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レースにおけるレースにおけるレースにおけるレースにおける    危機管理危機管理危機管理危機管理    （初版）（初版）（初版）（初版）    

ⅠⅠⅠⅠ    目目目目    的的的的    

レースを安全に楽しく行うことは、選手や運営スタッフ共通の願いで、そのためには大会関係者全員の

協力が必要です。 しかし、事故を100％防ぐことは不可能であり、不幸にも事故が起きた際の主催者側

の対応として、この安全への規定を作成しました。 

レースにおける事故も色々とありますが、この規定はディンギーレースにおける危機管理を対象として

います。 

ⅡⅡⅡⅡ    万が一に備えての対応（各種保険）万が一に備えての対応（各種保険）万が一に備えての対応（各種保険）万が一に備えての対応（各種保険）    

ＪＯＢＣＡは、万が一の事故に備えてできる限りのことを準備する姿勢が大切であると考え、必要に応じ

次の各種傷害保険を契約する。 

①①①①    JSAF JSAF JSAF JSAF メンバー保険メンバー保険メンバー保険メンバー保険 JSAF への会員登録により自動契約（１，０００万円の死亡保険金） 

②②②②    総合賠償責任保険総合賠償責任保険総合賠償責任保険総合賠償責任保険 JSAF 加盟団体等、およびJSAF 登録指導者の主催または指導中の事故に対

する民法や国家賠償法上の賠償責任保険（７，０００万円／名、２億円／事故、保

険料：加盟団体１万円、指導者５００円） 

③③③③    スポーツ安全保険スポーツ安全保険スポーツ安全保険スポーツ安全保険 個人が加入(５名以上のグループで加入)する（財）スポーツ安全協会の保険で、

傷害及び賠償責任がセットされた保険（２，０００万円の死亡保険金、身体賠償限

度額１億円、財物賠償５００万円） 

④④④④    その他の保険その他の保険その他の保険その他の保険 上記以外にレースごとに必要に応じ各種傷害保険乃至それに賠償保険を付加したも

のなどと契約を結ぶ 

ⅢⅢⅢⅢ    事故直後の対応事故直後の対応事故直後の対応事故直後の対応    

事故を防ぐために、運営スタッフも参加選手も努力しますが、それでも事故の発生することがあります。 

そうした際の事故直後の対応は、概ね次のとおりとする。 

１１１１    応急措置応急措置応急措置応急措置    →→→→        人：止血、心肺蘇生人：止血、心肺蘇生人：止血、心肺蘇生人：止血、心肺蘇生    etc etc etc etc                 艇：アンカリング艇：アンカリング艇：アンカリング艇：アンカリング    etcetcetcetc    

① 事故の状況に応じて、止血や心肺蘇生などの応急措置を施す。 そのためには、日頃から救急救

命講習やスポーツ指導員講習を受講しておく （心肺蘇生法の概要は別紙１を参照）。 

② 艇のトラブルに関しては、人命に直接影響するようなものは比較的少ないと思われます。 まずは

冷静に状況を観察し、乗員の反応も聞いたうえで対応するが、自分達だけで対応できる事故か応

援が必要なのかを判断し、時間を有効に使う。 

③ アンカリングや曳航に際して艇体の破損等がある場合には、浸水にともなう対策を考慮する。 

④ 事故の程度に係わらず、早い段階で、大会本部へ第１報を入れる（緊急連絡体制は別紙２を参

照）。 
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２２２２    情報収集情報収集情報収集情報収集    →→→→    ５Ｗ１Ｈ５Ｗ１Ｈ５Ｗ１Ｈ５Ｗ１Ｈ    

① 事故内容に応じた対応を行うためには、まずは事故の内容を把握する。 

② ５Ｗ１Ｈに沿って次の情報を把握する。 

When：いつ  Where：どこで  Who：誰が  Why：なぜ  What：何を  How：どうした 

（事故直後は、なぜかということはさほど重要でない場合もあります） 

③ 陸上の大会本部へ救急車の手配等、さらなる展開に向けて準備要請を行う。 

３３３３    安全の確保安全の確保安全の確保安全の確保    →→→→    他の参加艇他の参加艇他の参加艇他の参加艇    etcetcetcetc    

① その場の状況や参加者のレベルにもよりますが、他の参加艇を一旦陸上に返した方がよいのか、

それともしばらく海上に待機（集結）させた方がよいのかを判断し、指示を出す。 

② また、運営艇に対しても確実に指示を伝える必要がありますから、通信の確保は最優先事項で

す。 

４４４４    救助要請救助要請救助要請救助要請    →→→→    海上保安庁、消防署海上保安庁、消防署海上保安庁、消防署海上保安庁、消防署    etc etc etc etc （別紙緊急連絡表参照）（別紙緊急連絡表参照）（別紙緊急連絡表参照）（別紙緊急連絡表参照）    

