学生は､受診できません。
Students who have cold symptoms Like Fever or Cough can not take this health checkup on the day.

☛ 職場・医療機関・人間ドックの健診結果の写しを提出することで、今回の健康診断受診に代えることができます。（令和5年1～12月の受診結果が有効）
In case you cannot take this health checkup, it is OK to submit the copy of the result from other medical clinic.

☛ 今回の健康診断を受診された方は、6月1日から健康診断証明書の交付が受けられます。
The students who took this health checkup can get the  health certificate  from June 1st.

令和5年 4月14日～20日 学生健康診断
Health Checkup for students, Apr.2023

2. 大学院1年生（令和4年秋入学の1年生含む。　ただし1月に学内健診を受診した者は対象外。）
      1st year graduate students

 （The students who enrolled last fall, but who received a health check in January are not eligible this time.)

対象学生
Subject

4/14
（金 Fri） 男 M  3年

　M1　・　D1

男・女
M・F

4/17
（月 Mon） 女 F

4/18
（火 Tue） 男 M  2年

4/19
(水 Wed ) 女 F

・・・・・　注意事項　　Important notes 　・・・・・

お問い合わせは、保健管理センターへ　（℡ 059-231-9068）
If you have any question, please come to Center for Physical &　Mental Health.

16:00～16：30

　全学部・研究科の留年生のうち最終学年の学生
A repeater of final year

　非正規生
Non regular students

 科目履修生・聴講生・研究生等
　（Course registration / Auditing / Research）students, Others

　国際交流センター学生
 Center for International Education and Research students

5. 尿検査 （受診時に採尿容器を受け取り、4月21日(金)～27日(木)　に提出していただきます。　）
Urine analysis（Please receive a urine sampling container on the day and submit it between April 21th and 27th.）

4/20
(木 Thu.)

女 F 9：00～10：40
　M1　・　D1

男 M

 大学院工学研究科  Eng. 　M1

15：30～16：00

https://www.mie-u.ac.jp/health/files/51cf8e5b4ed2fd3445b633ca780bded1.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/health/files/ed213416a7eed7765af5609fcd678613.pdf

	4月14-20日受診案内



