
MEDICAL STATEMENT
Participant Record (Confidential Information)

This is a statement in which you are informed of some potential risks
involved in scuba diving and of the conduct required of you during the
scuba training program. Your signature on this statement is required for
you to participate in the scuba training program offered

by_____________________________________________________and
Instructor

_______________________________________________located in the
Facility

city of_______________________, state/province of _______________.

Read this statement prior to signing it. You must complete this
Medical Statement, which includes the medical questionnaire section, to
enroll in the scuba training program. If you are a minor, you must have
this Statement signed by a parent or guardian.

Diving is an exciting and demanding activity. When performed
correctly, applying correct techniques, it is relatively safe. When

established safety procedures are not followed, however, there are
increased risks.

To scuba dive safely, you should not be extremely overweight or
out of condition. Diving can be strenuous under certain conditions. Your
respiratory and circulatory systems must be in good health. All body air
spaces must be normal and healthy. A person with coronary disease, a
current cold or congestion, epilepsy, a severe medical problem or who is
under the influence of alcohol or drugs should not dive.  If you have
asthma, heart disease, other chronic medical conditions or you are tak-
ing medications on a regular basis, you should consult your doctor and
the instructor before participating in this program, and on a regular basis
thereafter upon completion. You will also learn from the instructor the
important safety rules regarding breathing and equalization while scuba
diving. Improper use of scuba equipment can result in serious injury. You
must be thoroughly instructed in its use under direct supervision of a
qualified instructor to use it safely.

If you have any additional questions regarding this Medical
Statement or the Medical Questionnaire section, review them with your
instructor before signing.

Please read carefully before signing.

The purpose of this Medical Questionnaire is to find out if you should be exam-
ined by your doctor before participating in recreational diver training. A positive
response to a question does not necessarily disqualify you from diving. A positive
response means that there is a preexisting condition that may affect your safety
while diving and you must seek the advice of your physician prior to engaging in
dive activities.

Please answer the following questions on your past or present medical history
with a YES or NO. If you are not sure, answer YES. If any of these items apply to
you, we must request that you consult with a physician prior to participating in
scuba diving. Your instructor will supply you with an RSTC Medical Statement and
Guidelines for Recreational Scuba Diver’s Physical Examination to take to your
physician.

_____ Could you be pregnant, or are you attempting to become pregnant?

_____ Are you presently taking prescription medications? (with the exception of
birth control or anti-malarial)

_____ Are you over 45 years of age and can answer YES to one or more of the
following?
•  currently smoke a pipe, cigars or cigarettes
•  have a high cholesterol level
•  have a family history of heart attack or stroke
•  are currently receiving medical care
•  high blood pressure
•  diabetes mellitus, even if controlled by diet alone

Have you ever had or do you currently have…

_____ Asthma, or wheezing with breathing, or wheezing with exercise?

_____ Frequent or severe attacks of hayfever or allergy?

_____ Frequent colds, sinusitis or bronchitis?

_____ Any form of lung disease?

_____ Pneumothorax (collapsed lung)?

_____ Other chest disease or chest surgery?

_____ Behavioral health, mental or psychological problems (Panic attack, fear of
closed or open spaces)?

_____ Epilepsy, seizures, convulsions or take medications to prevent them?

_____ Recurring complicated migraine headaches or take medications to pre-
vent them?

_____ Blackouts or fainting (full/partial loss of consciousness)?

_____ Frequent or severe suffering from motion sickness (seasick, carsick,
etc.)?

_____ Dysentery or dehydration requiring medical intervention?

_____ Any dive accidents or decompression sickness?

_____ Inability to perform moderate exercise (example: walk 1.6 km/one mile
within 12 mins.)?

_____ Head injury with loss of consciousness in the past five years?

_____ Recurrent back problems?

_____ Back or spinal surgery?

_____ Diabetes?

_____ Back, arm or leg problems following surgery, injury or fracture?

_____ High blood pressure or take medicine to control blood pressure?

_____ Heart disease?

_____ Heart attack?

_____ Angina, heart surgery or blood vessel surgery?

_____ Sinus surgery?

_____ Ear disease or surgery, hearing loss or problems with balance?

_____ Recurrent ear problems?

_____ Bleeding or other blood disorders?

_____ Hernia?

_____ Ulcers or ulcer surgery ?

_____ A colostomy or ileostomy?

_____ Recreational drug use or treatment for, or alcoholism in the past five
years?

Divers Medical Questionnaire
To the Participant:

The information I have provided about my medical history is accurate to the best of my knowledge. I agree to accept 
responsibility for omissions regarding my failure to disclose any existing or past health condition.

