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Abstract

In Department of Sports and Medical Science at Teikyo University, the research and support

group of sports medicine（RSGSM）was established on April 2008. RSGSM has performed to support the

elite-athletes in this university. The building of training center for the elite-athletes was, also,

established on May 2008 to measure physiological and kinesiological abilities, to train physical fitness, and

to take care of sport injuries. The main purposes of RGSMS are following;

1. to prevent unexpected death and sports injuries and to urgently care these accidents.

2. to improve the performances of athletes for science.

3. to improve the ability of athletes and sports injury prevention and research on development , and

contribute to the development of sports medicine 

52 athletes of Ekiden relay team and 122 athletes of rugby team took medical examinations. The first

measurement was consisted of 1）question and answer of heath related, 2）urine test, 3）blood test, 4）

biochemistry test, 5）X-p of chest, 6）electrocardiograph measurement, and 7）cardiac function test.

Three rugby players had malalignments of foot after measuring static and dynamic alignment and

posture sway and analyzing walking and running motions by 3D video cameras and high speed

camera. According to the results of these measurements, the custom-made orthotic devices were

made for each player. 

The members of RGSMS are able to give the supports to a part of athletes,  Ekiden relay athletes and

rugby players, in our university. In the future, we would like to serve there supports to all members of

the athletes in our university to prevent sports injuries and to improve their sports performance. The

performances of RGSMS and the results of the measurements result in the development of sports

medicine needs to get connected.
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1．はじめに

アスリートにとって、どのようにスポーツ傷害を予防

し、またスポーツ傷害が生じた場合にはいかに確実に早

期に復帰するかというのは切実な問題である。ある研究

によると、深刻なスポーツ傷害を克服できた選手に共通

する特徴として、自身の怪我やリハビリに対してよく質

問し、リハビリや治療プログラムによく従うといった傾
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向があることが報告されている。そのためには、アスリ

