
□ いいえ　　　　□ はい

（自由回答）

現在、気になる自覚症状がありますか。
（２週間以上の咳や微熱、動悸、脈がとぶ、失神、貧血、その他）

教職員健康診断質問票

フリガナ

氏名

教職員番号

所属

性別　男 ・ 女
連　絡　先
(内線または
　　業務用携帯)ID number

Unit

Name

Sex　        Male　   Female Extension or
mobile phone

E-mail

当てはまる回答の□にチェック×を記入するか，記載をしてください。当てはまる回答の□にチェック×を記入するか，記載をしてください。
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Do you have any subjective symptoms you are concerned about now?
(Cough or slight fever lasting for 2 weeks or more, palpitation, irregular heart beat, syncope, anemia, etc.)

No    　　　　　　 　Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No    　　　　　  　Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No    　　　　　  　Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No    　　　　　  　Yes

(Free response)

（自由回答）
(Free response)

（自由回答）
(Free response)

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ 吸っていない　　□ 吸っている
No　　　            　    Yes

（自覚症状のある方）具体的な症状を記載してください。
(Persons with subjective symptoms) Please describe the specific symptoms.

血圧を下げる薬を使用していますか。
Are you taking any hypertensive drug now ?

血糖を下げる薬又はインスリン注射を使用していますか。
Do you use insulin injections or medicine to lower blood glucose levels (hypoglycemic agent) ?

貧血と診断されたり、治療を受けたりしたことがありますか。
Have you ever been diagnosed as having anemia or received treatment for anemia ?

結核と診断されたり、治療を受けたりしたことがありますか。
Have you ever been diagnosed as having tuberculosis or received treatment for tuberculosis ?

その他、現在継続的に治療、経過観察を受けている病気はありますか。
Do you have any other disease for which you are receiving ongoing treatment or follow-up ?

現在、日常生活において医師による生活の制限はありますか。
Are you practicing any restriction(s) during your daily life under your doctor’s advice ?

コレステロールや中性脂肪を下げる薬を使用していますか。
Are you using any drug lowering cholesterol or triglyceride levels ?

脳卒中(脳出血、脳梗塞等)と診断されたり、治療を受けたりしたことがありますか。
Have you ever been diagnosed as having had a stroke (cerebral hemorrhage, cerebral infarction, etc.) 
or received treatment for a stroke ?

虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞等)と診断されたり、治療を受けたりしたことがありますか。
Have you ever been diagnosed with ischemic heart disease (angina pectoris, myocardial infarction, etc.) 
or received treatment for ischemic heart disease ? 

慢性の腎不全と診断されたり、治療(人工透析)を受けたりしたことがありますか。
Have you ever been diagnosed as having chronic renal failure or received treatment for chronic renal
failure (hemodialysis) ?

（はいと回答した方のみ）具体的な病名、治療状況についてお書きください。
(Only for persons who answered yes) Please write the specific name of the disease and about the
status of treatment.

（制限があると回答した方のみ）内容をお書きください。
(Only for persons who answered that they practice restrictions during daily life) Please write the 
details of these restrictions.

現在（この１か月間）、あなたは習慣的にたばこを吸っていますか。
Do you habitually smoke tobacco at present (past one month) ?

20歳の時の体重から10kg以上増加していますか。
Is your current body weight greater by 10 kg or more than your weight at age 20 ?

日常生活において、歩行又は同等の身体運動を1日1時間以上実施していますか。
Do you regularly walk or do similar physical exercise for one hour or more per day ?

ほぼ同じ年齢の同性と比べて歩く速度が速いですか。
Is your speed of walking faster than that of the same-gender and same-age groups ?

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上続けていますか。
Have you been doing continuous exercise, causing mild sweating, on 2 days or more of the week
(for 30 minutes or more per day) for one year or longer ?

□ はい　　　  　□ いいえ
Yes　　          　  No

□ はい　　　  　□ いいえ
Yes　　          　  No

□ はい　　　  　□ いいえ
Yes　　          　  No



整数で
Whole number
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□ 歯や歯ぐき、かみ
合わせなど気になる部
分があり、噛みにくい
ことがある

□ ほとんど噛めない□ 何でも噛んで食べ
ることができる

□ すでに改善に
取り組んでいる
(6か月以上)

□ すでに改善に
取り組んでいる
(6か月以内)

□ 近いうちに
(概ね1か月以内)
改善するつもりで
あり、少しずつ始
めている

□ 改善するつもり
である(概ね6か月
以内)

□ 改善するつもり
はない

Something feels wrong 
with my teeth, gums, or 
bite, and sometimes it’s 
hard to chew.