① 参加艇や運営艇への指示に並行して、人命への危険が高い、または危険が拡大する恐れがある

と現場の責任者が判断した場合、直ちに海上保安庁や消防署（救急）に救助要請を行う。 

（後から救助要請すればよかったと悔やんでも、人の命は戻ってきません） 

② 救急隊への搬送は一刻を争いますから、ハーバー以外に近い場所があればそちらへ向かい、そ

の旨を大会本部と消防署に告げておく。 

５５５５    応援要請応援要請応援要請応援要請    →→→→    ハーバー、マリーナハーバー、マリーナハーバー、マリーナハーバー、マリーナ    etcetcetcetc    

強風や濃霧、集中豪雨、日没などの状況によっては、陸上本部やマリーナに次のような応援を要請す

る。 

① 沈艇や乗員の捜索のために救助艇 

② 豪雨や濃霧時に、帰港する方向を知らせる灯火・照明や音響など 

③ 日没時に、帰港する方向を知らせる灯火・照明 

④ 自力で帆走不能な艇を曳航するための救助艇 

６６６６    事故報告事故報告事故報告事故報告    →→→→    主催団体責任者、参加選手の家族、所属団体、保険会社主催団体責任者、参加選手の家族、所属団体、保険会社主催団体責任者、参加選手の家族、所属団体、保険会社主催団体責任者、参加選手の家族、所属団体、保険会社    etcetcetcetc    

事故の状況によっては、参加選手の家族や責任者に連絡を取る。 そのためには必ず緊急連絡先が

記入された参加申込書を大会本部が持っておく （参加申込書の例は、別紙３を参照）。 

７７７７    捜索体制捜索体制捜索体制捜索体制    →→→→    関係団体、漁協関係団体、漁協関係団体、漁協関係団体、漁協    etcetcetcetc    

事故によっては、広範囲に遺体や艇体等の捜索活動が必要になりますが、その場合には、体制を整え

て行動に移る必要があり、次の点に注意する。 

① 事態の展開に備えて事故対策本部の設置 

② 初期の捜索体制の確立と情報の共有化 

③ 捜索要員の動員と連絡体制、使用艇の確保 

④ 捜索範囲（潮流による捜索範囲）と期間の設定 

⑤ 漁協への協力要請とその内容 

⑥ 捜索費用の負担と見込み 
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ⅣⅣⅣⅣ    事故後の対応事故後の対応事故後の対応事故後の対応    

