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◆【全】 愛媛県新型コロナウイルス感染症無料 PCR 検査場の開設について 
                                令和４年 5月 25日 
 
学生・教職員 各位 

 
                            愛媛大学長 
                             仁科 弘重 
 

愛媛県新型コロナウイルス感染症無料 PCR検査場（愛媛大学会場）の開設について 
 
 愛媛県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中、日常生活や経済
社会活動における感染リスクを引き下げるために、基礎疾患・副反応の懸念などの健康上の
理由等により、新型コロナのワクチン接種を受けられない方や、感染拡大傾向時に感染不安
を感じる無症状の方に対して、県の認定を受けた事業者が、無料検査を実施しています。 
このたび、無料検査場の愛媛大学内の開設について、実施事業者である愛媛県総合保健協

会から依頼があり、下記のとおり協力することとしましたのでお知らせします。 
 
                    記 
 
検査対象者：感染リスクが高い環境にある等のため感染に不安を感じる無症状の本学学生・

教職員及び県民 
      ※発熱、咳、のどの痛み等の症状がなく、保健所や大学等から濃厚接触者の指

定を受けていない無症状の方に限られます。 
設置期間：令和４年 5 月３０日（月）～6 月３０日（木） 毎週月曜日～木曜日 
      １０時～１２時５０分 ※要予約 
設置場所：城北キャンパス E.U. Regional Commons（イー･ユー･リージョナルコモンズ）

南側外（テント設置） 
      会場図  
予約について：事前に電話予約が必要です。希望日の前日までに（土日祝日除く）9 時～16

時に予約をしてください。 
【予約専用ダイヤル】 

080-7727-7894、080-8096-2949、080-8479-9347 
 
詳細については、愛媛大学総合健康センターのホームページをご確認ください。 

愛媛県新型コロナウイルス感染症無料 PCR検査場の開設について（愛媛大学総合健康セン
ターホームページ） 

https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/file/a1e746f42f410511859f829c64998f35d14b3714.pdf
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page223.html
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page223.html


◆Opening of the Ehime Prefecture’s Free PCR Testing Center for COVID-19 in Ehime 
University 
 
To: Students, faculty and staff 
From: Nishina Hiroshige, President, Ehime University 
Re: Opening of the Ehime Prefecture’s Free PCR Testing Center for COVID-19 in Ehime 
University (May 25, 2022) 
 
 In order to reduce the risk of COVID-19 infection in daily, economic and social activities, 
Ehime Prefecture has offered free PCR testing to those who cannot be vaccinated for health 
reasons, and to those without symptoms and concerned about infection. 

We have decided to cooperate in the opening of a free PCR testing site at Ehime University. 
 
 Persons to be tested: Students, faculty and staff of Ehime University, and residents of 

Ehime Prefecture who are without any symptoms and concerned about infection due to 
being in an environment with a high risk of infection, etc. 

 *For only those who do not have symptoms such as fever, cough, sore throat, etc., and who 
have not been designated as persons in close contact by the public health center or the 
university. 

 
 Period: Monday through Thursday, 10:00 - 12:50  

From May 30 (Mon.) to June 30(Thu.), 2022 
       *Advance reservation required 

 Location: Tent set up on the south side of the E.U. Regional Commons building on the 
Johoku Campus  Map of the venue 

 A reservation must be made by phone in advance. Please make a reservation between 
9:00 a.m. and 4:00 p.m. by the day before the desired date (excluding Saturdays, Sundays, 
and holidays). 
Phone Number for reservation: 080-7727-7894, 080-8096-2949, 080-8479-9347 

 For more information, please check the website of Ehime University’s Health Services 
Center. 
Opening of the free PCR testing center for COVID-19 in Ehime University (Website of 
Health Services Center) 

https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/file/a1e746f42f410511859f829c64998f35d14b3714.pdf
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page223.html
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page223.html

