
 

 
 

 
バイリンガル夏期講習 2018＠慶應義塾ニューヨーク学院（高等部） 

ヘルスレポート注意事項及び記入チェックリスト 

 

このプログラが開催される慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）の所在地は、米国 

ニューヨーク州であるため米国連邦政府およびニューヨーク州が定めている法律や 

規定の下に運営されます。よって、ヘルスレポートフォームの記入については、以下の点をご注意く

ださい。 

 

1. 米国当局の定めにより、必要な予防接種を受けられていない場合、このプログラムに参加するこ

とは出来ません。 

各予防接種を受けた日付を記入ください。免疫性がある場合、「Immune by titer」に検査の結果

と日付を記入ください。 

2. 米国当局の定めにより、必要な検査（PPD、胸部レントゲン）を受けられていない場合、このプ

ログラムに参加することは出来できません。P.5 に記載されている PPD 検査の説明にご注意くだ

さい。 

3. 担当医により必要の予防接種や検査を受けられない場合、トラベルクリニックを尋ねることをお

勧めします。こちらのページに日本内のトラベルクリニックの場所が記載されています：
http://jstah.umin.jp/02travelclinics/ 

4. プログラムの前に必修の接種又は検査を受けて頂くことが出来ない場合は、プログラム中に、有

料でこちらのヘルスセンターにて受けて頂くことが必要となります。 

5. 当学院の規定により、ビタミン剤やサプラメントなども医薬品とみなされています。よって、持

参される場合はヘルスレポートフォーム P.6 に必ず記載してください。記載されていないものを

持参されますとナースが没収する場合があります。 

6. 多くの医薬品やサプラメントを持参する参加者が年々増加しています。米国入国 

審査にて、トラブルが生じる場合が想定されます。学院ではヘルスレポート 

フォームの P.3 に記載されている一般薬品を用意しておりますのでプログラム 

参加者にこれらの医薬品を持参して頂く必要はありません。 

 
 

記入チェックリスト 
 

例年、署名漏れや日付の記入漏れが多く見られますのでご注意ください。 

 P.1 参加者と保護者の個人情報・連絡先 

 P.1 保護者による誓約と処置の承諾（保護者の署名と日付） 

 P.2 健康歴（保護者が記入、保護者の署名と日付） 

 P.3 脳震盪管理方法の承認（保護者の署名と日付） 

 P.3 一般医薬品の投薬の許可（保護者の署名と日付） 

 P.4 検診（医師が記入） 

 P.5 検診、続き（医師が記入） 

 P.6 医師の承認、医薬品を持参させる許可（医師及び保護者の署名と日付） 

 

http://jstah.umin.jp/02travelclinics/


 

 

 

 

例： 

参加者名 （アルファベット）:  Keio  Taro  John 参加者登録番号：  0047-

0021

    

登録番号：（例） 00713-00001 

生年月日 （月/日/年）:  6/1/98       性別：  Ⅹ 男子  ___女子 

ソーシャルセキュリティー番号 （なければ空欄）:  101-10-1000 

住所: 11-11 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan 

保護者名 （アルファベット）： Keio, Hanako 電話番号:  （自宅） 91-101-9887  

（携帯） 080-876-2334 

住所 （上記と異なる場合のみ）:  99-9-9 Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan 

保護者勤務先住所： Keio University 2-15-45 Mita Minato-ku Tokyo 108-834 Japan 

電話番号: 91-101-9557  

保護者名 2・救急連絡先 （アルファベット）: Keio, Jiro  関係: Father 

住所:  99-9-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan 電話番号: 91-233-9557  

保護者名 2/救急連絡先の勤務先住所： KANY, 3 College Rd, Purchase, NY 10577 USA 

電話番号:  914-694-4825 

 

保護者による誓約: 
本健康管理記録の記載は私の知る限りにおいて正確で完全なものです。 

プログラム参加者が、別途記載がない限り、全ての活動に参加することを許可します。 

 

処置の承諾: 
プログラム運営者に日常の健康管理、処方薬の投与、X 線や他の検査を含む緊急医療の手配を行うこと

について許可します。保険申請で必要な場合、個人情報を提供することを許可します。 

医療行為に必要な交通手段をプログラム運営者が手配・提供することを許可します。 

緊急時で私に連絡が取れない場合、慶應義塾ニューヨーク学院によって選定された医師に入院を含む

医療行為を任せることを許可します。本状はプログラムから外出の際に複写して持ち出されることも許可し

ます。また、私はプログラム活動に参加することにおいて 

受ける制約を理解し、これを遵守することに合意します。 

保護者署名： （例） Hanako Keio 

氏名 （アルファベット）： （例） Hanako Keio   

日付 （月/日/年）： （例） 5/1/16 

 

 

 

 

HEALTH REPORT FORM P.1 



 

 

 

 

 

 

 

健康歴 

保護者の方がご記入 
 

制限: 

