
＊いずれかを○で囲んでください

＊成年選手は、必ず記入してください。

＊いずれかを○で囲んでください

昭和
平成

身長 ㎏

学　年

登録者は○をつける
緊急時連絡電話番号 （　　　　　）

（記入例：100m走、個人メドレー、60㎏級　等）

年生

競　技　名

　競技種目等

勤務先
学校名

ふるさと
登録選手

㎝ 体重

生年月日
　　　年　　　　月　　　　日生

年　齢
歳

水　　　　泳 競技種別 少年男子　・　少年女子　・　成年男子　・　成年女子

平成30年度　　国民体育大会　千葉県代表選手問診票

　この質問は、国民体育大会参加の条件として義務付けられているメディカルチェックの一部として行われるものです。
　この調査は、選手の皆様の健康管理、事故防止等のための基礎資料となる重要なものです。Ｑ１からＱ６までの質問に正
確にお答えください。
　なお、記載された個人情報はメディカルチェック関係事業のみに使用します。
　回答が終わりましたら、各競技団体の担当者にお渡しください。

選手氏名

（ふりがな）

性　別 男　　　　女
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Q１ これまでの主な病気・ケガについてお尋ねします。

１：なし ２：あり

１)　貧血 （　　　歳） 2) 　喘息 （　　　歳） 3) 　高血圧　 （　　　歳） 4) 　心臓病 （　　　歳）

5)　肝炎 （　　　歳） 6) 7) 　てんかん （　　　歳）

8)　アレルギー〔薬品名又は食品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

〔薬品名又は食品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

〔薬品名又は食品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

（　　　歳） 〔病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

10)　手術 （　　　歳） 〔病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

11)　輸血 （　　　歳） 〔病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

12)　その他 （　　　歳） 〔病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

（　　　歳） 〔病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

（　　　歳） 〔病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

１：なし ２：あり

何歳の時ですか（　　　　　　）歳

回　数　（　1回、　2回、　3回、　4回、　5回以上）

Q１-(１) これまでに以下の病気をしたことがありますか。ない場合は“なし”を、ある場合は“あり”を○で囲み、該
当する病気を○で囲んでください。なお、（　）内には罹った年齢を記入してください。

これまでに練習中や試合中に脳しんとう（気を失ったこと）を経験したことがありますか。ない場合は“な
し”を、ある場合は“あり”を○で囲み、年齢、回数を記入してください。

Q１-(２)

　胃十二指腸潰瘍　　（　　　歳）  

9)　骨折・脱臼
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Q2 現在の病気やケガ，自覚症状についてお尋ねします。

１：なし ２：あり

1） アトピー性皮膚炎　 2） みずむし

3） じんましん 4） その他　（　　　　　　　　　　　　）

1） 視野異常 2） 痛み　 3） 目やに　

４） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 痛み 2） みみだれ　 3） 耳なり　

４） 聴力障害 ５） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 鼻血　 2） アレルギー性鼻炎 3） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 歯痛　 2） 歯ぐきからの出血 3） その他　（　　　　　　　　　　）

1） せき・たん　 2） ぜんそく　 3） 息切れ　

４） 血痰　 ５） 過換気症候群　 ６） その他　（　　　　　　　　　　）

1） どうき 2） 胸痛　 3） 心雑音　

４） 不整脈　 ５） 高血圧　 ６） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 静脈瘤　 2） 静脈炎 3） 血行障害　

４） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 吐き気・おう吐 2） むねやけ　 3） 下痢　

４） 便秘 ５） 腹痛・胃痛　 ６） 吐血

7） 血便 8） 痔　 9） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 頻尿　 2） 排尿痛　 3） 血尿　

４） 蛋白尿　 ５） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 貧血　 2） 出血傾向　 3） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 頭痛　 2） けいれん　 3） めまい　

４） 知覚障害　 ５） 失神　

7） 記憶障害　 8） その他　（　　　　　　　　　　）

1） 2） 3）

４） 肉離れ　 ５） ６）

７）

頚部痛 腰痛

その他（　　　　　　　　　）

運動器 捻挫（部位　　　　　　　　）　関節痛（部位　　　　　　）　 骨折・脱臼（部位　　　　）　

現在，治療していたり定期的に検査を受けている病気,あるいは競技や練習の支障となる”ケガ”がありますか。
ない場合は“なし”を，ある場合は“あり”を○で囲み，該当する症状を○で囲んでください。

神経系

皮 膚

鼻

口 腔

眼

耳

泌尿器

血 液

循環器

血管系

消化器

呼吸器

Q２-(１)
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Q３ ドーピングについてお尋ねします。

１：はい ２：いいえ

１：はい ２：いいえ

１：なし ２：あり

＊ドーピング検査に関係し，事前申請が必要がある場合がありますので，必ず記載して下さい。

※薬品名（省略しない）・服用の理由

薬品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝服用の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため

