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A Questionnaire has been applied to the players for National Sports Festival and regional top team of soccer,rugby and vol-

leyball･ 171 players have responded to questions about sports Injury,
treatment, PSyCho-social problem and annoyance about daily

life.

108 players ceased their each exercise
more than i week due to injury or disease, 99 had an experience of injurywithout

cease of exercise and 39 players continued their exercise with an injury Without any consultation to medical staff･ The last players

tend to handle the injury by oneself･ They also tend to face troubles about psycho-social matter or daily life･ Nurse will be able to

help them by nurslng and sharing problems between exercise field and medical office when they feel familiarto nurse･

In the other questions about
female medical staff near the exercise field, many of female players expect that each player feels

comfortable to consult her physical problems with female medical staff･ Male players expect that female staff will improve the at-

mosphere in exercise field･ In stead of female medical doctor, who is very
little these days, female nurse will be able to work as a

female medical staff with knowledge and skill about medicine and athletic sports･

For athletes who try their limits, nurslng Will
be expected to scale up not only for health maintenance

but also for the self-

actualization of the athlete.

ActaSchMedUnivGifu 55 : 1-16 (2008)
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緒 看

認知されていか､｡スポーツを対象とする看護師と考え

る時,その対象,内容は漠然としている｡一方｢スポー

｢スポーツ看護師｣という用語,職種は2007年の現在, ツドクター｣という用語,職種は広く普及していて,医
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療界よりも主に競技スポーツの世界で用いられている｡

認定医としても,日本医師会,日本整形外科学会,日本

体育協会がそれぞれ認定健康スポーツ医,認定スポーツ

医,公認スポーツドクターを認定している｡一定の講習

の後,試験でその知識,技術の認められた者が認定され,

一定の期間ごとに更新される制度がある｡ここで要求さ

れる知識としては,スポーツに関するもの,スポーツ医

学に関するものとして,運動生理学から外傷,障害の診

断から治療,そして競技力向上のための栄養学まで幅が

広い｡

これに呼応して｢スポーツナース｣ ｢スポーツ看護師｣

を考えると,スポーツドクターの｢診療の補助｣として

幅広い活動が期待され,一方スポーツ関連の｢療養上の

世話｣として,選手,チームスタッフ,練習環境,生活

環境の健康の維持を図ることが期待される｡しかしこれ

まで,スポーツ外傷やスポーツ障害に対するケアとして,

その外傷,障害の治療に対する介助に関する事例展開は

あっても,その活動は競技選手や運動する人の背後関係

に及んで問題解決の助けになる活動や予防活動にまで広

がることはほとんどない｡その方面については選手,指

導者の要望に応じて主にスポーツドクターが日常診療の

合間にアドバイスをすることがほとんどである｡近年は

理学療法士,心理療法士,栄養士などの医療職がスポー

ツの特異性を理解しながらサポートするようになり,そ

れぞれの職種の中でもスポーツに適した方法をまとめつ

つある1)｡看護師についても医療スタッフの一員として

スポーツ選手に関わることはできると思われる｡

目 的

今回｢スポーツ看護師｣について,それを定義するの

ではなく, ｢スポーツドクター｣と同様,広くスポーツ

に関わる医療のチームスタッフとしての看護師ととら

え,競技スポーツにおける看護の対象は何か,今後看護

師に期待される役割は何かを考察することとした｡その

手がかりとして医療施設の外で競技スポーツの選手を対

象として,特に医療にかかりにくいスポーツの現場の問

題に医療スタッフとして関わることのできるのは何かを

意識した調査を行うこととした｡

主に外傷,障害を持つ選手を中心に,その背景を探る

ために,心理･社会的な問題,日常生活上での不安につ

いて質問し,また多くの看護師が女性であることから,

女性看護師が現場に出た際に,女性医療スタッフの特性

を活かせるかどうかを質問することにより,女性看護師

が活躍できる対象としてのスポーツ選手の有り様を明ら

かにし,成し得る看護師の対応について検討する｡

対象 と 方法

競技スポーツ選手に対し,質問紙調査を行った｡調査

期間は2006年8月1日から10月31日までである｡調査対

象は2006年度に国民体育大会に出場したG県内の選手

と,同県近隣の日本リーグないし地域リーグを戦う実業
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団チームの選手とした｡選手430人中171人から回答があ

り,回収率は40%であった｡

調査方法は独自の質問紙を作成した｡質問紙調査目的

と協力の依頼,ならびに自由意志の参加であること,お

よびプライバシーの保護,そしてこの調査はこの研究以

外では使用しないことなどを文書にて説明,個人が特定

できないように無記名で回答を求めた｡調査紙は直接ま

たは郵送にてチームの代表者に配布し,各調査紙に返信

用封筒を同封して,選手個人より返送を求めた｡

調査項目は,性別,年齢,職業,競技種目,競技歴,

知っている専門職種について,チームに所属している医

療職種について,今まで経験した怪我や病気についてと,

その時の不安について,競技スポーツに関しての心理･

社会的な問題.不安について,日常生活における問題･

不安について,医学的知識を持ったスタッフについて(各

職種の選手の立場から見た必要性,スポーツ看護師が養

成された場合に期待すること,女性医療スタッフの必要

悼)である｡ (アンケート用紙本文は末尾の添付資料参

照)

回収したアンケートは全て番号をつけて管理し,個人

が特定できないようにした｡統計解析にはパソコンの

SPSS for Windows
ver.11を用い,度数に対するx2乗検

定で有意水準5%をもって有意とした｡

結 果

選手の性別は男性94人,女性76人,不明1人であった｡

年齢は10歳代では男女の人数差はあまりなく,女性選手

のほうがやや多いが, 25歳以上では女性選手より男性選

手の数のほうが多かった(Fig. 1)｡職業は,高校生と

4年制および短期大学の学生では,女性選手のほうがや

や多いが,社会人アマチュアでは男性選手の人数が多

かった(Fig.2)｡競技歴としては6-10年が最も多く,

1年未満はわずかであった(Fig. 3)｡

競技種目は,サッカー24人,バレーボール23人,野球

21人,射撃13人,ホッケー12人,バスケットボール9人,

水泳8人,テニス(ソフトテニスを含む) 7人,相撲6

人,ハンドボール5人,フェンシング4人,ボート4人,

陸上競技短距離3人,長距離1人,山岳3人,アーチェ

リー2人,体操2人,ラグビー2人,柔道1人,ソフト

ボール1人,バトミントン1人,ボウリング1人,その

他16人,不明2人であった｡

｢以下の職種について,知っているものに○をつけて

ください｡｣という問いに対して回答のあったものは,

スポーツ専門医が83人(48.5%),スポーツ歯科医が9

人(5.3%),スポーツ看護師が7人(4.1%),理学療法

士が84人(49.1%),マッサージ師が138人(80.7%),

栄養士が133人(77.8%),臨床心理士が74人(43.3%)