_______________________________________ _________________ _______________________________________ _________________
Signature Date Signature of Parent or Guardian Date
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STUDENT

Please print legibly.

Name__________________________________________________________________________    Birth Date ________________   Age ________
First                                            Initial                                                Last                                                                                          Day/Month/Year

Mailing Address __________________________________________________________________________________________________________

City________________________________________________________________   State/Province/Region ________________________________

Country ____________________________________________________________    Zip/Postal Code _____________________________________

Home Phone (          )________________________________________      Business Phone (          )______________________________________

Email _____________________________________________________     FAX_______________________________________________________

Name and address of your family physician

Physician __________________________________________________     Clinic/Hospital ______________________________________________

Address________________________________________________________________________________________________________________

Date of last physical examination ________________ 

Name of examiner____________________________________________    Clinic/Hospital_______________________________________________

Address ________________________________________________________________________________________________________________

Phone (          )___________________________________    Email ________________________________________________________________

Were you ever required to have a physical for diving?  Yes   No         If so, when?________________________________________________

PHYSICIAN

This person applying for training or is presently certified to engage in scuba (self-contained underwater breathing apparatus) diving.  Your opinion of
the applicant’s medical fitness for scuba diving is requested.  There are guidelines attached for your information and reference.

Physician’s Impression

I find no medical conditions that I consider incompatible with diving.

I am unable to recommend this individual for diving.

Remarks ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   Date ___________________________
Physician’s Signature or Legal Representative of Medical Practitioner                                                                                                                              Day/Month/Year

Physician_____________________________________________    Clinic/Hospital_________________________________________

Address____________________________________________________________________________________________________

Phone (          )___________________________________    Email ________________________________________________________________
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現在妊娠をしている、もしくはその可能性がある。�
現在処方せんによる投薬を受けている（避妊薬、マラリア予防薬
は除く）。�
45歳以上の方で、以下の項目が1つ以上あてはまる。�
　パイプ、葉巻、タバコを喫煙している。�
　コレステロール値レベルが高い。�
　家族に心臓発作や脳卒中の病歴がある方がいる。�
　現在診療を受けている。�
　高血圧である。�
　食事療法で調整しているが糖尿病である。�
�
�
�
喘息（ぜんそく）、あるいは呼吸時の喘息（ぜいぜいする）、また
は運動時に喘鳴が起きる、または起きたことがあった。�
花粉症、またはアレルギー症状の激しい発作、あるいは頻繁な発
作がある。�
カゼ、副鼻腔炎、または気管支炎によくかかる。�
何らかの肺の病気（肺炎など）がある、またはなったことがある。�
気胸がある、またはなったことがある。�
その他の肺の病気がある、またはなったことがある。もしくは肺�
（胸部）の手術を受けたことがある。�
行動上の問題、または精神的、心理的な問題がある、またはなっ
たことがある（不安発作、閉所恐怖症、広場恐怖症など）。�
てんかん、発作、けいれんをおこす、またはそれを抑えるための薬
を服用している。�
複雑型偏頭痛を繰り返し起こす、またはそれを抑えるための薬を
服用している。�

意識喪失や、気絶したことがある。（完全、または一時的に意識
を失う）。�
乗り物酔いがよくある。または乗り物酔いが激しくある（船酔いや
車酔いなど）。�
赤痢または脱水症状で治療が必要である。�
何らかのダイビング事故や減圧症である、またはなったことが
ある。�
中等度の運動ができない（例えば、約1.6キロの距離を12分以内
で歩くことができない）。�
過去5年間に、意識を失う頭部の損傷があった。�
腰痛を繰り返し起こす。�
腰部または背骨の手術を受けている。�
糖尿病である、またはなったことがある。�
腰、腕、脚の外科手術、外傷や骨折後の後遺症がある。�
高血圧症、または血圧降下剤など、血圧をコントロールする薬を
服用している、またはしていた。�
心臓疾患にかかっている、またはわずらっていた。�
心臓発作がおきる、またはおきたことがある。�
狭心症、あるいは心臓外科手術、または動脈手術を受けている。�
副鼻腔の手術を受けている。�
耳の病気や手術を受けたり、聴覚障害、平衡感覚障害である。�
耳の病気を繰り返し起こす、または起こしていた。�
出血やその他の血液障害がある、またはあった。�
ヘルニアにかかっている、またはわずらっていたことがある。�
潰瘍、または潰瘍の外科手術を受けている。�
大腸や回腸の人工肛門の手術を受けている。�
過去5年間に娯楽で麻薬を使用したり、治療のために麻薬を用
いた、またはアルコール依存症になったことがある。�

