
陸上競技会・ロードレースにおける救護活動記録　（医事活動終了後、コピーを陸連事務局へお送りください）

大会名 期日 20    　年　　月　　日　から　　月　　日 全参加人数 人

診察日 20 年 月 日 受傷日時 20 年 月 日 時間 ： 24時間制で記入

氏名 男 ／ 女 年齢 所属チーム

推定診断名 確定診断があれば記載

晴れ 曇り 雨 風 その他

／種目 ／カテゴリ シニア、ジュニア ％

競技中 〔ラウンド（　　　　　）回戦／予選、準々決勝、準決勝、決勝など〕 練習中 アップ中 クールダウン中 その他

101 使いすぎ（徐々に発症）      102 使いすぎ（急激発症）     103 非接触損傷    104 以前の傷害の再発

111 他の選手との接触損傷   112 障害物との接触・衝突 113 競技場のコンディション問題 114 用具の欠陥

121 悪天候（　　　　　　　）    122 ウォームアップ不足     123 その他  

151 急性 152 慢性 171 疼痛　　172 水疱　　173 擦過　　174 出血　　175 けいれん　　176 腫脹　　177 不快感　　178 しびれ・感覚障害　　179 その他

201 顔面（目耳鼻含む） 202 頭部 203 頚部頚椎 204 胸椎 205 胸骨肋骨胸部 206 腰椎 207 腹部 208 骨盤/仙骨・臀部

211 肩 212 上腕 213 肘 214 前腕 215 手関節 216 手 217 第2-5指 218 母指

221 股関節 222 そけい部 223 大腿 224 膝 225 下腿 226 アキレス腱 227 足関節 228 足/足趾

301 脳しんとう 302 骨折（外傷性） 303 疲労骨折 304 その他の骨傷害 305 脱臼/亜脱臼

306 腱断裂 307 靱帯断裂（不安定性あり） 308 靱帯断裂（不安定性なし） 309 捻挫 310 半月または軟骨損傷

311 肉離れ/筋断裂 /筋損傷 312 挫傷/血腫/打撲 313 腱炎/腱鞘炎 314 滑液包炎 315 裂創/擦過傷/皮膚損傷

316 歯牙損傷/歯牙破損. 317 神経損傷/脊髄損傷 318 筋肉けいれん/スパズム 319 その他

501 熱感/発熱 502 頭痛 503 のど痛（咽頭痛） 504 頻脈 505 咳

506 息苦しさ/呼吸困難 507 胸痛 508 動悸 509 はきけ 510 嘔吐

511 腹痛 512 下痢 513 疲れ 514 疲労困憊 515 めまい

516 混乱 517 中枢神経障害 518 意識消失 519 その他

中枢神経・精神状態 清明 応答反応 （ 声　　　触覚　　　疼痛 ） 人物 場所 時間

独歩 要介助 不可能 跛行状態 （　軽度　　　中等度　　　重度　）

： 体温 ℃ 血圧 ／  mmHg 脈拍 回 /分

701 上気道感染 702 扁桃炎 703 鼻炎 704 中耳炎 705 気管支炎 706 胃炎

707 腸炎 708 不整脈 709 心疾患 710 泌尿器疾患 711 ウィルス感染 712 脱水症 ( 軽症、中等症、重症）

713 高体温障害 714 低体温障害 715 運動関連虚脱 716 その他

トレーニングまたは競技会への参加不能推定期間 日 週 ヶ月 6ヶ月以上 重症度 901 軽症 902 中等症 903 重症 904 重篤

スポーツ復帰（転帰） 継続 中止 その他 (                                  ) 帰路 宿舎 病院 （ 救急搬送あり　　なし ） 自宅

治療および追記事項：

診察ドクター名

20110604 V.2 ※推定診断名をのぞき、不明な項目は空欄でも結構です。

351 右／352 左

内
科
的
障
害

主訴・症状

見当識障害

歩行状態

診察時刻

診断

外
科
的
傷
害

傷害の原因

主訴

湿度 WBGT ℃

受傷状況  

気温

傷害種類・診断

受傷部位

251 右／252 左

AD　番号

受傷場所
天候

スポーツ内容 陸上競技 ℃