であった(Fig.4)｡スポーツ歯科医･スポーツ看護師

の認知度が低かった｡

｢あなたは今までに,怪我や病気で通常練習を1週間

以上休んだ経験はありますか?｣という問いに回答した
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Fig.3 対象者の競技歴分布

選手は108人(63.2%), ｢あなたは今までに,病院で治

療を受けたり,チームスタッフに相談したりしながら,

通常練習を継続していた経験はありますか?｣という問

いに回答した選手は99人(57.9%), ｢あなたは今までに,

病院に行ったり,チームスタッフに相談したりしなくて

もよい,あるいは相談したくか､と判断し,独自で村処

し,通常練習を継続していた経験はありますか?｣とい

う問いに回答した選手は39人(22.8%)であり,治療を

受けずに通常練習を継続する選手は少なかった(Fig.

5)｡

｢あなたは競技に関して心理･社会的なことに関する

25 50 75 100 125

Fig.4 各職種の認知度

1週間以上休んだ

治療しながら練習

治療せず練習

人数

Fig.5 身体の障害の対応方法

問題･不安を感じたことはありますか?｣という問いに

回答した選手は74人(43.3%), ｢あなたの日常生活で,

競技を続けていくのに問題･不安だと感じることについ

て教えてください｡｣という問いに回答した選手は87人

(50.9%)であった｡

【1週間以上通常練習を休んだ障害について】

1週間以上通常練習を休んだ怪我や病気の症例は108

人で3件まで複数回答を求めたところ,のベ268件の疾

病について回答があった｡それぞれについて,疾病の種

類,部位,復帰までの時間,復帰時に完治していたかど

うか,その疾患についての不安とそれに対する対応方法

について訊ねた｡

疾病の種類としては外科系疾患によるものは169例

(62.9%),内科系疾患によるものは8例(2.9%)であっ

た｡その内訳は,使いすぎによる炎症が最も多く,43例

(16.0%)であった｡骨折は41例(15.3%),ねんざが

32例(ll.9%),突き指が1例(0.4%),臆･じん帯損

傷が22例(8.2%),肉離れが28例(10.4%),神経･血

管の損傷が2例(0.70/.),消化器の病気が3例(1.10/o),

腎臓の病気が2例(0.7%),感染症が2例(0.7%),坐

殖器の病気が1例(0.4%),その他が26例(9.7%),不

明が65例(24.3%)であった｡

雁患部位としてもっとも多かったのは足部で26例

(9.7%),次に足関節24例(9.0%),次に腰部23例(8.6%)

であった｡太もも･ひざが19例(7.1%),手指が13例

(4.9%),肩･ひじが10例(3.7%),ふくらはぎが9例

(3.4%),腹部が7例(2.6%),首は5例(1.9%),辛
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関節,股関節は4例(1.5%),目,鼻,辛,足指部は各

3例(1.1%),歯,鎖骨,前腕は各2例(0.7%),口,

背部,骨盤,アキレス鹿部は各1例(0.4%),不明が70

例(26.1%)であった｡下肢の怪我や病気が91例(33.9%)

と多かった｡

通常練習に復帰するまでの期間については,1週間以上

1ケ月未満が110例(41.0%), 1ケ月以上3ケ月未満が

66例(24.6%), 3ケ月以上6ケ月未満が17例(6.3%),

6ケ月以上1年未満が10例(3.7%),不明が65例(24.3%)

であった｡復帰するまでの期間は∴1ケ月末満が最も多

く,半数以上の選手が3ケ月末満という比較的早期に通

常練習に復帰していた｡

通常練習に復帰したときに,怪我や病気が完治してい

たのは122例(45.5%),完治していなかったのは82例

(30.6%),不明が65例(24.3%)であった｡完治して

いる例のうち, 1ケ月未満での復帰が61例(50.0%),

1ケ月以上3ケ月未満が46例(37.7%), 3ケ月以上6ケ

月未満が8例(6.6%), 6ケ月以上が7例(3.4%)で

あった｡完治していなかった例のうち, 1ケ月末満で復

帰した例は49例(60.5%), 1ケ月以上3ケ月未満で復

帰した例は20例(24.7%), 3ケ月以上6ケ月末満で復

帰した例は9例(ll.1%), 6ケ月以上は3例(3.7%)

であった｡完治している例も,完治していない例も8割

以上が3ケ月未満のうちに復帰していた｡ 3ケ月以上

6ケ月末満では,完治して復帰した例よりも完治しない

まま復帰した例のほうが多かった｡

1週間以上通常練習を休んだ268例のうち,不安を感

じたのは167例(62.30/.)であったoその内訳は, ｢怪我

や病気が治るのだろうか,復帰できるのだろうかという

不安｣が76例(45.5%), ｢試合に出られなくなる(団体

競技の場合メンバーからはずされる)という不安｣が71

例(42.5%), ｢筋力が落ちてしまうのではないかという

不安｣が51例(30.5%), ｢トレーニング方法についての

不安｣が20例(12.0%)であった｡

上記の不安に対する対応は, ｢病院にいったり,専属

ドクターに相談したりする｣がもっとも多く, 119例

(71.3%), ｢ドクター以外のチームスタッフに相談する｣

が22例(13.2%), ｢家族や仲間に相談する｣が24例

(14.40/o),｢自分で解決できるので誰にも相談しか､｣

が21例(12.6%), ｢誰かに相談したいが,相談できず因っ

ている｣が5例(3.0%)であった｡ 1週間以上通常練

習を休む怪我や病気に関しては,メディカルスタッフに

相談する例が多かった(Fig. 6)｡

【治療を受けながら通常練習を継続した障害について】

病院で治療を受けたり,チームスタッフに相談したり

しながら,通常練習を継続していた怪我や病気の症例は

99人で3件まで複数回答を求めたところ,のベ235例の

疾病について回答があった｡それぞれについて,疾病の

種類,部位,復帰までの時間,復帰時に完治していたか

どうか,その疾患についての不安とそれに対する対応方

専属ドクターに相談

チームスタッフに相談

家族や仲間に相談

自分で解決

相談できず困っている
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Fig.6 相談先(受診練習中止疾患)
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Fig.7 相談先(受診練習継続疾患)

