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撮影年月日:

If no X-ray taken, please explain why:

エックス線検査をしていない場合は、理由を説明してください

☐ None of the below.

Mental Illness

Please describe physician's impressions

In the view of this individual's history and the above findings, is it your observation that his or her health status is adequate for life in Japan? Yes No

はい いいえ

Signature:

Physician's Name & Title (print):

1. Personal information (including your name) provided in this form will be shared amongst related departments within the school, school physicians, or other affiliated parties for the express purpose of providing support to the student. It

will not be used for any other purposes. 2. Statistical information regarding students with disabilities studying at KGU, such as numbers of students, type of disability, school/department, and year may be provided to related external

organizations. However, information that could otherwise be used to identify a student (name etc.) will not be released.

１健康診断書に記載された氏名等の個人情報は、修学支援の目的のため学内の関係学部、学校医、その他関係者に情報を提供しますが、それ以外の目的には一切使用することはありません。２外部関係機関・団体等に対
して、本学に在籍する障がい学生の統計資料として、学部・学年・障がいの種類等別の在籍者数を公表することがあります。ただし、本人を特定できる氏名等の内容を公表することは一切ありません。

The student may have to consult directly with relevant parties after the student arrives in Japan.　来日後、関係者と面談していただくことがあります。

Does the applicant have any learning disabilities

or other conditions that may require special

attention at school or in every day life?

(e.g. Dyslexia, ADHD/ADD, Narcolepsy etc.)

学習障害やその他、学校や日常生活において特別
なサポートを必要としますか。
(例　難読症、注意欠陥障害、睡眠障害等）

Yes

はい
No
いいえ

Unknown

不明

てんかん /          /

AST(SGOT)                       U/L

Weight

体重
Blood Pressure

血圧 mm/Hg/

(      ) ALT(SGPT)                       U/L

protein

Height

身長

Kwansei Gakuin University Certificate of Health
関西学院大学　２０１７年－２０１８年　健康診断書

To be completed by the examining physician　医師による記入

Name

氏名

Family name 姓          First Name 名　　　　Middle Name　ミドルネーム
Sex

性別

　Male 　Female

   男　・　女
Date of Birth

生年月日

Day 日      Month 月       Year 年

検尿  (     ) (     )

glucose occult blood Hemoglobin:                      g/ｄＬUrinalysis:

WBC count:                    /μＬ

Normal

正常

X-ray Findings

Diabetes 糖尿病

History of BCG vaccination?

　

☐ Yes                      ☐No

Eyesight

視力

Corrected

矯正
Uncorrected

裸眼

Colour Blindness

色覚異常の有無

Muscle-Skeletal

運動

Hearing

聴覚

６ヶ月以内のものに限る

   Right           　  Left

    右　　                左
   Right           　  Left

    右　　                左

No

無
Yes

有
Normal

正常
Impaired

異常

If "Yes," please explain.
はいの場合説明してください。

History of past illness:
既往症

Tuberculosis 結核 /          / Epilepsy 

Viral Hepatitis 

/          /

Cardiac Disease 心疾患 /          /

精神病・神経症

/          /

Bronchial Asthma 気管支喘息 /          /

ウィルス性肝炎 /          /

Poliomyelitis 小児麻痺 /          / /          /

Renal Disease 腎疾患 /          /

日付: Office/Institution:

Any other disease その他 /          /
If ☑ for any of the above, please describe:

上記の中で☑を記したものがあれば、詳しく記してください。

Address:

医師氏名:

所在地:

Date:

If patient will continue to receive treatment in Japan, an English-written letter of reference

is required. 日本で治療を継続する場合紹介状が必要です。

Allergies:アレルギー

エックス線検査所見

署名:

検査施設名:

診断医の印象を述べてください。

この方の既往歴、診療、検査の結果から判断して、現在の健康状況は充分に日本の滞在に耐えうるものと思われますか。

Please indicate with a ☑ and fill in the date of recovery.

既往症の有無を☑で記入してください。既往症の有る場合は治癒した日時も記してください。

Impaired

異常
Normal

正常
Impaired

異常

Other medical-related information:その他・特記情報

Please explain any abnormalities regarding the above：異常の場合具体的内容

Speech

言語

Must have been taken within the past 6 months.

Any diseases which may require special attention at Kwansei Gakuin

University:関西学院在学中の健康管理上注意すべき疾患の有無とその内容

Date taken:

Current illness(es) :主な現症

Drugs/prescription  Drugs：薬