ート自身が自分に行われている医療レベルに対して信頼

していることが絶対条件となる。しかし、アスリートは

自分が受けている医療のレベルがどの程度なのか分から

ないまま、ある種の懐疑心を抱きながら診療を受けてい

る場合がほとんどではないだろうか。

これには、特に我が国の医療システムの特異性が関与

している。世界のほとんどの国では、国による国民への

医療の供給を保証しておらず、患者が払える金額に応じ

て受けられる医療の質も変わる。質の良い医療を受ける

ためには患者自身が高額の医療費を支払う必要があり、

患者の経済状態に応じた医療格差は公然と存在してい

る。即ち、このような医療格差がある国では、高額の医

療費を払えばより優れた医療が受けられるという単純な

ルールが存在している。それに対し、我が国は世界に誇

るべく国民皆保険制度を堅持しており、老若男女、貧富

の差にかかわらず、何人も平等に一定レベルの医療を受

けることができる。2000年版WHO世界保健報告による

と、日本は医療の質や平等性、健康水準の到達度におい

ていずれも世界１位となっている。一方、医師は医師免

許を取得した時点から一人前として扱われ、医療行為に

対する診療報酬は、医療経験の少ない数年目の医師が行

っても20年目のベテラン医師が行っても全く変わらな

い。しかし、他の職業と同様に、それぞれの医師間にお

ける知識や技量の優劣は確実に存在する。そして、その

ような情報はほとんど公開されることはない。即ち、我

が国では平均的なレベルの医療はどの医療機関でも受け

られる反面、より高いレベルの医療を受けることを希望

した場合、どの医療施設、医療従事者がより高レベルの

医療を提供してくれるのか、患者側からも、医師側から

でさえも見えにくくなっているのが現状である。

一方、帝京大学には、国内有数の設備と優れた医療ス

タッフを誇る医学部附属病院があり、アスリートにとっ

ては最高のスポーツ医学的サポートを受けることができ

る環境が整っている。しかし、これまでは運動部と附属

病院の連携が確立されておらず、このメリットが帝京大

学運動部員に十分享受されているとは言い難い状態であ

った。

帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科健康スポーツ

コースは、アスレティックトレーナー、スポーツ指導者、

保健体育教員、スポーツリーダーを養成するだけでなく、

帝京大学に在籍するトップアスリートの健康の維持とス

ポーツパフォーマンスの向上に寄与し、さらにはスポー

ツ医学の発展に貢献するという役割を担っている。平成

20年5月には、アスリートの生理的・機械的運動機能測

定装置やトレーニングマシーン、身体のケアにかかわる

設備等を装備した専用トレーニングセンターも完成し、

アスリートをサポートする体制も整備されつつある。こ

れらをふまえ、帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科

健康スポーツコースでは「トップアスリートに対するス

ポーツ医学的サポート研究班」が発足し、平成20年４

月から、帝京大学トップアスリートに対するスポーツ医

学的サポートとして以下のような目的で活動を行ってき

た。

１）本学に所属するトップアスリートの突然死等の不慮

の事故やスポーツ傷害を未然に防ぐ。またこれらが

発生した場合の対応策を確立する。

２）本学に所属するトップアスリートのスポーツパフォ

ーマンス向上に対し科学的なサポートを行う。

３）アスリートの能力向上やスポーツ傷害発生の予防等

に関する研究を行い、スポーツ医学の発展に貢献す

る。

今回われわれは、これらのうち、１）に関して行った

方策と結果について報告する。

2．メディカルチェック

帝京大学駅伝部52名とラグビー部122名を対象に、メ

ディカルチェックを行った。対象者には本活動の趣意を

文書で説明（表１）し、同意を得た（表２）。１次スク

リーニングとして、１）健康チェックアンケート、２）

尿検査、３）血液検査、４）生化学検査、５）胸部レン

トゲン、６）心電図検査、７）呼吸機能検査を行った。

これらのうち、２）～６）については一般学生も行う健

診時にいくつかの追加項目を設定して行った。７）につ

いては医学部附属病院検査部に協力を依頼し、駅伝部は

５月29日～６月９日のうち４日間、ラグビー部は６月

26日から７月18日のうち10日間にわたり測定を行った。

これらのデータは、選手本人および担当医師により基本

診断要旨（表３）に記入された。

全ての検査が終了した後に本研究班に所属する医師に

よりデータが解析され、異常と診断した駅伝部５名

（9.6%）、ラグビー部16名（13.1%）に対して、８月７日

に専門医による直接診察を行った。その結果、耐糖能異

常が疑われたラグビー部１名（全対象者の0.57%）に対

しては附属病院内科において２次精密検査が行われ、運

動活動を行うのに問題ないと診断された。

3．スポーツ外来および重傷者への対応

本年４月から帝京大学八王子キャンパス医務室におい

て、基本的に毎週木曜日の12時から13時まで、運動部
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員を対象に本研究班に所属するスポーツ専門医によるス