薬品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝服用の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため

薬品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝服用の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため

薬品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝服用の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため

１：なし ２：あり

※薬品名（省略しない）

申請（予定）日 年 月

薬品名 申請（予定）日 年 月

１：なし ２：あり

＊ドーピング検査に関係し，事前申請が必要がある場合がありますので，必ず記載して下さい。

※サプリメント名・栄養剤名・ビタミン剤名・滋養強壮剤名等（省略しない）を記入してください。

製品名： 会社名：

製品名： 会社名：

製品名： 会社名：

製品名： 会社名：

Q３-(4) 上記の薬の中で、TUE申請をしている（する予定）の薬がありますか。ない場合は“なし”を、ある場合は“あり”を
○で囲み、薬品名、服用の理由を記入してください。

薬品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Q３－(5) 普段使用しているサプリメント、ドリンク剤、健康食品などはありますか。ない場合は“なし”を、ある場合は“あり”
を○で囲み、その製品名と会社名を確実に記入してください。

Q３－(１) 国体でドーピング検査が行われていることを知っていますか。

Q３－(２) 市販のかぜ薬、漢方薬や滋養強壮剤（ドリンク剤）の中に、ものによってはドーピングの対象となる薬剤が入って
いることを知っていますか。

Q３-(３) 普段服用している薬（サプリメントを除く）がありますか。ない場合は“なし”を、ある場合は“あり”を○で囲み、薬
品名、服用の理由を記入してください。
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Q４ 家族の病気についてお尋ねします。わかる範囲で記入してください。

１：なし ２：あり

1) 高 血 圧 （ ）　2) 心 臓 病 （　　　　　　　） ）　3) 脳 卒 中 （　　　　　　　　　　　　）
4) 糖 尿 病 （ ）　5) 痛 風 （　　　　　　　） ）　6) 結 核 （　　　　　　　　　　　　）
7) 肝 炎 （ ）　8) そ の 他 ≪病名　　　　　　　　　　　　　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

１：なし ２：あり

1) 突 然 死 高 血 圧 心 臓 病 （　　　，　　歳）

4) 脳 卒 中 糖 尿 病 結 核 （　　　，　　歳）

7) 肝 炎 そ の 他 （　　　，　　歳）

Q５ 体重減量についてお尋ねします。

競技に際しての体重減量はありますか。

１：なし ２：ある （減量前体重　　　　　　　ｋｇ）（目標体重　　　 　　　　　ｋｇ）

上でありと回答した方にご質問します。
体重の減量はスムーズにおこなえますか。

１：はい ２：いいえ

選手メモ：減量方法の具体的な内容を記入してください。

Q６ 女性の選手にお尋ねします。

初潮はありましたか。

１：なし ２：あり （小学校　・　中学校　・　高校　の　　　　　年生　　　　　月頃）（　　　　歳　　　　ヵ月）

最近の月経はいつでしたか。

平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日頃

以下の質問の該当する回答に○をつけてください。

１) 規則的 ２) 不規則 ３)無月経（　　　　　　年　　　　　　　月以来なし）
１) 多い ２) 普通 ３) 少ない

大会日程にあわせて，薬を使って月経を止めたり遅らせたりしていますか。

1) していない 2) したことがあるが今はしていない 3) している・する予定

以上になります。
御回答ありがとうございました。御活躍をお祈りいたします。

（　　　，　　歳）          3)

（　　　，　　歳）          6)

Ｑ６-(２)

Ｑ６-(３)

Ｑ６-(４)

月 経 周 期 は ：
月経出血量は：

Q５－(２)

この問診票は，公益財団法人千葉県体育協会千葉県スポーツ医事・科学研究委員がチェックをし，２次検査
が必要と思われる選手の報告は，同協会より記載責任者宛通知をいたします。

Q４－(１) これまでに、両親兄弟・姉妹に，以下のような病気がありましたか。ない場合は“なし”を、ある場合は“あり”を
○で囲み、該当する病気を○で囲んでください。また、（　）内には誰であるかを記入してください。

Q４－(２) これまでに、両親兄弟・姉妹が，以下のような病気で死亡していますか。ない場合は“なし”を、ある場合は“あ
り”を○で囲み、該当する病気を○で囲んでください。また、（　　）内には誰が何歳の時かを記入してくださ
い。

Q５－(１)

Ｑ６-(１)

（　　　，　　歳）　　　　　2)

（　　　，　　歳）          5)

（　　　，　　歳）          8)
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以下の欄は、本会記入欄ですので、記入しないでください。

Ａ：異常なし

Ｂ：要精査

Ｃ：受診が望ましい

Ｄ：要受診

ﾄﾞｸﾀｰ記入欄 （　Ａ：異常なし　Ｂ：要精査　Ｃ：受診が望ましい　Ｃ：要受診　）

所見

所見

所見

所見

総合所見
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