海上保安庁に救助要請した場合や選手がケガをした場合など、出動した海上保安庁や所轄の消防署、

場合によっては警察署から事情聴取を受けることになり、基本的には次の対応を行う。 

１１１１    関係者への情報提供と協力依頼関係者への情報提供と協力依頼関係者への情報提供と協力依頼関係者への情報提供と協力依頼    

① 参加選手や運営スタッフに対し、ミーティング等を通じて事故の状況（事実）を説明する。 

② 特に、個人的な憶測に基づく言動は控えるように協力を要請する。 

③ 傷害保険の適用を考慮する場合には、加入している保険会社へ連絡し対応を相談しておくことに

より、保険請求の際の手戻りが防ぐ。 

２２２２    事故概要の整理事故概要の整理事故概要の整理事故概要の整理    

① 事故直後からの情報収集と関係者からの報告を基に、事故の事実関係を把握する。 

② 事実として浮かび上がってきた事柄は、出来るだけメモを取って共通の情報として整理しておく。  

特に人身事故の場合には、海難審判や刑事訴訟等に備えての貴重な資料となる。 

③ 整理した情報は、最終的なものではないため管理は慎重に行う。 

３３３３    事故原因の調査事故原因の調査事故原因の調査事故原因の調査    

① 事故概要の把握に並行して、可能な範囲で事故原因の把握に努め、記録しておく。 

② 時間の経過とともに記憶も曖昧になるので、出来るだけ時間が経たないうちに行う。 

③ 事故状況や艇の状況などを写真に納めておく。 

４４４４    事情聴取対応事情聴取対応事情聴取対応事情聴取対応    

① 通常、海上で発生した人身事故の場合には、海上保安庁からの事情聴取を受けることになる。 

② 救急車を要請した場合には、消防署から警察署への連絡に基づき警察の事情聴取も受ける場合

がある。 

③ いずれの場合も、安全の確保に協力していただいた公的機関ですから、誠意ある対応をおこない、

事情聴取の対応は一定の責任ある立場の者が務め、窓口を一本化する。 

④ 事情聴取では、先に整理しておいた事故概要の整理資料や、事故原因の調査結果に基づいて対

応する。 

⑤ 海上保安庁の担当係官はディンギーに対しての知識がありますが、警察署の場合には基本的な

知識を持っていない担当係官が多いので、基本的な事（艇体の構造、ディンギーの特性、救助体

制）も含めた説明と対応が必要となる場合がある。 

５５５５    マスコミ対応マスコミ対応マスコミ対応マスコミ対応    

① 事故の状況にもよりますが、海上保安庁や警察署からの情報により報道関係からの取材がある

場合も予想される。 

② マスコミ取材がある場合には、無作為に関係者への取材があることも予想されますから、取材を

受ける前に予め、上記１の「関係者への情報提供と協力依頼」をスタッフ間で確認しておき、これを

もとに対応する。 

③ 取材を妨げる必要はありませんが、誤った情報が流出することは危険です。 万一のことも考えて

参加者へ慎重な行動を促しておく。 
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④ マスコミ担当者についても、セーリングスポーツに対して予備知識がある方は少ないと思われます

ので、セーリングやレースに関する基本的事項の説明とともに取材に応じる。 

⑤ ここでも情報の混乱を防ぐため、取材対応は一定の責任ある立場の者が務め、窓口を一本化す

る。 

⑥ できるだけ事故概要は文書にしたものを作成し、配布説明すると情報がスムーズに伝わります。 

６６６６    関係機関への報告関係機関への報告関係機関への報告関係機関への報告    

① 事故の状況にもよりますが、事態が落ち着いた段階で関係先へ報告を行う。 

② 協力していただいた組織にも、きちんとした報告とお礼を述べる。 

③ 可能であれば、参加選手や運営スタッフ全員に詳しい報告を行うとともに、事故の再発防止へ向

けての協力要請なり、研修会の開催を行う。 

④ また、整理した情報（事故報告書）は、他のセーリング関係者にとっても貴重な情報ですから、要

請があればJSAF レース委員会等を通じて再発防止のために情報提供を行う。 

⑤ 保険契約の内容にもとづき、すみやかに保険請求を行う。 

７７７７    事故当事者（被害者）への対応事故当事者（被害者）への対応事故当事者（被害者）への対応事故当事者（被害者）への対応    

事故の当事者がケガをして入院した場合には、時間が取れ次第、入院先の病院等を訪問する。 主催

者として誠意ある対応を心がける。  

ⅤⅤⅤⅤ    最後に最後に最後に最後に    

完全な安全はないと思いますが、選手も運営スタッフも常に安全を意識し自ら出来ることを行動するこ

とで、より安全の度合いは向上します。 できるならば、この危機管理規定が実際に役立つことがないよう

に期待しています。 

2014年2月20日 

ＪＯＢＣＡ レース委員会 
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 海上の雷雨安全対策指針（案）海上の雷雨安全対策指針（案）海上の雷雨安全対策指針（案）海上の雷雨安全対策指針（案）    

１） 予報・注意報に耳を傾ける 

雷は、狭い範囲での、短時間の気象現象なので、現在の気象観測体制では、十分な予測が出来ない 

 しかし、海上（ハーバー付近、レース海面）で雷が発生しやすい気象状況なのか確認しておくだけで、心構えが変わる 

・ テレビなどの天気予報で、「大気が不安定」との言葉が出れば、雷の発生が予測される 

・ 気象庁発表の雷注意報をチェックする 

・ 雷の予報や注意報は、随時変更・発令・解除されるので、あくまで参考程度となる 

・ しかし予報は外れることが多く、注意報が雷の発生より遅れることも多々ある 

２） リアルタイムでチェックをしておく 

・ 常に最新の情報をリアルタイムで知っておくことが重要である 

・ そのためにも海上からも携帯電話で気象情報を随時確認し、雷の発生状況を把握しておく必要がある 

・ 特に雨雲レーダー、ゲリラ豪雨、雷予報を確認することが有効 

  ウェーザーニュース    http://weathernews.jp/ 

 NTT 雷予測  http://www.ntt.com/ict/library/future/rakurai_index.html?banner_id=k_y_icts001 