ポーツ外来を開始した。各月毎の受診者数を図１に示す。

さらに、救急時の対応として、駅伝部とラグビー部の活

動に帯同するトレーナーは、必要と判断した場合にはそ

の場で本研究班に所属するスポーツ医に携帯電話による

緊急連絡をとり、受傷者への対応を行った。

これらのうち、専門医による治療が必要と判断した７

名は、いずれも大学病院整形外科で各分野の専門医によ

る手術が行われ、退院後は本研究班に所属するアスレチ

ックトレーナーによりスポーツ医療学科トレーニングセ

ンターにおいてアスレチックリハビリテーションが行わ

れた。現在加療中の例を含め表４にその内訳を示す。い

ずれも良好な治療経過をたどっており、個人差はあるが

現状の医療においては最速での復帰を果たしていること

からプロスポーツ選手が受ける医療と同等以上のスポー

ツ医学的サポートを提供することができたといえる。尚、

アキレス腱断裂の２名はいずれも前述した救急対応がと

られ、受傷から数時間以内に入院と手術の日程がくまれ、

両者とも受傷翌日に手術が行われた。

下肢のアラインメント異常が指摘された３名（いずれ

もラグビー部）に対しては、スポーツ医療学科トレーニ

ングセンターにおいて動作解析装置や高速度カメラを用

いての動的アラインメント測定および重心動揺検査が行

われ、得られたデータを基に専門スタッフにより矯正イ

ンソールが作製され選手に供与された。これによりアラ

インメントは正常に矯正されたのが同様の検査により確

認された。

4．これからの展望と課題

帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科健康スポーツ

コースに「トップアスリートに対するスポーツ医学的サ

ポート研究班」が発足し本学運動部員に対するスポーツ

医学的サポートを開始して約７ヵ月が経過した。これま

でのところ、競技者、監督やコーチ等の指導者、アスレ

チックトレーナー、医務室看護士、研究班スタッフ、事

務部スタッフ、および帝京大学病院スタッフの間の連携

は円滑に行われ、スポーツ医学的サポート体制は順調に

構築されつつある。一方、現時点のスタッフ数では、本

サポートを駅伝部とラグビー部を中心としたごく一部の

選手にしか提供できないのが現状である。本学に所属す

る全ての運動部員に高レベルのスポーツ医学的サポート

を行い、さらにスポーツパフォーマンス向上に対しても

科学的なサポートを行い、アスリートの能力向上やスポ

ーツ傷害発生の予防等に関する研究結果をスポーツ医学

の発展につなげていく必要がある。そのためには、本研

究班スタッフ自身がその能力を向上させるための研鑽を

積んでいくことは当然ながら、画像診断装置を含めたさ

らなる設備の充実と、さらなるスタッフの補強が不可欠

である。

5．謝　辞

トップアスリートに対するスポーツ医学的サポート研

究班は、「帝京大学運動部がさらなる進歩を遂げるよう

スポーツ科学的・医学的サポートを行うように」との前

学主の意志により、本年３月８日に行われた前学主、事

務局長、学科長、研究班長の協議の結果、その活動を開

始した。本活動は、スポーツ医療学科職員だけでなく、

八王子キャンパスの事務部、医務室看護士、板橋キャン

パスの事務部、附属病院検査部、内科・整形外科の医師

等、各部署の多くのスタッフによる献身的な協力により

行われている。この場を借りて関係してくださった全て

の方々に深謝するとともに、今後のさらなるご助力を祈

念する。
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アスリートに対するスポーツ医学的サポートについての説明-

