
2020九州大学学生健康診断　問診票〔B〕

以下の設問にお答えください。
Ⅰ.病気や心身の状態について、それぞれ該当する回答に〇をつけてください。
　Q1. これまでに、下記の病気と診断されたことがありますか。はいと答えた方は、発病年齢、治療状況を右欄にご記入ください

0 1 発病年齢（歳）　　治療状況（治療中・服薬の有無、経過、手術歴等）

1 いいえ はい 1. 気胸 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2 いいえ はい 2. 肺結核 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
3 いいえ はい 3. 心疾患 （病名：　　    　　　　　　　　　　　） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4 いいえ はい 4. 腎疾患 （病名：　　　　　　  　  　　　　　　） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5 いいえ はい 5. 糖尿病 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6 いいえ はい 6. 炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病等） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7 いいえ はい 7. 膠原病・自己免疫疾患（病名：　　　   　　　　　　　） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
8 いいえ はい 8. 気管支喘息 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
9 いいえ はい 9. 貧血 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10 いいえ はい 10. アナフィラキシー [アレルギーによる呼吸困難または意識障害] （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11 いいえ はい 11. がん（白血病・リンパ腫を含む） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
12 いいえ はい 12. てんかん （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
13 いいえ はい 13. うつ病・統合失調症 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
14 いいえ はい 14. 摂食障害 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
15 いいえ はい 15. パニック障害・過換気発作 （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
16 いいえ はい 16. その他（病名：　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　Q2. 現在の状況について

17 いいえ はい 1. 現在、医療機関に通院（または入院）している
　はいと答えた方は、病名、通院頻度などをご記入ください。 (       　　　　       　　　 　　     　　　　　　　　　               )

※ 18 いいえ はい 2. 現在、心身の不調や慢性の病気などで修学や日常生活への支障がある

　はいと答えた方は、支障内容を簡単にご記入ください。 (          　　  　  　　　　 　　　　　　　　　　                           )

※ 19 いいえ はい 3. 現在、心身の不調や修学上の問題について相談を希望している

　はいと答えた方は、相談内容を簡単にご記入ください。 (          　 　  　  　　　　　　　　　　　　　　                           )

　Q3. その他

※ 20 いいえ はい 1. 障害者手帳を持っている

　はいと答えた方は、種類に〇をつけ、等級をご記入ください。 ( 身体 ・ 精神 ・ 療育                    　　 級  )

※ 21 いいえ はい 2. アドレナリン自己注射薬（エピペンRなど）を持っている
22 いいえ はい 3. （女性の方のみ）現在妊娠している 　（出産予定日：　　　　　月　　　　日頃　）

Ⅱ.生活習慣などについて、それぞれ該当する番号を□に記入してください。

1. 睡眠時間は、平日の場合、平均何時間くらいですか．　　
　①4時間未満　　②4～5時間未満　　③5～6時間未満　　④6～7時間未満　　⑤7～８時間未満　　⑥8時間以上

2. お酒類を飲みますか．
　①まったく飲まない　　②週1回未満　　③週1～2回程度　　④週3～4回程度　　⑤ほぼ毎日飲む

3. たばこを吸いますか．
　①吸ったことがない　　②習慣的に吸っていたがやめた　　③ときどき吸う　　④ほとんど毎日吸う

③、④と答えた方は、3-a、3-bにもお答えください。

26 本 　　　3-a　1日に何本吸いますか？

27 　　  3-b　禁煙したいと考えていますか　　　①イイエ　　②ハイ

4. 運動について
　①毎日運動する　　②時々運動する　　③ほとんど運動しない

5. 朝食について
　①毎日食べる　　②時々食べる　　③食べない
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16 いいえ はい 16. その他（病名：　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　Q2. 現在の状況について

17 いいえ はい 1. 現在、医療機関に通院（または入院）している
　はいと答えた方は、病名、通院頻度などをご記入ください。 (       　　　　       　　　 　　     　　　　　　　　　               )

※ 18 いいえ はい 2. 現在、心身の不調や慢性の病気などで修学や日常生活への支障がある

　はいと答えた方は、支障内容を簡単にご記入ください。 (          　　  　  　　　　 　　　　　　　　　　                           )

※ 19 いいえ はい 3. 現在、心身の不調や修学上の問題について相談を希望している

　はいと答えた方は、相談内容を簡単にご記入ください。 (          　 　  　  　　　　　　　　　　　　　　                           )

　Q3. その他

※ 20 いいえ はい 1. 障害者手帳を持っている

　はいと答えた方は、種類に〇をつけ、等級をご記入ください。 ( 身体 ・ 精神 ・ 療育                    　　 級  )

※ 21 いいえ はい 2. アドレナリン自己注射薬（エピペンRなど）を持っている
22 いいえ はい 3. （女性の方のみ）現在妊娠している 　（出産予定日：　　　　　月　　　　日頃　）

Ⅱ.生活習慣などについて、それぞれ該当する番号を□に記入してください。

1. 睡眠時間は、平日の場合、平均何時間くらいですか．　　
　①4時間未満　　②4～5時間未満　　③5～6時間未満　　④6～7時間未満　　⑤7～８時間未満　　⑥8時間以上

2. お酒類を飲みますか．
　①まったく飲まない　　②週1回未満　　③週1～2回程度　　④週3～4回程度　　⑤ほぼ毎日飲む

3. たばこを吸いますか．
　①吸ったことがない　　②習慣的に吸っていたがやめた　　③ときどき吸う　　④ほとんど毎日吸う

③、④と答えた方は、3-a、3-bにもお答えください。

26 本 　　　3-a　1日に何本吸いますか？

27 　　  3-b　禁煙したいと考えていますか　　　①イイエ　　②ハイ

4. 運動について
　①毎日運動する　　②時々運動する　　③ほとんど運動しない

5. 朝食について
　①毎日食べる　　②時々食べる　　③食べない

フリガナ
学生番号

ID氏名
Name

現住所
Adress

〒　　　　　-
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾝｼｮﾝ名

携帯電話
Cell Phone

-                    - E-mail

研究室名
Name of lab.

内線
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帰省先
Country

電話
Phone

-                  -

回答欄
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保護者名
Name of parent