専属ドクターに相談

チームスタッフに相談

家族や仲間に相談

自分で解決

相談できず困っている

Fig.8 相談先(無受診練習継続)

法について訊ねた｡

疾病の種類としては,使いすぎによる炎症が最も多く

61例(26.0%),ねんざが33例(14.0%),肉離れが20例

(8.5%),臆･じん帯損傷が15例(6.4%),骨折が14例

(6.0%),突き指が4例(1.7%),神経･血管の損傷が

1例(0.40/.),腎臓の病気が1例(0.40/.),感染症が1

例(0.4%),生殖器の病気が1例(0.4%),その他が9

例(3.8%)であった｡

贋患部位としてもっとも多かったのは足関節で25例

(10.6%),次に腰部で24例(10.2%),以下,ひざ･足

部が20例(8.5%),太ももが14例(6.0%),ひじが10例
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(4.3%),手指が9例(3.8%),肩が6例(2.6%),股

関節が4例(1.7%),背部,腹部が各3例(1.3%),辛,

前胸部,アキレス腔が各2例(0.9%),鼻,顔面,歯,

首,前腕,手関節,骨盤,ふくらはぎが各1例(0.4%),

その他が4例(1.7%)であった｡

試合にも継続して出ていたのが80例(34.0%),試合･

競技会に出られるまでの期間が1週間以上1ケ月末浦が

46例(19.6%), 1ケ月以上3ケ月未満が23例(9.8%),

3ケ月以上6ケ月未満が6例(2.6%), 6ケ月以上1年

未満が3例(1.3%)であった｡試合に継続して出てい

た例が多く,その他でも3ケ月末満で試合･競技会に出

ているケースがほとんどであった｡

試合･競技会に出たときに,怪我や病気が完治してい

た例は70例(29.8%),完治していなかった例は87例

(37.0%)であった｡完治している例のうち, 1週間以

上1ケ月末満が27例(38.6%), 1ケ月以上3ケ月末滴

が14例(20.0%)であった｡完治していない例のうち,

試合にも継続して出ていた例が53例(60.9%), 1週間

以上1ケ月未満が19例(21.8%), 1ケ月以上3ケ月未

満が9例(10.3%)であった｡治療を受けながら通常練

習を継続している場合,試合･競技会にも完治していな

いまま出ているケースが多かった｡

治療を受けながら通常練習を継続していた235例のう

ち,不安を感じていた選手は131例(55.7%)であった｡

その内訳は, ｢怪我や病気が治るのだろうか,復帰で

きるのだろうかという不安｣が60例(45.8%), ｢試合に

出られなくなる(団体競技の場合メンバーからはずされ

る)という不安｣が49例(37.4%), ｢筋力が落ちてしま

うのではないかという不安｣が28例(21.4%), ｢トレー

ニング方法についての不安｣が18例(13.7%)であった｡

上記の不安に対する村応は, ｢病院に行ったり,専属

ドクターに相談したりする｣が最も多く104例(78.8%),

｢ドクター以外のチームスタッフに相談する｣が16例

(12.1%), ｢家族や仲間に相談する｣が17例(12.9%),

｢自分で解決できるので誰にも相談しない｣が10例

(7.6%), ｢誰かに相談したいが,相談できず因ってい

る｣が5例(3.8%)であった(Fig.7)｡

【治療を受けずに通常練習を継続した障害について】

病院に行ったり,チームスタッフに相談したりしなく

てもよい,あるいは相談したくないと判断し,独自で対

処し,通常練習を継続していた怪我や病気について3件

まで複数回答を求めたところ, 39人からのベ58例の疾病

について回答があった｡それぞれについて,疾病の種類,

部位,復帰までの時間,復帰時に完治していたかどうか,

その疾患についての不安とそれに村する対応方法につい

て訊ねた｡

疾病の種類としては使いすぎによる炎症とともにねん

ざが最も多く14例(24%),肉離れが9例(16%),突き

指が8例(14%),臆.じん帯損傷が4例,骨折が2例,

神経･血管の損傷,呼吸器の病気,生理痛･生殖器の病

気が各1例であった｡

5

雁患部位としてもっとも多かったのは腰部と足関節で

7例(12%),次に手指とひざが6例(11%),以下足部

が5例,肩,太ももが3イ札 ひじ,辛,腹部,ふくらは

ぎ,足指部が各2例,顔面,歯,首,上腕,前腕,手関

節,骨盤,アキレス腔部が各1例であった｡

試合にも継続して出ていたのが22例(58%),試合･

競技会に出るまでにかかった時間として1週間以上1ケ

月未満が17例(30%), 1ケ月以上3ケ月末満が4例,

3ケ月以上6ケ月末滴が2例, 6ケ月以上1年未満が1

例であった｡

試合･競技会に出たときに怪我や病気が完治していた

のは31例(54%),完治していなかったのは26例(46%)

であった｡完治していた例のうち14例(45%)が1ケ月

末満で, 3例(10%)が1ケ月以上3ケ月未満で試合･

競技会に出ていた｡完治していない例のうち19例(73%)

が試合にも継続して出ていた｡ 1ケ月未満が3例

(12%), 1ケ月以上3ケ月未満が1例(4%)であっ

た｡治療を受けなかった場合,その怪我や病気が完治し

ていないまま試合･競技会に出る場合が多かった｡

この怪我,病気については医療機関にかからなかった

理由を訊ねた｡ ｢我慢しないと,ライバルに負けてしま

う(試合･チーム内)から｣が24例(44%), ｢症状は軽

いし,通常練習をしても気にならないから｣が22例

(39%), ｢チームスタッフに相談すると,試合に出るメ

ンバーから外されてしまいそうだから｣が10例(18%),

｢家族に,病院に行ったりチームスタッフに相談したり

することを反対されたから｣が1例, ｢その他｣が2例

であった｡

治療を受けずに通常練習を継続した58例のうち不安を

感じていたのは39例(68%)であった｡その内訳は, ｢怪

我や病気が治るのだろうか,復帰できるのだろうかとい

う不安｣が12例(31%), ｢試合に出られなくなる(団体

競技の場合メンバーからはずされる)という不安｣が13

例(330/.), ｢筋力が落ちてしまうのではか､かという不

安｣が8例(21%), ｢トレーニング方法についての不安｣

が7例(18%)であった｡治療を受けずに通常練習を継

続していたケースでは｢怪我や病気が治るのだろうか,

復帰できるのだろうかという不安｣よりも｢試合に出ら

れなくなる(団体競技の場合メンバーからはずされる)

