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派遣チーム
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記入）
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今回の診断結果は、下記の通りです。

年

月

日（

）

診断名：
評価：□ 診察

□ レントゲン

状態・程度：□ 軽症

□ エコー

□ 中等度

治療方針：□ 診察フォロー

□ CT

□ リハビリ通院

プレーへの参加：□ 問題なし

□ 注射

□ 検査待機（次回診察時に決定）

□鍼

□ コンタクトのみ制限

□ リハビリテーションに専念
練習復帰予定時期：
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□ 重症
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□ 経過観察

受傷部位のみ制限
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派遣チームコンディション連絡票
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