帝京大学では，本学に所属するトップアスリートのみなさんの健康管理と競技能力の向上に

役立てるため，医療技術学部スポーツ医療学科と医学部医学科のスタッフが協力しメディカル

チェックと基本的競技フィットネスの計測を行います。これらは，入学時及び各年度の初めに

行われ，すべてのデータは各選手に直接通知されます。さらに、希望する選手は，スポーツ医

療学科でデータを管理し，みなさんの健康管理とパフォーマンス向上のために活用します。

具体的には，メディカルチェックは，一次スクリーニングと二次精密検査からなり，一次ス

クリーニングは，１）健康チェックアンケート，２）医師による視診・触診，３）尿検査，４）

血液検査，４）生化学検査，６）胸部レントゲン，７）心電図検査を行います。一次スクリー

ニングで問題がある場合には，さらに心エコー，MRI等の二次精密検査を行い，必要に応じて

治療を行います。また，基本的競技フィットネスは，１）身体組成（体格，筋量，脂肪量），

２）筋の発揮張力（無酸素パワー，有酸素パワー），３）神経・筋関連特性（反応時間），４）

関節トルク，５）動作張力，６）スポーツパワー（スポーツ動作で発揮されるパワー），７）

パワーの持続特性（呼吸・循環器系），について，ラボラトリーチェックとフィールドチェッ

クを行います。得られたデータは，「トップアスリートに対するスポーツ医学的サポート研究

班」に所属する各分野のスペシャリストが解析を行い，本人及び所属する強化クラブの監督・

コーチと協力しながら，パフォーマンスを向上させるためのトレーニングメニュー作成の資料

として活用します。さらに，スポーツ医学がさらに発展していくための研究資料としても使用

されます。これらのデータは，選手本人の許可無く「トップアスリートに対するスポーツ医学

的サポート研究班」に所属するスタッフ以外の第３者に伝えることはありません。

選手のデータは暗証番号によりロックされた専用ＰＣ内およびカルテとして保存されます。

データは厳重に管理され，選手の健康管理，パフォーマンスの向上，スポーツ医学の発展に関

わる研究目的のみに使用され，選手に不利益をもたらす使用は認めません。データは学会や論

文として発表されることがありますが，その際に個人の名前や身元が明らかになることはあり

ません。

スポーツ医療学科でのデータの管理・活用を希望する選手については以上の通りですが，希

望しない選手でも，メディカルチェックと基本的競技フィットネスの測定は行います。その場

合は，データの管理・運用は各個人で行うこととなります。

付　録
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同意書

帝京大学スポーツ医療学科　学科長　大野京子　殿

私は，自らの自由意志により，帝京大学で行われるトップアスリ

ートに対するスポーツ医学的サポート（メディカルチェックと競技

フィットネスの計測）について，その測定データが帝京大学スポー

ツ医療学科の「トップアスリートに対するスポーツ医学的サポート

研究班」において管理され，選手の健康管理，パフォーマンスの向

上，スポーツ医学の発展に関わる研究目的に使用されることに同意

します。

平成　　　　年　　月　　日

住所：

氏名（自署）
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基本健康診断用紙

選手のみなさんへ

ドクターの診察を受ける前に，Ｑ１～Ｑ７の質問に答えて下さい。分からない箇所は，診察の時にドクターが問

い合わせますので，記入しなくて結構です。みなさんの書かれた内容は，選手本人の許可無く，「トップアスリート

に対するスポーツ医学的サポート研究班」のスタッフ以外の第３者に伝えることはありません。

ドクターへ

選手が記入した解答をチェックし，必要があればさらに詳しく聞いてDr.メモ欄に記入して下さい。

選手氏名　　　： 性別：　男　・　女

生年月日　　　：　　昭和

平成 年 月 日　　　年齢： 歳

所属学科　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年： 年生

学籍番号　　　：

所属クラブ　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポジション：

現住所 ：

電話番号　　　：

Ｑ１．これまでの主な病気・ケガについての質問

Ｑ１－１：これまで以下の病気をしたことがありますか。ある場合にはその病気を丸で囲み，かかった時の年齢を

（ ）内に記入して下さい（分からない場合には？と記入して下さい）。

１．貧血　（ ）歳　　　　２．喘息　　　　　（ ）歳　　　３．高血圧　　（ ）歳

４．心臓病（ ）歳　　　　５．川崎病　　　　（ ）歳　　　６．腎炎　　　（ ）歳

７．肝炎　（ ）歳　　　　８．胃十二指腸潰瘍（ ）歳　　　９．てんかん　（ ）歳

10．その他（ ）歳　（病名 ）

11．手術　（ ）歳　（病名 ）

12．輸血　（ ）歳　（病名 ）

13．薬物アレルギー　　　（薬品名 ）

14．食物アレルギー　　　（薬品名 ）

Ｑ１－２：これまでに，２週間以上競技や練習の支障となる“ケガ”をしたことがありますか。ある場合にはその

ケガを丸で囲み，かかった時の年齢を（ ）内に記入して下さい（分からない場合には？と記入して下さい）。また，

具体的なケガの名前が分かれば【 】内に記入して下さい。

１．頭　　　　（ ）歳　　　　２．首　　（ ）歳　　　　３．腰　（ ）歳

４．骨盤　　　（ ）歳　　　　５．股関節（ ）歳　

６．肩　　　　（ ）歳　　　　７．肘　　（ ）歳　　　　８．手首（ ）歳

９．手・指　　（ ）歳　　　　10．太腿　（ ）歳　　　　11．膝　（ ）歳

12．下腿・すね（ ）歳　　　　13．足首　（ ）歳　　　　14．足　（ ）歳

【ケガ名 】
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Ｑ１－３：これまでに練習中や試合中に脳しんとう（意識を失ったこと）を経験したことがありますか。

ない ある　→何歳の時ですか（ ）歳

Ｑ２．現在の病気・ケガについての質問

Ｑ２－１：現在，治療していたり，定期的に検査を受けている病気がありますか。

１．なし ２．あり（病名 ）

Ｑ２－２：ふだん服用している薬がありますか。

１．なし ２．あり（薬品名 ）

Ｑ２－３：ふだん服用している健康食品，栄養剤，ビタミン剤，ドリンク剤などがありますか。

１．なし ２．あり（品名 ）

Ｑ２－４：現在，競技や練習の支障となる“ケガ”がありますか。

１．なし ２．あり（病名 ）

Ｑ３．自覚症状についての質問

Ｑ３－１：現在，以下の自覚症状がありますか。ある場合にはその症状を丸で囲んで下さい。

１．全般 １）記録が低下してきた　　　　２）練習について行けない

３）練習がこなせない　　　　　４）以前は楽にこなせた練習が今はきつい

５）練習意欲が湧かない　　　　６）疲れやすい

７）疲労がたまっている　　　　８）身体がだるい

９）力が入らない　　　　　　　10）立ちくらみがひどい

11）かぜをひきやすい　　　　　12）体重の変動が大きい

13）体重が減少している　　　　14）体重が増加している

Dr. メモ

Dr. メモ

Dr. メモ
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15）寝付きが悪い　　　　　　　16）熟睡できない