 関西電力  http://www1.kepco.co.jp/kaminari-info/rakurai/index.html 

３） 雷の接近を知り、事前に避難 

・ 雷鳴が聞こえた時には、すでに落雷の危険域に入ってしまっている 

・ 厚い雲で周りが暗くなったり、積乱雲の成長を見つけた時にも、すでに逃げ遅れてしまっている可能性

が高い 

・ 人間の経験や五感では、雷の危険域を認識できない 

激しい雨が降り出してから避難するのは、完全に逃げ遅れ 

・ 従って、稲光や雷鳴が遠くに聞こえ始めたら、直ぐに避難するべきである 

４） 雷に遭遇してしまった時の緊急避難 

・ 安全度の高い場所に一秒でも早く逃げることが先 

・ 場合によっては艇を放棄し、レスキューボートで非難することも必要 

・ 但し艇は可能な限りアンカリングさせておき、浮遊して航行するボート等に衝突することを避ける 

・ セールは下ろし、可能であればマストも倒す 

・ 艇の上では高いマストからは可能な限り離れ、サイドステーなどの金属類に触らない 

・ ゴム長靴・ビニールレインコートを身に付けていても、少しも安全にならない 

・ 雨が降っても、絶対に傘はささない 

・ 金属類は、そのままを身につけておいても雷を引き寄せない 

５） 結論（推奨） 

・ 天気予報で雷注意報、警報が出ているときは海上で逐一、天気状況を確認する 

・ 注意報、警報が出ているときは出艇前のブリーフィングで「迷わず帰ります」とレース委員会側の意向は

伝える 

・ 稲光や雷鳴が距離に関係なく確認されたら出艇しない 

・ 

海上で稲光や雷鳴が距離に関係なく確認されたら、レース中に関わらず直ぐに中止し、ハーバーバック

をする 
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ケガの応急処置ケガの応急処置ケガの応急処置ケガの応急処置    

1.1.1.1.初期治療の重要性初期治療の重要性初期治療の重要性初期治療の重要性 
スポーツには当然ケガはつきものです。緊急を要するものから比較的軽いものまでいろいろありますが、軽いも

のでも最初の治療を誤ると復帰が思わず長引くこともあります。 急を要するものは的確に処置を行わなければな

りません。 スポーツばかりでなく、日常生活の中で最も多いケガにおける応急処置について示します。  

2.2.2.2.頭部・頭部・頭部・頭部・顔面部の外傷顔面部の外傷顔面部の外傷顔面部の外傷 
頭部や顔面部の外傷は、命に関わることもありますので特に注意が必要です。 チェックする項目を述べます。 

