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出席停止期間　(大学または医療機関が記載すること）　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　～　　　　年　　　月　　　日

保健センター　受付印 下記の医療機関欄は、体調不良で医療機関受診した場合に、医療機関名を記載してもらってください。

医療機関名

医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　記載日　　　　　　　年　　　　月　　　　日
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体　調　観　察　表　

○ 体調不良は症状出現時より、帰国者は帰国時より、必ず体温測定・記録し、症状がある項目の欄に✔をつけてください。

連絡先電話番号

学籍番号

氏      名
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