17）早く目が覚める　　　　　　18）朝起きるのがつらい

２．皮膚 １）アトピー性皮膚炎　　　　　２）みずむし　　　　３）じんましん

４）その他

３．頭部 １）外傷　　　　２）頭痛　　　　3）その他

４．眼 １）近視　　　　２）乱視　　　　3）視野異常

４）めがね　　　５）コンタクトレンズ　　　６）痛み

７）かゆみ　　　８）目やに　　　９）異物感

10）かわき　　　11）その他

５．耳 １）痛み　　　　２）みみだれ　　　　　３）耳鳴り

４）めまい　　　５）聞こえにくい　　　６）その他

６．鼻 １）鼻水　　　　２）鼻づまり　　　　　３）鼻血

４）アレルギー性鼻炎　　５）その他

７．のど １）へんとう腺炎　　　　２）のどの痛み　　　３）しわがれ声

４）その他

８．口腔 １）虫歯　　　２）歯痛　　３）歯ぐきからの出血

４）その他

９．頸部 １）ぐりぐりが触れる　　　２）甲状腺　　　３）その他

10．呼吸器 １）せき　　　　２）たん　　　　３）ぜんそく

４）呼吸困難　　５）息切れ　　　６）喀血

７）過換気症候群　　８）その他

11．循環器 １）どうき　　　２）胸痛　　　　３）むくみ

４）心雑音　　　５）不整脈　　　６）高血圧

７）その他

12．血管系 １）静脈瘤　　　２）静脈炎　　　３）血行傷害

４）その他

13．消化器 １）吐き気　　　２）おう吐　　　３）むねやけ

４）消化不良　　５）食欲不振　　６）下痢

７）便秘　　　　８）腹痛　　　　９） 黄疸

10）痔　　　　　11）その他

14．泌尿器 １）頻尿　　　　２）排尿時痛　　　３）血尿

４）結石　　　　５）タンパク尿　　６）糖尿

７）その他

15．血液 １）貧血　　　　２）出血傾向　　３）その他

16．神経系 １）けいれん　　２）てんかん　　３）めまい

４）知覚障害　　５）失神　　　　６）意識障害

７）運動障害　　８）記憶障害　　９）その他

17．運動器 １）筋肉痛　　　２）関節痛　　　３）骨折

４）脱臼　　　　５）捻挫　　　　６）肉離れ

７）その他

Ｑ４．現在のコンディションについての質問

Ｑ４－１：以下のいずれかを丸で囲んで下さい。

１．練習意欲　　：１）旺盛　　　　　２）普通　　　　３）なし　　　　４）全くなし

２．睡眠　　　　：１）良好　　　　　２）普通　　　　３）不良

３．食欲　　　　：１）旺盛　　　　　２）普通　　　　３）低下
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４．便通　　　　：１）良い

２）便秘（１回／ 日） ３）下痢（ 回／１日）

５．全般的体調　：１）極めて良い　　２）良い　　　　３）普通

４）悪い　　　　　５）最悪

Ｑ５．家族の病気についての質問

Ｑ５－１：両親や兄弟・姉妹に，以下のような病気がありますか。ある場合にはその病気を丸で囲み，（ ）内に誰

であるかを記入して下さい。

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 】

Ｑ５－２：両親や兄弟・姉妹が，以下のような病気で死亡していますか。ある場合にはその病気を丸で囲み，（ ）

内に誰であるかを記入してください。分かれば死亡時年齢も記入して下さい。

１．突然死（ ， 歳） ２．高血圧（ ， 歳）

３．心臓病（ ， 歳） ４．脳卒中（ ， 歳）

５．糖尿病（ ， 歳） ６．結核　（ ， 歳）

７．肝傷害（ ， 歳） ８．その他（ ， 歳）

＊備考：突然死とは，原因不明で発症から24時間以内に死亡することです。

Ｑ６．減量（体重）についての質問

Ｑ６－１：競技に際して減量はありますか。

１．なし　　　　　２．あり（減量前体重 kg） （目標体重 kg）

Ｑ６－２：上の質問で“あり”の場合，スムーズに減量できますか。

１．はい　　　　　２．いいえ

選手のメモ：コンディションが悪い場合には，その原因について思い当たる理由があればこの欄に記入して下さい。

選手のメモ：具体的な減量の方法を記入して下さい。
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Ｑ７．運動歴についての質問