①①①①意識があるかどうか意識があるかどうか意識があるかどうか意識があるかどうか 

ケガをした人とコンタクトできるかどうか確認します。一見意識があるように見えるが、はっきりしてないときが

あります。けがを負った人が今どこでなにをしているかを理解しているか確認してください。よく話してみるとよく

わからないことを言っていたり、自分が誰かわかってなかったりすることがあります。注意深く観察します。（図

1） 

受傷時は意識がはっきりしているのに、あとで意識がなくなることもあります。硬膜外出血などを起こしてい

て、じわじわ頭の中で出血しているときに起こります。 

②②②②麻痺がないか麻痺がないか麻痺がないか麻痺がないか 

手足に麻痺があれば、脳や脊髄の損傷が疑われます。 麻痺がないようでも指鼻試験（自分の指を自分の

鼻に持っていかせる）閉眼起立、片足立ちなどを行わせ平衡感覚がだいじょうぶか検査します。 

③③③③出血がないか出血がないか出血がないか出血がないか 

鼻出血・耳出血があり血に透明な液が混ざっていれば、髄液の流出を疑い頭蓋骨の骨折の可能性がありま

す。眼の回りに内出血があるときは、ものがしっかり見えるか確認します。視力が落ちているときには頭蓋骨の

骨折があるときがあります。 

④④④④痛み痛み痛み痛み 

激しい頭痛がいつまでも続くときも脳の損傷が疑われます。 

⑤⑤⑤⑤応急処置について応急処置について応急処置について応急処置について 

以上の症状があれば直ちにＣＴ装置があり、脳神経外科の診察ができるところに搬送しなければなりません。

搬送できる状態になるまで安静とします。 

呼吸や脈拍に異常があれば直ちに救急救命処置を行わなければなりません。  

3.3.3.3.熱・日射病熱・日射病熱・日射病熱・日射病 
非常に暑いところで、スポーツ活動を行っていると起きやすくなります。 上昇した体熱を下げるために皮膚

や筋肉に血液が増加したため、頭などに血液が回らなくなりふらふらになったり（熱疲労）、汗で体の中の塩分

が不足し、このため全身の筋肉がつりやすくなったりします（熱痙攣）。 ひどくなるとショック状態となり、適切な

処置をしないと死に至ることがあります（熱射病）。 

予防が大切で、試合や練習で十分なパフォーマンスを発揮するためにも、夏場の運動など大量の汗がでる

ことが予想されれば、運動前・運動中・運動後にこまめに水分を補給することが必要です。 あらかじめスポーツ

ドリンクのようなミネラルを含んだ水分を補給しましょう。 

日射病が疑われたら着衣をゆるめ涼しいところで体を休めて水分を補給させます。 もし循環障害や意識障

害があれば直ちに適切な治療が必要になり早急に医師に見せなければなりません。 

4.4.4.4.首のケガ首のケガ首のケガ首のケガ 
コンタクトスポーツなどで、ひどく頸部を痛めたとき、手や背中の方に激痛が走ることがあると首の神経を痛

めている可能性があり、病院で精密検査をする必要があります。 

5.5.5.5.胸部・腹部打撲胸部・腹部打撲胸部・腹部打撲胸部・腹部打撲 
胸部の打撲で問題になるのは数カ所で肋骨が骨折すると肺が膨らまなくなり、呼吸困難になることがありま

す。 腹部を打撲した後いつまでも強い痛みが持続するときは、内臓の損傷を疑わなければなりません。 
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6.6.6.6.出血出血出血出血 
受傷部から血が出ているとあせってしまうものです。 創部をよく観察し、適切な処置を行います。 まず、受傷部

が土などでひどく汚れているときは、きれいな水などで軽く洗いその後消毒します。 合わせて止血を行います。 

6666----1111．止血．止血．止血．止血法法法法  

ⅠⅠⅠⅠ．安静挙上法．安静挙上法．安静挙上法．安静挙上法        

傷が浅く出血が少ないときは、傷口を清潔なガーゼなどで覆

い高く挙げておけば、血液成分がかさぶたを作り自然に止血さ

れます。 血液は空気に触れると凝固していきます。(表-１参照) 

    

    

    

                                表表表表----１１１１    血液凝固の血液凝固の血液凝固の血液凝固のメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム  

ⅡⅡⅡⅡ．圧迫法．圧迫法．圧迫法．圧迫法        

体表の出血は傷口の上に清潔なガーゼや布をおき手で押さえていれば、数分で止血することが多いです。

殆どの出血は、この圧迫法と上記の挙上法を併せ行えば止血は可能です。 

図-１ 

 

 
ⅢⅢⅢⅢ．緊縛法．緊縛法．緊縛法．緊縛法        

圧迫していても血がどんどん出てくるようなときは、傷の心臓に近い方（上腕・大腿）を布などで縛ります（図

-2）。 大血管の損傷がなければ、圧迫法と高挙で止血されるので応用されることは少ない。 緊縛の時間は１.

