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予約日：Date of appointment: _____/_____/__________ (月/日/年) (mm/dd/yyyy) 

 

患者さんへの注意事項：ひとつひとつの質問をよくお読み下さい。 
Patient instructions: Please read each question carefully. 
 

1. 当てはまるすべての症状にチェックし、その症状がおこった具体的な期間を記入して下さい。   
Check all conditions that you have and specify the time that you have had the condition.   

 期間 Time frame 

症状 Condition 新しい症状 

New 

日数 

Days 

週数 

Weeks 

月数 

Months 

年数 

Years 

☐ 難聴 Hearing loss ☐     

☐ 耳痛/不快感  

     Pain/Discomfort in the ear 

☐     

☐ めまい（発症後間もないか、または長 

    期にわたる症状） 

     Dizziness (short or long term) 

☐     

☐ 耳だれ Ear drainage ☐     

☐ 耳鳴り Tinnitus (ringing in the ears) ☐     

☐ 耳の膨満感 Ear fullness ☐     

☐ 耳の感染症 Ear infection ☐     

☐ 顔面神経麻痺 Facial paralysis ☐     

☐ 顔面痛 Facial pain ☐     

☐ 耳の奇形 (先天性または外傷性) 

     Ear deformity (congenital or traumatic) 

☐     

☐ 事故に関連した症状  

     Accident related condition 

☐     

 

2. 耳の手術を受けたことはありますか？  Have you ever had ear surgery? 

☐ いいえ No 

☐ はい Yes; 日 date:  月 month ________;  年 year_______ 

 

3. 過度の騒音環境で働いたことはありますか（例：工場、工事現場）または騒音の出る趣味があり

ますか（例：銃器による射的、音楽バンド、その他）？ 
Have you ever worked in a facility with excessive noise (examples: factory, construction) or do you 
have a noisy hobby (examples: gun firing, playing in a band, etc.)? 

☐ いいえ No 

☐ はい Yes 
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4. 軍隊に所属していたことはありますか？ Have you served in the military? 

☐ いいえ（いいえの場合は、質問６へ進んで下さい。）  No (If no, proceed with question 6.) 

☐ はい（はいの場合は、質問５へ進んで下さい。）  Yes (If yes, proceed with question 5.) 
 

5. 聴覚保護具なしで、銃器を発射したことがありますか？ 

Were you exposed to weapons fire without hearing protection? 

☐ いいえ No 

☐ はい Yes 
 

6. 家族に難聴の方はいますか？ Do you have a family history of hearing loss? 

☐ いいえ No 

☐ はい（当てはまるもの全てにチェックして下さい。） Yes (Check all that apply.) 

☐ 母 Mother  

☐ 父 Father 

☐ 叔父 Uncle 

☐ 叔母 Aunt   

☐ 祖父 Grandfather 

☐ 祖母 Grandmother 

☐ 兄弟 Brother 

☐ 姉妹 Sister 

☐ 息子 Son 

☐ 娘 Daughter 
 

7. 聴力検査を受けたことはありますか？ Have you ever had a hearing test? 

☐ いいえ No 

☐ はい Yes; 日 date:  月 month________;  年 year_______ 
 

8. 補聴器をつけるための検査を受けたことはありますか？  

    Have you ever been evaluated for a hearing aid? 

☐ いいえ No 

☐ はい Yes; 日 date:  月 month________;  年 year_______ 
 

9. 補聴器をつけたことはありますか？ Have you ever worn a hearing aid? 

☐ いいえ No 

☐ はい Yes 

 
 
 
_____________________________________________________  _____/_____/_________  

この問診表を記入した人の氏名                                    日付 (月/日/年) 

Printed name of person who completed this form    Date (mm/dd/yyyy) 