I can barely chew.I can eat anything and 
chew just fine.

Have been making 
efforts toward 
improvement (for 6 
months or more)

Having been making 
efforts toward 
improvement (for less 
than 6 months)

Beginning to make 
efforts toward 
improvement in the 
near term (within 
about 1 month)

Planning to promote 
efforts toward 
improvement (in about 
6 months)

No plan to make such 
efforts

Occasionally 
(1-4 times a week)

I do not or cannot drink 
alcohol

I drink alcohol regularly (five 
days or more a week)

□ 遅い　　　　 　□ 普通　　　　　□ 速い
Slower　　　　　　　 Same　　　　　　 　Faster

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　             Yes

Everyday 　Occasionally　  Almost never（never）
□ 毎日　  □ 時々　  □ ほとんど摂取しない（摂取しない）

□ いいえ　　　　□ はい
No　　　          　 Yes

□ はい　　　  　□ いいえ
Yes　　            　 No

□ はい　　　  　□ いいえ
Yes　　           　  No

□ はい　　　  　□ いいえ
Yes　　           　  No

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
How well are you able to chew and eat ?

人と比べて食べる速度が速いと感じますか。
How does the pace at which you eat compare to those of other people ?

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ありますか。
Do you eat supper within 2 hours of bedtime 3 days or more of the week ?

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
Except for morning, noon, and evening meals, do you consume snacks and sweet drinks ?

朝食を抜くことが週3回以上ありますか。
Do you skip breakfast 3 days or more of the week ?

睡眠で休養が十分とれていますか。
Do you feel adequately refreshed after sleep ?

生活習慣の改善について、保健指導を受ける機会があれば利用しますか。
Are you willing to receive health advice regarding the improvement of your habits if such advice is available ?

運動や食生活の生活習慣を改善してみようと思いますか。
Do you intend to improve your habits (exercise, diet, etc.) ?

お酒は飲みますか。
Do you drink alcohol ?

□ 飲まない、飲めない　  □ 時々（週1～4回）    □ よく飲酒する（週5回以上）

（飲酒する方のみ） 飲酒する日の1日当たりの飲酒量はどれくらいですか。
グラム数をお書きください。
例）ビール 大瓶＝25ｇ  500ml＝20g  350ml＝14g  日本酒1合＝20g 
ウイスキー原液60ｍｌ(ダブル）＝20g   焼酎原液70ml＝20g  ワイン200ml＝20g
If you drink alcohol, what is the average amount of alcohol you consume each day? 
Please write the number of grams.
Examples)
Beer: large bottle = 25 g, 500ml = 20g, 350ml = 14g
Sake: 1 Go = 20g
Whisky undiluted 60ml (double) = 20g
Shochu (distilled spirits) 70ml = 20g
Wine 200ml = 20g

【お願い】健康診断で得られた情報を匿名化し、健康診断に関する研究に用いてよろしいですか。

Asking permission:I consent to having the information I provided in the health checkup stripped of 
all personal identifiers and made available for research relating to health care.

法令の定める場合などを除き，本人の許可なく，その情報を第三者へ開示・提供することはありません。なお，医療個人情報，個人情報を取り扱う
場合は，慶應義塾医療個人情報保護規程，慶應義塾個人情報保護規程(詳しくは，慶應義塾の個人情報保護のページ，
https://www.keio.ac.jp/ja/privacy-policy/をご覧く ださい），慶應義塾の学術研究の用に供する個人情報保護規程に掲げる事項を遵守し，適正
に管理を行います。

Your information is never disclosed or provided to a third party without your prior consent, except when required by Japanese law. Personal 
medical information and personal information will be treated  appropriately and in accordance with the Keio University Rules for Protection of 
Personal Medical Information (keio gijuku iryo kojinjoho hogokitei), the Keio University Rules to Protect Personal Information  (keio gijuku 
kojinjoho hogokitei), and the Keio University Regulations Concerning the Protection of Personal Information in Academic Research (keio gijuku 
no gakujitsukenkyu no yo ni kyosuru kojinjoho hogokitei). Please note that the rules and regulations listed above are only  available in Japanese. 
See Keio University's English privacy policy page for details: https://www.keio.ac.jp/en/privacy-policy/
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