５～２時間を限度とする方が安全です。 縛ったところより末梢は血液がいかなくなるので至急医師に見てもら

わなければなりません。 

★注意事項：上腕、大腿を縛ります。前腕・下腿など骨が 2 本

あるので適しません。 弱い緊縛では静脈還流のみ止め、出

血を助長するだけでなく、組織に障害を与える結果となりま

す。 また、細めのベルト、輪ゴム、布片などで緊縛すると神経

の挫滅障害を起こしたり、長時間の使用で末梢の壊死を起こ

しますので注意が必要です。 

 

 

図-2 

ⅣⅣⅣⅣ．血管指圧法：．血管指圧法：．血管指圧法：．血管指圧法：        

出血している血管の心臓に近い側を手指で圧迫する方法です。 手指の動脈、上腕動脈、大腿動脈などが

ありますが、力が要り、そう何分も続けることは困難です。  

6666----2222．傷の清浄化．傷の清浄化．傷の清浄化．傷の清浄化  
土砂などを水道水などで洗い流します。 ガーゼ、脱脂綿などを用いてもよいですが、土砂などを擦り込まな

いように注意してください。  
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6666----3333．傷の消毒．傷の消毒．傷の消毒．傷の消毒  
消毒液にはイソジン、ヒビテン、オキシフル、ヨードチンキ、赤チンキなどが使われていますが、夢中になって

傷口を刺激したり、傷つけないように注意が必要です。 

★注意事項：早く治そうと焦って色々な消毒液をつけると、効果が失せます。 たとえばヨードチンキと赤チン

キを一緒に使うと化学反応で消毒効果がなくなります。 

  また、深い傷では軟膏などを塗ると、傷を縫ってもつきにくくなることがあるので、軟膏処置は止めてくださ

い。 

6666----4444．破傷風．破傷風．破傷風．破傷風  
傷で怖れられているのは破傷風です。 頻度は少ないですが、死亡率が高い病気です。 前駆症状として、

不安、不眠、倦怠感、引きつるような筋肉痛などがあります。 発症はあごの筋肉の硬直によって口が開きにくく

なることに始まり、全身の筋肉の硬直が進みます。 それと同時に筋肉の痙攣が起こり、僅かな刺激でも痙攣を

起こすようになります。 潜伏期（２４時間～６０日）が短いほど重症で、死に至ることが多いです。  

予防として破傷風トキソイドの注射をしますが、１回の注射では効果が出ず、図のように数回の接種が必要

です。 上記の症状が見られたときは大至急医者の診断を仰いでください。 

            図図図図----3333    血中破傷風抗体価の推移血中破傷風抗体価の推移血中破傷風抗体価の推移血中破傷風抗体価の推移  

 

 

 

 

 

7.7.7.7.骨折・脱臼骨折・脱臼骨折・脱臼骨折・脱臼 
腫れや変形がひどいときは骨折・脱臼を疑います。 骨折が疑われるときはそのまま安静にするか、もし固

定できるようなものがあったら患部をそっと固定し、専門の医師に診てもらう必要があります。 医学的知識がな

いのに整復操作を行うことは危険です  

図―4 

8.8.8.8.四肢の捻挫・打撲四肢の捻挫・打撲四肢の捻挫・打撲四肢の捻挫・打撲 
①①①①ＲＩＣＥが原則ＲＩＣＥが原則ＲＩＣＥが原則ＲＩＣＥが原則  

  ＲＩＣＥが原則です(図-５，６，７，８)。病院に来る患者を見ると湿布するだけの処置で来院する人が多いようで

す。 末梢が、むくまない程度に包帯などで圧迫してやると後の治りが良くなります。  

安冷圧挙安冷圧挙安冷圧挙安冷圧挙    = = = = ＲＩＣＥＲＩＣＥＲＩＣＥＲＩＣＥ 

ＲＲＲＲ- Rest（安静） 

    ＩＩＩＩ    - Icing（冷却） 

ＣＣＣＣ- Compression（圧迫） 

ＥＥＥＥ- Elevation（挙上）  
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図-５   患部を安静にします。 病気の程度によって軽く

動かして良いものからギプスなどで固定しなければなら

ないこともあります。  

 
 

図-６   腫れを防ぐために冷却します(冷却しすぎて凍傷

にならないように)。 数日経って痛みが引いてくれば逆に

暖めていきます。  

 
 

 

 

 

 

図-７   腫れを防ぐためには、圧迫が大事だが行ってな

いことが多い 

 
図-８   なるべく心臓より上に上げておいた方が腫れは

少ない。 特に足のケガは腫れやすいので、数日は挙上

しておいた方が早く治る。 

 

②②②②医師に見せる目安医師に見せる目安医師に見せる目安医師に見せる目安 

腫れがあるようならレントゲンなどを撮った方がよいでしょう。 痛みが強かったり、動きが悪かったり、力

が入らなかったりすれば、やはり精密検査が必要になると思います、早めに医師の診察を受けましょう。  

    