という不安｣のほうが多かった｡

上記の不安に対する村応は, ｢自分で解決できるので

誰にも相談しない｣がもっとも多く16例(40%), ｢病院

に行ったり,専属ドクターに相談したりする｣が13例

(32%), ｢誰かに相談したいが,相談できず因っている｣

が4例(10%), ｢ドクター以外のチームスタッフに相談

する｣, ｢家族や仲間に相談する｣がそれぞれ1例であっ

た(Fig.8)｡

｢あなたは競技に関して心理･社会的なことに関する

問題･不安を感じたことはありますか?｣という問いに

yesと答えた選手は74名(43.3%)であった｡以下の項

目について3個まで複数回答を求めたところ, 107件の
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回答があった｡最も多かったのは｢勉強･仕事との両立

が厳しい｣という選手で32人(30%), ｢試合になると緊

張して力が発揮できか､｣という選手が27人(250/.), ｢将

来的に体が持つのか心配｣という選手が16人(15%),

｢チームメンバーとの関係がうまくいかない｣という選

手が14人(13%), ｢競技スポーツ以外のことが気になっ

て,集中できない｣という選手が9人(8%), ｢家族と

の関係がうまくいかない｣という選手が6人(6%),

｢チームスタッフとの関係がうまくいかない｣という選

手が3人(3%)であった(Fig.9)｡これらの項目の

相関を見ると｢試合になると緊張して力が発揮できない｣

が他との相関が強いためこれを除いて(除くことによる

Cronbachのアルファ値は0.322で全体による0.289を上

回り信頼性が高い)回答した項目数を数えた｡ 6項目中

両立が厳しい

試合で緊張

体が心配

チームメンハ◆-との関係

スホ○-ツ以外のことが気になる

家族との関係

チームスタッフとの関係

0 10 20

Fig.9 心理･社会的問題･不安
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一つも問題･不安のない人は114人, 1個回答した人は

38人,複数回答した人は19人であった(Fig.10)｡治療

を受けずに通常練習を継続している障害の有無により,

心理･社会的問題への回答数をみた｡疾患を抱えている

選手は抱えていない選手に比べ,心理･社会的問題への

回答数が有意に多かった(Mann-Whitney検定 p<o.o1)
(Fig.ll)｡

｢日常生活で,競技を続けていくのに問題･不安だと

感じること｣について複数回答を求めたところ140件の

回答があった｡その内訳は｢休んでも疲労が取れか-｣

選手が56人(40.0%), ｢自分の自由な時間が取れない｣

という選手が32人(22.9%), ｢食生活が乱れていると感

じる｣選手が26人(18.6%), ｢睡眠不足である｣選手が

21人(15.0%), ｢薬を飲んでいるがドーピングになるの

か不安｣な選手が5人(3.6%)であった(Fig.12)｡こ

れらの項目は互いに独立と考えられ,回答した項目数を

数えた｡ 5項目中,問題･不安のか､人は84人, 1個回

答した人は46人,複数回答した人は41人であった

(Fig.13)｡治療を受けずに通常練習を継続している障

害の有無により,日常生活の問題への回答数をみた｡疾

患を抱えている選手は抱えていない選手に比べ,日常生

活の問題への回答数が多い傾向があった(Fig.14)｡

【医学的知識を持った職種の必要性】

｢競技スポーツの現場において医学的知識を持った職
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種がどの様に必要か｣, ｢競技スポーツに詳しい看護師が

養成されたとすれば看護師に期待することは何か｣とい

う設問については,選手の背景調査でスポーツ看護師に

関する認知度が極めて低かったことから,回答結果を省

略する｡

｢競技スポーツの現場に女性医療スタッフは必要だと

思いますか?｣の問いに対して選択式で回答を求めた｡

｢女性競技の現場にいたほうがよい｣が78人(45.6%),

｢男性競技の現場にいたほうがよい｣が9人(5.3%),

｢どちらの現場にもいたほうがよい｣が79人(46.2%),

｢どちらもいなくてもよい｣が12人(7.0%), ｢男性競

技の現場にいたら困る｣が1人(0.6%), ｢どちらの現

場にもいたら困る｣が1人(0.6%)であった(Fig.15)｡

性別でみると, ｢女性競技の現場にいたほうがよい｣と

答えた女性選手は49人(63%),男性選手は29人(37%),

｢どちらの現場にもいたほうがよい｣と答えた女性選手

は28人(35%),男性選手は50人(63%)であった｡

その理由について選択式で回答を求めた結果は, ｢女

性特有の体の悩みを相談できる｣が92人(53.8%) (男

性31人,女性61人), ｢女性のほうが真剣に話を聞いてく

れそう｣が29人(17.0%), ｢女性のほうが身近に感じら

れる｣が43人(25.1%) (男性8人,女性35人), ｢女性

がいると雰囲気がよくなる｣が38人(22.2%) (男性31

人,女性7人), ｢女性がいると練習に集中できる｣が4

人(2.3%),それに対して否定的な回答としては｢女性

のほうが真剣に話を聞いてくれなさそう｣が1人

(o.6%),｢女性のほうが身近に感じない｣が1人(0.6%),

｢女性がいると練習に集中できか､｣が3人(1.80/.)
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であった(Fig.16)｡