参加者本人に以下の食事の制限があります。該当する欄の□をチェックして下さい。 

□ なし 

□ 肉（赤身）  □ 豚肉  □ 卵  

□ 家禽類   □ 魚介類  □ 乳製品 

□ その他_____________________（制限すべきものを記入下さい。） 

 

一般質問: 

YES 又は NO をチェックして頂き、YES の場合は詳しくご説明下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES とお答えの項目につきご説明下さい。そのほか特に注意を要することがございましたら、ご記入くださ

い。 

 

 

 

 

参加者氏名 （アルファベットで）： （例） Taro Keio   

保護者署名: （例） Hanako Keio   

日付 （月/日/年）： （例） 5/1/16  
 

 

 

HEALTH REPORT FORM P.2 



 

 

 

 

 

 

 

脳震盪管理方法に関して 

保護者の方のサイン必修 
 

本学院では生徒達の怪我防止に留意しておりますが、脳震盪、頭部外傷は 

スポーツ活動、体育の授業、課外活動に参加する児童・生徒の間で、最も一般的に 

報告される怪我の一つであります。そこで本学院サマープログラムでは、以下の方針を採用すること

とします。 

脳震盪は脳の損傷であり、複雑な病態生理的過程が脳に影響を及ぼすものであり、生体力学的

力によって誘導されるものと定義されています。脳震盪からの回復過程は一様ではありません。完全

に回復するまで、再発防止と十分な時間をかける事が適切な脳震盪管理の基本です。 

サマープログラム期間中、脳震盪を起こしたと思われる症状を示している参加者は活動を即時

中止し、看護師または医師による診察が必要とされます。 

頭部外傷によるものとみられる症状がある間、参加者は少なくとも 24 時間以上症状がない事が確認

され医師が活動復帰にかんして承認するまでサマープログラムの活動には戻れません。 

 

脳震盪管理方法に関しての情報を読み、承知しました。 

参加者氏名 （アルファベットで）： （例） Taro Keio   

保護者署名： （例） Hanako Keio 

日付 （月/日/年）： （例） 5/1/16 
 

 

一般医薬品 

保護者のサイン必修 

 

学院ではこれらの一般薬品を用意しております。よって、プログラム参加者に持参して頂く必要はあ

りません。投薬して良い場合は Yes に、そうでない場合は No に○印をしてください。Yes/No 何れか

に必ず○印をしてください。 

別紙「HEALTH REPORT FORM 記入方法」に米国の一般医薬品について参考資料を 

記載しました。 

 

 

参加者氏名 （アルファベットで）： （例） Taro Keio 

保護者署名： （例） Hanako Keio 

日付 （月/日/年）： （例） 5/1/16 
 

 

 

 

 

 

HEALTH REPORT FORM P.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Date of Birth: 生年月日 （月/日/年） 

Blood Pressure: 血圧   Pulse: 脈拍   Respiratory Rate: 呼吸速度    Temperature: 体温 

Weight: 体重   Height: 身長 

できれば体温は華氏温度、体重はパウンド、身長はフィートの単位での表示。 

 

I. アレルギー:  該当する□にチェックし、内容を詳細にご記入ください。 

□なし 

□食事：_______ □薬：_______ 

□花粉症：_______ □虫・動物：_______ □その他：_______ 

アレルギー症状： □アナフィラキシー（詳しく）_______     □その他_______ 

治療方法：____________________ 

 

II. 持病:  持病について該当欄にチェック又はご説明下さい。 

□なし 

喘息:  □なし □喘息（弱） □喘息（普）  □喘息（強） □喘息（運動誘発） 

糖尿病： □なし  □１型  □２型 

□癲癇：_______ □アトピー：_______  

□その他（詳しく）：_______ 

深刻な既往歴・外科手術： □なし  詳しく（ある場合）：_______ 

 

私の所見では上記生徒は激しい運動を含むプログラムに参加することが 

□出来ます。 □出来ません。 

活動に限定がある場合、説明ください：____________________________ 

 

III. 伝染病: 以下の病気に感染したことある場合は、該当する感染病をチェックしてください。

免疫性がある場合、P４・５の適当な欄に記入ください。 

□なし  □はしか □水疱瘡 □風疹 □おたふくかぜ 肝炎 □A型 □B 型 □C型 

□髄膜炎 □小児麻痺 □百日咳 □その他の感染病：_______  

 

IV. 必要な予防接種: 

米国ニューヨーク州当局の定めにより、必要な予防接種を受けられていない場合、このプログラ

ムに参加することが出来ませんのでご了承ください。また、プログラム中に有料でこちらのヘル

スセンターにて受ける必要がある場合もあります。 

以下に各予防接種を受けた日付を記入ください。免疫性がある場合、「Immune by titer」に検査

の結果と日付を記入ください。 

（予防接種を受けた年月日は通常、母子手帳に記録されています。接種に関しましては、かかりつけの医

師にご相談下さい。予防接種実施年月日は西暦でご記入下さい。） 

 