小学校時代から現在に至るまでの運動歴（競技種目と経験年数）を記入して下さい。

小学生時代　：種目 経験年数 年

中学生時代　：種目 経験年数 年

高校生時代　：種目 経験年数 年

大学生時代　：種目 経験年数 年

Ｑ８．生活についての質問

Ｑ８－１：結婚していますか　　　　はい　　　　いいえ

Ｑ８－２：現在の住居

１．自宅　　　　２．下宿　　　　３．アパート　　　　４．その他（ ）

Ｑ８－３：起床時間　　（ 時頃）

Ｑ８－４：就寝時間　　（ 時頃）

Ｑ８－５：睡眠時間　　（ 時間）

Ｑ８－６：トレーニングの頻度や時間

１週あたりの日数　　　　（ 日／週）

平日のトレーニング時間　　　（平均 時間／日）

土曜日のトレーニング時間　　（平均 時間／日）

日曜／祝日のトレーニング時間（平均 時間／日）

Ｑ８－７：食事は１日何回とりますか。 （ 回／日）

Ｑ８－８：食事はどの程度食べていますか。

１．朝食 １）しっかり食べる　　　　２）軽くすます　　　　３）抜くことが多い

２．昼食 １）しっかり食べる　　　　２）軽くすます　　　　３）抜くことが多い

３．夕食 １）しっかり食べる　　　　２）軽くすます　　　　３）抜くことが多い

Ｑ８－９：食事はどこでとりますか。

１．朝食 １）自宅　　　　２）自炊　　　　３）学食　　　　４）外食　　　　５）その他

２．昼食 １）自宅　　　　２）自炊　　　　３）学食　　　　４）外食　　　　５）その他

３．夕食 １）自宅　　　　２）自炊　　　　３）学食　　　　４）外食　　　　５）その他

Ｑ８－10：以下のいずれかを丸で囲んで下さい。

１．食事時間が不規則になることが多いですか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

２．栄養のバランスに気をつけていますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

３．間食は良くする方ですか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

４．好き嫌いが多い方ですか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

５．食事量は運動量に合わせて調整していますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

６．野菜は毎日とるようにしていますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

７．牛乳・乳製品を毎日とるようにしていますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

８．清涼飲料水はよく飲みますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない
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９．お酒をよく飲みますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

10．タバコを吸いますか。

１）はい　　　　２）いいえ　　　　３）どちらともいえない

Ｑ９．以下の質問は女性の選手のみ答えて下さい。

Ｑ９－１：初潮はありましたか。

１．なし　　　　２．あり（ 歳 ヵ月）

Ｑ９－２：最近の月経はいつでしたか。

平成 年 月 日ごろ

Ｑ９－３：以下のいずれかを丸で囲んで下さい。

１．月経周期は　　　　１）規則的　　　２）不規則　　　３）無月経

（平成　　　年　　　月以来なし）

２．月経出血量は　　　１）多い　　　　２）普通　　　　３）少ない

３．月経の痛みは　　　１）ほとんど無い　　　　２）痛みはあるが日常生活に支障はない

３）日常生活に支障はあるが，薬は使用しない

４）日常生活に著しく支障があり，薬を使用する（薬品名 ）

５）寝込むほどつらい

Dr.メモ：どのように処置しているか，具体的に記入して下さい。
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このページは研究班スタッフ及びドクターが記入します

【現症】

身長： cm 体重　 kg

体温　 ℃ 脈拍数 拍／分

血圧　 ／ mmHg

理学的異常所見

顔面：　なし， あり（ ）

口腔：　なし， あり（ ）

頸部：　なし， あり（ ）

胸部：　なし， あり（ ）

腹部：　なし， あり（ ）

四肢：　なし， あり（ ）

診察医師署名　

【臨床検査所見】

１．胸部レントゲン：正常，異常（ ）

２．安静時心電図　：正常，異常（ ）

３．呼吸機能検査　：正常，異常（ ）

%FVC % １秒率 %

最大酸素摂取量 ml/分， ml/kg/分

４．心電図　　　　：正常，異常（ ）

５．尿検査　　　　：正常，異常（ ）

蛋白半定量　（－， ±， ＋， 2＋， 3＋， 4＋）

糖半定量　　（－， ±， ＋， 2＋， 3＋， 4＋）

潜血反応　　（－， ±， ＋， 2＋， 3＋， 4＋）

６．末梢血／血液生化学検査　：正常，異常（ ）

白血球数 /mm3 赤血球数 ×104/mm3

血色素量 g/dl， ヘマトクリット %

総蛋白　 g/dl， LDH IU/l

総コレステロール mg/dl， 尿酸 mg/dl

GOT IU/l， GPT IU/l

中性脂肪 mg/dl， ALP IU/l，

血糖　　 mg/dl， クレアチニン mg/dl

CK IU/l， ChE IU/l，

【プロブレムのまとめと処置】

プロブレムをまとめた医師署名　

学科長署名　
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