考 察

スポーツ選手が怪我をしたり体調が悪くても医療機関

にかからない原因のひとつには｢医者にかかって通勤中

止を命ぜられる｣ことを嫌うことがある｡スポーツ医学

に精通しない医師の場合,その選手全体像をみたトレー

ニング,日常生活の指導まではなされか､ことがある｡

治療のために練習を中断すると健常部のパフォーマンス

は低下するが,医療機関にかからか､選手の多くは障害

の治療よりも健常部のパフォーマンスを維持することを

優先していると思われる｡そのような背景から競争の激

しい競技スポーツでは治療を受けずに通常練習を継続し

ている選手の数は多く,そのような選手たちにとってこ

そ医学的知識を持って選手に寄り添うスポーツ看護師が

負うべき大きな役割があると考えられる｡しかし今回の

結果は1週間以上通常練習を休んだ経験のある選手や治

療しながら通常練習を継続していた選手に比べ,治療を

受けずに通常練習を継続していた選手は少なかった｡こ

れは今回の調査対象者が国民体育大会出場選手および

リーグ戦を連戦する実業団･クラブチームの選手であり

競技スポーツをしている人たちの中でも高いレベルで競

技をしている選手たちであることから,障害をそのまま

にしておくのではなく適切な治療を受けて競技を継続し

ていく環境や自己管理に対して高い意識があるためと考

えられる｡

次にその内訳を見てみると1週間以上通常練習を休ん

だ選手は,骨折や臆･じん帯損傷,使いすぎによる炎症

など長期の治療が必要と考えられるものが多いが,1ケ月

末満あるいは3ケ月末満で復帰する選手が多かった｡完

治してから復帰するケースのほうが多いが完治していな

いまま復帰する選手もあり,その場合は同じ障害につい

て治療を受けながら通常練習を継続し,しかもそのまま

試合･競技会にも出場する選手がみられた｡これは競技

スポーツ選手でしかも今回の調査対象者のように高いレ

ベルで競技している選手が試合や競技会などのために障

害が完治していなくても通常練習への復帰が求められる
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ためと考えられる｡また完治していなくてもテーピング

や装具などを用いて通常練習を行える状態になれば,自

己の技術向上や試合･競技会への出場のために復帰を希

望するためとも考えられる｡

1週間以上通常練習を休んだ経験のある選手は,障害

に対する不安の対応としてメディカルスタッフに相談す

る場合が多かった｡これは治療のために医療機関にか

かったり専属のドクターと接したりする機会が多く,メ

ディカルスタッフに問題や不安を相談する機会が多いた

めと考えられる｡同時に心理･社会的または日常生活の

問題や不安に関してもメディカルスタッフに相談しやす

い環境にあり,不安を訴える選手が少なかったと考えら

れる｡一方,治療を受けずに通常練習を継続していた選

手は障害に関する問題や不安に対して｢自分で解決でき

るので相談しない｣というものが多かった｡治療を受け

ていないために医療機関にかかったり専属のドクターと

接したりする機会が少なく,抱えている問題や不安をメ

ディカルスタッフにもチームスタッフにも相談しやすい

環境になかったと考えられる｡そのためその間題や不安

を解決できない傾向にあり,実際の障害以外にも心理･

社会的問題や不安を訴える選手が多かったと考えられ

る｡このような選手に対してスポーツ看護師が介入する

場合には,医療機関にかかる前にチームスタッフの一員

としてまたは身近な相談所やトレーニングセンターなど

で小さな障害に対するケアやそれに対する不安･悩みへ

の援助･指導を行っていくことが必要であると考えられ

る｡また医療機関にかかりながら通常棟習を継続してい

る選手に対しては,障害による身体的苦痛や精神的苦痛

を緩和し練習に集中できるようサポートしていく中で,

日常生活の話題などを通して抱えている問題を何気なく

表出する機会を持つ工夫が大切と考える｡

治療を受けずに通常練習を継続している障害に記載し

た選手は,全く医療機関にかかっていない場合と治療後

に軽快して今はかかっていない場合のいずれにしても自一

分で障害を抱えている状態と考えられる｡このような障

害を抱えている選手は抱えていない選手に比べ,日常生

活の問題について多くの不安を持つ傾向があり

(Fig.ll),心理･社会的問題について訴える不安の数

が多かった(Fig.14)｡選手自身が責任を持つ疾患があ

ると意識的または無意識的にその疾患以外にも不安を抱

えることから,軽快中の疾患や医療機関にかかるほどで

もないと判断される軽い疾患について医療者とその存在

を共有するだけでも不安の解消につながると考えられ

る｡これら障害を持つ競技選手の問題･不安は看護の対

象であり潜在的な選手のニーズととらえられる｡

競技スポーツの現場で選手をサポートするスタッフは

ほとんどが男性である｡その中で女性選手は女性特有の

体の悩みを気軽にチームスタッフに相談できない環境に

あると考えられる｡そのため女性選手は｢女性医療スタッ

フは女性競技の現場にいたほうがよい｣が多く,その理

由として, ｢女性特有の体の悩みを相談できる｣と｢女

岐阜大医紀 55; 1-16 (2008)

性のほうが身近に感じる｣が多くなったと考えられる｡

一方,男性選手は競技スポーツの現場で男性スタッフと

男性選手というほとんどが男性という環境の中で練習を

している｡そのため男性選手は｢女性競技の現場にいた

ほうがよい｣よりも｢どちらの競技の現場にもいたほう

がよい｣が多く,その理由として｢女性がいると雰囲気

がよくなる｣が多くなったと考えられる｡

今回の調査により,女性選手は医療スタッフとして同

性である女性スタッフを必要としていると考えられ,男

性選手は医療スタッフとしてよりも雰囲気が良くなるこ

とを期待して女性スタッフを必要としていると考えられ

る｡このことから女性スポーツドクターの少ない現状で

は女性スポーツ看護師が医学的知識を持った医療スタッ

フとして女性選手をサポートしていくことができると考

えられる｡

競技スポーツ選手が医療機関や医療スタッフにかかり

にくい状況で,身体的な問題を抱え込む際に心理･社会

的または日常の問題に不安を生じやすいことから,ス

ポーツの現場と医療機関の間に医療関係者が関わる利点

がある｡現状では医軌 理学療法士,柔道整復師などの

職種がボランティアとして不定期に現場に出向くのがほ

とんどである｡各職種は医療者としての知識をベースに

それぞれの特色を生かした活動を行っている｡近年女性

スポーツが盛んになりつつあり,今後は女性医療者の関

与が期待される中で女性看護師は有力な職種と考えられ

る｡看護師が医療者としての知識をベースにその特色を

生かすとすれば,どのようなことが期待されるのか｡今

回の調査でもそれに関する項目を設定したが,まず｢ス

ポーツ看護師｣自体が認知されていないことから戸惑い

がみられ有用な回答と考えにくい｡スポーツ歯科医など

認知度の低い職種はいずれもその職種の必要性,有用性

を探るために,まず認知度を上げることから始めねばな

らないと思われる｡

一方,スポーツ界に看護師の認知度を上げるためにも,
看護の専門性,特徴を訴える必要がある｡アメリカ看護

師協会(The Amedcan Nurses Association)では,看護と
は, ｢現にある,あるいはこれから起こるであろう健康

問題に村する人間の反応を判断し,かつそれに対処する

ことである｡｣としている2)｡その健康とは世界保健機構

がその憲章前文のなかで｢健康とは完全な肉体的,精神

的及び社会的福祉の状態であり,単に疾病又は病弱の存

在しないことではか､d｣としているように,競技スポー

ツに関する看護では,スポーツによる疾痛,病弱のみを

対象とするのではなく,広く競技に関わる中で現にある,

あるいはこれから起こるであろう問題に対する競技者,

スタッフの反応を判断し村処していくものである｡それ

を専門的に行う場合には,科学的で正確な知識と技術に

裏付けされ,より安全でより安楽な方法で実施すること

が求められている｡多くの看護論の中で論じられている

が3),肉体的にも精神的にも常より頑健な競技者は個々

の限界を超えて競技する時に自己実現すると考えら
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れ4),それに応じた看護を考える時には,競技者と看護