HEALTH REPORT FORM P.4 



 

 

 

必須1） 髄膜炎菌性髄膜炎の予防接種 （１回、しかし現在16以で、16歳以下の際に受けた場合は16歳

以降になってから2回目必要） 

１回目の接受の日付： 月 / 日 /年 

2回目の接受の日付： 月 / 日 /年  １回目と２回目の間には８週間の期間が必要 

 

必須２) 水疱瘡（２回） 

１回目の接受の日付： 月 / 日 /年 

２回目の接受の日付： 月 / 日 /年  １回目と２回目の間には 4 週間の期間が必要 

免疫性の血液検査の日付：月 / 日 /年 及び結果：陽性・陰性 

必須３）三種混合（破傷風・ジフテリア・百日咳）（１回） 

接受の日付： 月 / 日 /年 

 

 

 

必須４）Ｂ型肝炎（最低０．５mLづつ）本来は 3回必修となりますが、時間的に可能である回数を受

けてください。最後に受けた接種の日付により、プログラム中に 2回目又は 3回目を受けて頂くことが必

要となる場合があります。 

１回目の接受の日付： 月 / 日 /年 

２回目の接受の日付： 月 / 日 /年  1回目から、最低 4週間を空けてください。 

３回目の接受の日付： 月 / 日 /年  ２回目から、最低６ヶ月間を空けてください。 

必須 5） 麻疹（1 歳後に２回）、おたふくかぜ（1歳後に２回）と風疹（1歳後に１回） 

 

 
 

V. 必修な検査: 

米国ニューヨーク州当局の定めにより、必要な検査を受けられていない場合、このプログラムに参

加することが出来できませんので了承ください。米国で生まれた参加者は、担当医による書面にて

の説明の提出によってこの検査を免除する事が出来ます。 

また、米国外生まれの参加者は、過去にPPDを受け、BCGの為で結果が陽性であった場合のみ、

PPDを再度受ける必要はありませんが、胸部のレントゲンが必要となります。この場合、PPDの結

果及びBCGの証明を添付し、レントゲンの結果を記入下さい。 

 

TBマントー反応（PPD）     PPDが陽性の場合 ：プログラム開始から1年以 

BCGはニューヨーク州の法定で認められません                    の内胸部レントゲンが必修 

  
 

 

 

 

 

MMR*ワクチン（２回） 

*MRではなく 

１回目と２回目の間には 4 週間

の期間が必要 

PPD検査の日付： 月/日/年  

結果: _______ mm硬結 

検査結果の日付： 月/日/年 

プログラム開始から1年以上前に検査を既に

受け、結果が陰性であった場合は、再検査が

必要となります。 

レントゲンの日付： 月/日/年 

結果： □普通  □病的 
 

イソニアジド（INH）をとりました？ 

□はい □いいえ 
 

とった場合：  開始日： 月/日/年 

  終了日： 月/日/年 

麻疹（1歳後に２量）、おたふくかぜ（1 歳後に２回）と風疹

（1歳後に１回）それぞれの予防接種 

１回目と２回目の間には 4 週間の期間が必要 

免疫性がある場合、血液検査の日付又は結果が必要 

又は 

HEALTH REPORT FORM P.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. お勧めの予防接種： （必修ではありません） 

予防接種を受けていない場合： 右の欄をチェックしてください。 

予防接種を受けてある場合： 受けられた日付を記入ください。 

病気に罹ったことがある場合： 罹った日付を記入ください。 

 

母子手帳及びその他の予防接種の記録を添付してください。 

参加者の名前が記載してあるよう、ご確認ください。 

 

 

 

 

このフォームは医師により、記入されました。 

担当医名（アルファベット）、担当医署名 

健康診断を受診した医療機関の住所及び電話番号 

健康診断日：（月 / 日 /年） 

健康診断はプログラム参加日から12ヶ月前以内にされていなければいけません。 
 

VII. 持参される医薬品: 

参加者が持参しなければならない薬やサプリメントなどと、それぞれの投薬量と回数を記入してくだ

さい。 

持参する薬やサプリメントなどがある場合、担当医と保護者お2人のサインが必要となります。 

注意：P6に記載されている一般薬品は学院で用意しています。よって、プログラム 

参加者が持参する必要はありません。 

 

医薬品を持参される参加者： 

上記の参加者自身による薬及びサプリメントの投薬を許可します。参加者は薬の用法について指示を受

け、薬の目的や使用頻度、正しい使用法を理解しています。 

担当医名（アルファベット）、担当医署名、日付（月 / 日 /年） 

 

参加者に自己責任があるとみなしますので、参加者が自身で服用、使用する薬に関して起こる可能性の

あるいかなる問題についても慶應義塾NY 学院（高等部）バイリンガルサマープログラムの職員に責任を

負わせることはしません。 

保護者氏名（アルファベット）、保護者署名、日付（月 / 日 /年） 

HEALTH REPORT FORM P.6 