師の間の相互作用の中から個々のニーズを見出していく

ことになると思われる｡その際には潜在的な問題を察知

することも求められている｡ Henderson,Ⅴは1966年に示

した看護の定義で｢看護婦のユニークな機能は,病気で

あったり,健康である個人を援助することである｡健康

や病気からの回復(または,安らかな死)に貢献するこ

の援助行為は,もし個人が必要な強さと意志,知識を持っ

ていれば,他者からの援助なく自分で行えるものである｡

そして,できるだけ早く,個人が自己の自立を取り戻す

ことができるような方法で援助することである｡｣とし

ていて3),更に自立の援助という視点を加えている｡

疾患のリハビリテーションとしてのスポーツ,レクリ

エーション,健康増進のためのスポーツと異なり,競技

スポーツにおいては激しい競争が行われる｡その練習に

は一時的な｢不健康｣が求められ,それに打ち克つ身体

精神を鍛えることに大きな意義がある｡

このような状況の中で医学,医療がスポーツに村して

貢献できることは,生理学的,予防医学的な正しい知識,

情報の提供と,意図的に生ずる｢不健康｣に対する回復

の促進である｡そして不幸にしてスポーツ障害を生じて

一時的な｢不健康｣が練習をも制限せざるを得なくなっ

た時の治療である｡その際に競技選手の復帰を考慮する

と非競技選手と比較して最終目標や治療期間において要

求されるレベルが異なり,治療方法も個別に検討される

場合もある｡

個々の場合に応じた臨機応変な対応が要求され,医学

的な判断,治療を助け,社会的な様々な制約や個人の一

時的な要求により,選手の本来の姿を失うことのないよ

うな心理･社会的サポートを行っていく必要があり,香

護師がその役割を果たすことができると考えられる｡そ

のためにスポーツ看護師に要求される条件としては,医

学的な知識,技術だけでなく,各競技の特性,競技社会

の特性を理解できることが挙げられる｡

今回の調査で現れた心理･社会的な問題･不安,日常

生活の問題･不安のように顕在化したもののみならず,

潜在的な問題に配慮することで競技者の信頼を得ること

が必要であろう｡

今回の研究は対象者が高校生以上であること,また国

民体育大会に出場した選手および実業団チームに所属し

ている選手であり,ある程度高いレベルで競技スポーツ

を行っている選手に限定されていた｡そのため身体の自

己管理に関して意識が高い傾向にあり,このレベルまで

に敗退する競技選手ではまた異なる反応があった可能性

がある｡今後機会を得て一定の種目の競技選手について,

予選敗退者から優勝者までを同様の質問にて調査した

い｡

ま と め

競技スポーツ選手に村して看護師がどのように活躍で

きるかを検討するために,国民体育大会出場選手,リー

9

グ戟を連戦する実業団チームの選手を対象に,スポーツ

による障害とその治療について,心理･社会的問題･不

安,日常生活の問題･不安について,また女性医療スタッ

フの必要性についてアンケート調査した｡選手430人中

171人から回答があり,回収率は40%であった｡スポー

ツ専門医,理学療法士,マッサージ師,栄養士に比べ,

スポーツ看護師は認知度が低かった｡

それぞれの障害に対する不安に対して,専属ドクター

に相談する場合が多かったが,医療機関にかからず練習

を続けている障害については｢自分で解決できるので誰

にも相談しない｣という反応が目立った｡この欄に記載

する障害を持つ選手は自分で障害を抱えている状態と考

えられ,障害を抱えていない選手に比べ心理･社会的な

問題･不安の数が多かった｡また日常生活の問題･不安

の数も多い傾向にあった｡これら障害を持つ競技選手の

問題･不安は看護の対象であり潜在的な選手のニーズと

とらえられる｡

女性医療スタッフについては,特に女性選手から｢女

性特有の体の悩みを相談できる｣ことから｢女性競技の

現場にいたほうがよい｣という回答が多かった｡また男

性選手は｢どちらの競技の現場にもいたほうがよい｣と

し,その理由には｢女性がいると雰囲気がよくなる｣が

多かった｡女性スポーツドクターの少ない現状で,女性

スポーツ看護師が医学的知識を持った医療スタッフとし

て女性選手をサポートしていくことができると考えられ

た｡

看護師は医療機関にいて病者に対して専門的に働くこ

とが多いが,競技スポーツにおいては選手の自己実現の

ニーズに応えるべく,競技者との相互作用の中から個々

のニーズを見出し,普段の観察から潜在的な問題点を抽

出する能力を最大限発揮することにより,他の職種とは

異なるユニークな存在として活躍できると考えた｡
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匪頭]アンケート本文

A あなたの背景について

1. あなたの背景について当てはまるものに○をつけてください｡

②年齢

1 lo寂代

2 20-24歳

3 25-29歳

4 30-34歳

5 35歳以上

岐阜大医紀 55; 1-16 (2008)

(卦職業

1 高校生

2 4年制･短期大学学生

3 その他の学生

4 社会人アマチュア

5 社会人プロ

④競技種目

1 野球

2 バスケットボール

3 バレーボール

4 ラグビー

5 体操

6 柔道

7 剣道

8 レスリング

9 サッカー

10 ソフトボール

11水泳

12 陸上競技 短距離

13 陸上競技 中距離

14 陸上競技 長距離

15 陸上競技 投榔

16 テニス

17 ホッケー

18 その他(

2.以下の職種について,

1 スポーツ専門医

2 スポーツ歯科医

3 スポーツ看護師

4 理学療法士

⑤競技歴

1 1年未満

2 2-5年

3 6-10年

4 11-15年

5 16-20年

6 20年以上

ノ

知っているものに○をつけてください

5 マッサージ師

6 栄養師

7 臨床心理士(カウンセラー)

3･あなたの所属するチームに専属している医療職種があれば○をつけてください
l フ

TT:- "/宙日日｢i;
⊥

/ 1
'1

-
/ ｢く｢l JL/二三

2 歯科医

3 看護師

4 理学療法士

∈ _-ナ､‥ Jj_ ) ,I-[Frコニ
J ヾ ノリ ~/hIJJ

6 栄養士

7 臨床心理士(カウンセラー)

8 その他(
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B あなたの身体的･心理的･社会的なことについて

1.あなたは今までに,怪我や病気で通常練習を1週間以上休んだ経験はありますか?

もし有れば以下の質問にお答えください｡ 無ければ次のページに進んで下さい｡

ll

①病気や怪我の種類と部位,通常練習に復帰するまでの期間について,下記の表にそれぞれ当てはまる数字を記入し

てください｡該当するものが無い場合は空欄のままで結構です｡その他の場合は表に直接記入してください｡複数回

答可

種類 部位 期間 完治

国

@

@

種類

1骨折

2 ねんざ

3 突き指

4 腔･じん帯損傷

5 肉ばなれ

6 神経･血管の損傷

7 使いすぎによる炎症

8 心臓･血液の病気

9 呼吸器の病気

10消化器の病気

11腎臓の病気

12脳神経の病気

13感染症

14生理痛

15生殖器の病気

16その他( )

部位

1頭部 16手指

2 日 17前胸部

3 鼻 18背部

4 耳 19腹部

5 顔面 20腰部

6 口 21骨盤

7 歯 22股関節

8 首 23太もも

9 鎖骨 24ひざ

10肩 25ふくらはぎ

11上腕 26アキレス鰹部

12ひじ 27足関節

13前腕 28足部

14手関節 29足指部

15手 30その他

( )

通常練習に復帰するまで

の期間
1 1週間以上1ケ月未満

2 1ケ月以上3ケ月未満

3 3ケ月以上6ケ月末満

4 6ケ月以上1年未満

5 その他

( )

通常練習に復帰した時,

完治していましたか?

1完治

2 完治していない

②そのときの不安やそれに対する対応について教えてください｡対応については下記の中から選んで,数字でお答え

ください｡その他の場合は表に直接記入してください｡複数回答可

不安 対応

①

②

⑨

不安

1怪我や病気が治るのだろうか,復帰できるのだろうかという不安

2 試合に出られなくなる(団体競技の場合メンバーからはずされる)という不安

3 筋力が落ちてしまうのではないかという不安

4トレーニング方法についての不安

5 その他

対応

ア病院に行ったり,専属ドクターに相談したりする

イドクタ-以外のチームスタッフに相談する

り 家族や仲間に相談する

エ 自分で解決できるので,誰にも相談しない

オ誰かに相談したいが,相談できず因っている

カ その他
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2･あなたは今までに,病院で迦衰鰍,チームスタッフに頬最良是具しながら,通常練習を継続していた経
験はありますか?

もし有れば以下の質問にお答えください｡無ければ次のページに進んで下さい｡

①病気や怪我の種類と部位,試合･競技会に出られるまでの期間について,下記の表にそれぞれ当てはまる数字を記

入してください｡該当するものが無い場合は空欄のままで結構です｡その他の場合は表に直接記入してください｡複

数回答可

種類 部位 期間 完治

①

②

⑨

種類

1骨折

2 ねんざ

3 突き指

4 腫･じん帯損傷

5 肉ばなれ

6 神経･血管の損傷

7 使いすぎによる炎症

8 心臓･血液の病気

9 呼吸器の病気

10消化器の病気

11腎臓の病気

12脳神経の病気

13感染症

14生理痛

15生殖器の病気

16その他( )

部位

1頭部 16手指

2 日 17前胸部

3 鼻 18背部

4 耳 19腹部

5 顔面 20腰部

6 口 21骨盤

7 歯 22股関節

8 首 23太もも

9 鎖骨 24ひざ

10肩 25ふくらはぎ

11上腕 26アキレス臆

12ひじ 27足関節

13前腕 28足部

14手関節 29足指部

15手 30その他

( )

試合･競技会に出られるまで

の期間
0 試合にも継続して出ている

1 1週間以上1ケ月末滴

2 1ケ月以上3ケ月末満

3 3ケ月以上6ケ月未満

4 6ケ月以上1年未満

5 その他

( )

試合･競技会に復帰した時,

部完治していましたか?
1 完治

2 完治していない

②そのときの不安やそれに対する対応について教えてください｡対応については下記の中から選んで,数字でお答え

ください｡その他の場合は表に直接記入してください｡複数回答可

不安 対応

①

②

@

不安

1怪我や病気が治るのだろうか,復帰できるのだろうかという不安

2 試合に出られなくなる(団体競技の場合メンバーからはずされる)という不安

3 筋力が落ちてしまうのではないかという不安

4トレーニング方法についての不安

5 その他

対応

ア病院に行ったり,専属ドクターに相談したりする

イドクタ-以外のチームスタッフに相談する

り 家族や仲間に相談する

エ自分で解決できるので,誰にも相談しない

オ誰かに相談したいが,相談できず困っている

カ その他
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3.あなたは今までに,病院に行ったり, チームスタッフに相談したりしなくてもよい,あるいは相談

判断し,独自で対処し,通常練習を継続していた経験はありますか?

もし有れば以下の質問にお答えください｡無ければ次のページに進んで下さい｡
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したくないと

①病気サ怪我の種類と部位,試合･競技会に復帰するまでの期間,相談しない理由について,下記の表にそれぞれ当

てはまる数字を記入してください｡該当するものが無い場合は空欄のままで結構です｡その他の場合は表に直接記入

してください｡複数回答可

種類 部位 期間 完治 理由

①

団

⑨

種類

1骨折

2 ねんざ

3 突き指

4 腔･じん帯損傷

5 肉ばなれ

6 神経･血管の損傷

7 使いすぎによる炎症

8 心臓･血液の病気

9 呼吸器の病気

10消化器の病気

11腎臓の病気

12脳神経の病気

13感染症

14生理痛

15生殖器の病気

16その他( )

部位

1頭部 16手指

2 日 17前胸部

3 鼻 18背部

4 耳 19腹部

5 顔面 20腰部

6 口 21骨盤

7 歯 22股関節

8 首 23太もも

9 鎖骨 24ひざ

10肩 25ふくらはぎ

11上腕 26アキレス鮭部

12ひじ 27足関節

13前腕 28足部

14手関節 29足指部

試合･競技会に出られるまで

の期間

0 試合にも継続して出ている

1 1週間以上1ケ月未満

2 1ケ月以上3ケ月末浦

3 3ケ月以上6ケ月未満

4 6ケ月以上1年未満

5 その他

( )

試合･競技会に復帰した時,

完治していましたか?

1完治

2 完治していない

15手 30その他

( )

理由

①症状は軽いし,通常練習をしても気にならないから

②我慢しか-と,ライバルに負けてしまう(試合･チーム内)から

③チームスタッフに相談すると,試合に出るメンバーから外されてしまいそうだから

④家族に,病院に行ったりチームスタッフに相談したりすることを反対されたから

(9お金がかかるから

⑥その他

②そのときの不安やそれに対する対応について教えてください｡対応については下記の中から選んで,数字でお答え

ください｡その他の場合は表に直接記入してください｡複数回答可

不安 対応

①

②

⑨

不安

1怪我や病気が治るのだろうか,復帰できるのだろうかという不安

2 試合に出られなくなる(団体競技の場合メンバーからはずされる)という不安

3 筋力が落ちてしまうのではないかという不安

4トレーニング方法についての不安

5 その他

対応

ア病院に行ったり,専属ドクターに相談したりする

イドクタ-以外のチームスタッフに相談する

り 家族や仲間に相談する

エ自分で解決できるので,誰にも相談しない

オ誰かに相談したいが,相談できず因っている

カ その他
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4.あなたは競技に関して心理･社会的なことに関する問題･不安を感じたことはありますか?

( yES NO )

◎yESと答えた方にお聞きします｡

具体的にどんなことですか?また,それに対する対応について下記から選んで表に記入してください｡その他の場

合は表に直接記入してください｡複数回答可

不安 対応

①

②

⑨

不安

1試合になると緊張して力が発揮できない

2 将来的に体がもつのか心配

3 チームメンバーとの関係がうまくいかない

4 競技スポーツ以外のことが気になって,集中できない

5 勉強･仕事との両立が厳しい

6 家族との関係がうまくいかない

7 チームスタッフとの関係がうまくいかない

8 その他

対応

ア病院に行ったり,専属ドクターに相談したりする

イドクタ-以外のチームスタッフに相談する

り 家族や仲間に相談する

エ 自分で解決できるので,誰にも相談しない

オ誰かに相談したいが,相談できず因っている

カ その他

5.あなたの日常生活で,競技を続けていくのに問題･不安だと感じることについて教えてください｡また,それに

対する対応についても下記から選んで表に記入してください｡その他の場合は表に直接記入してください｡複数回答

可

不安 対応

①

②

⑨

不安

1食生活が乱れていると感じる

2 睡眠不足である

3 休んでも疲労がとれない

4 薬を飲んでいるがドーピングになるのか不安

5 自分の自由な時間がとれない

6 その他

対応

ア病院に行ったり,専属ドクターに相談したりする

イ ドクタ-以外のチームスタッフに相談する

り 家族や仲間に相談する

エ 自分で解決できるので,誰にも相談しない

オ誰かに相談したいが,相談できず因っている

カ その他
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C 医学的知識を持ったスタッフについて

1.医学的知識を持った職種が競技スポーツの現場においてどの様に必要か,それぞれについて下記より選んで表に

記入してください｡特別な理由があれば直接表にご記入ください｡複数回答可

必要性 理由

スポ-ツ専門医

スポーツ看護師

スポーツ歯科医

薬剤師

理学療法士

栄養士

臨床心理士

その他()

1常時現場にいてほしい

2 定期的に現場にいてほしい

3 必要なときに来てもらえばよい

4 現場に来る必要はない

5 大会項場にはいてほしい

6 医療機関でスポーツ専門の時間を作って欲しい

7 その他

2.競技スポーツに詳しい専門看護師が養成されたとすれば,スポーツの現場で看護師に期待することは何ですか?

当てはまるものに○をつけてください｡複数回答可

1競技種目やチーム,各ポジション特有の健康問題を

把握し,問題点の改善策を佃職種と連携し,考察･計

画･実施する｡

2 監督･コーチ･各スタッフ･選手など個人の身体

的･精神的･社会的状況から,健康状態を把握し,個々

の問題点の改善のための援助や健康別犬態を維持･増

進できるような援助を考察･計画･実施する｡

3 薬の管理を行う｡ドーピングについての知識の提供

や,医師からの指示により注射を行う｡また,副作用

の有無の確認や,アレルギーとの調整を行う｡

4 監督･コーチ･各スタッフ･選手の家族の悩みや不

安の緩和を図る｡また,必要であれば,食事管理や不

眠解消など,家庭管理の指導なども行う｡

5 チーム全体が常に健康でいられるように予防的視点

から援助する｡また,早期発見･早期治療のために,

普段の小さな変化を察知し,援助していく｡

6 治療中の対象者に関しては,早期治癒を目指し,医

師と連携をとりながらサポートする｡

7 スタッフに対して,医学的知識の提僕を行う｡

8 練習中･試合中で異常が発生した場合に,応急処置

や医師のサポートを行う｡

9 その他

( )
次ページの質問にもお答えください｡
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3.競技スポーツの現場に女性医療スタッフは必要だと思いますか?

当てはまるものに○をつけてください｡複数回答可

1女性競技の現場にいたほうがよい

2 男性競技の現場にいたほうがよい

3 どちらの現場にもいたほうがよい

4 どちらもいなくてもよい

理由 複数回答可

ア女性特有のからだの悩みを相談できる

イ 女性のほうが真剣に話を聞いてくれそう

り 女性のほうが身近に感じられる

エ女性がいると現場の雰囲気がよくなる

オ女性がいると練習に集中できる

カ 女性のほうが真剣に話を聞いてくれなさそう

キ女性のほうが身近に感じない

ク 女性がいると現場の雰囲気が悪くなる

ケ女性がいると練習に集中できない

コ その他

(

5 女性競技の現場にいたら困る

6 男性競技の現場にいたら困る

7 どちらの現場にもいたら困る

岐阜大医紀 55; 1-16 (2008)

)
ご協力ありがとうございました