この病歴／診断書は、ダイビングにはある程度の危険性が内存する
こと、トレーニング・プログラムにはやりとげなければならないことが告
知されていることを、確認するためのものです。スクーバ・ダイビング・
プログラムに参加するには、あなたの署名が必要です。�

インストラクター名：�

ストア名：�

住所：〒�
署名をする前に、この声明書をよく読んでください。スクーバ・トレーニ
ング・プログラムに参加するには、この病歴／診断書の声明書の全
項目に記入することが必要です。この声明書には病気に関する質
問があります。未成年者の場合には親権者、または保護者の署名
が必要になります。�
　ダイビングはエキサイティングなスポーツですが、同時にハードな活
動でもあります。正しいテクニックを用いる限りはダイビングは比較的
安全なスポーツです。�

しかし、安全手順に従わないときには、危険が増す場合があります。�
　スクーバを安全に楽しむには、極端なオーバーウェイトであったり、
コンディションを軽視すべきではありません。ダイビングはそのときのコ
ンディションしだいでは、非常に激しい活動にもなります。呼吸器系と
循環器系が健康であること、すべての体内空間に異常がなく、健康
であることが必要です。冠状動脈性の心臓の疾患、現在カゼをひい
ていたり、うっ血、てんかん、重度の医学的なトラブル、アルコールや薬
物依存の傾向などがある人は、ダイビングをすべきではありません。�
　また、ぜんそく、心臓の疾患、その他の慢性的な病状がある人、現
在定期的に投薬を受けている人は、プログラムに参加する前と終了
後も定期的に、医師そしてインストラクターに相談してください。さらに
スクーバ・ダイビングでの呼吸、圧平衡についてはプログラムの中でイ
ンストラクターから学びます。スクーバ器材の誤った使い方は、大きな
障害につながることがあります。正式な資格をもつインストラクターの
直接の指導のもとで、器材の安全な使い方のすべてを学ばなけれ
ばなりません。�
　この病歴／診断書について質問があるときには、署名をする前に
インストラクターとともにもう一度検討してください。�

署名する前によく読んでください。�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

以前に以下の病気にかかったことがある、または現在かかってい�
ますか？�

PADI病歴／診断書�
（MEDICAL STATEMENT）�

コース参加者記録（重要部外秘情報）�

病気に関する質問表�
参加者の皆様へ：�

私の病歴について、上記の情報は、私の知るかぎり間違いはありません。�
私は現在あるいは過去の健康状態を明らかにしなかった場合、記載漏れの事項に関する責任を負うことに同意します。�

参加者署名� 日付� 未成年者の場合は、親権者または保護者の署名� 日付�

この質問表は、リクリエーショナル・スクーバ・ダイビングに参加される前
に、医師の診断を受けるべきかを判断するためのものです。�
あなたが以下の各質問にYesと答えたからといって、ダイビングをする資
格がないことを意味するわけではありません。あなたのダイビング時の
安全性を阻害させる条件を判断させ、スクーバ・ダイビングに参加する
前に医師からのアドバイスを必要とすることを意味します。�

あなたの過去と現在の健康状態に関して、以下の質問にYesまたは
Noで答えてください。回答が不明の場合は、安全を記してYesと答え
てください。Yesの場合には、スクーバ・ダイビングに参加する前に、医師
と相談していただかなければなりません。�
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Appendix GENERAL STANDARD AND PROCEDURES

参加者記入欄

楷書で記入してください

氏名 生年月日　　　　　　　　　年齢　

住所

自宅電話 勤務先電話

Eメール FAX

あなたのホーム・ドクターあるいは主治医の住所と氏名

医師名 診療所／病院名

住所

電話

最後に受けた健康診断の日付

診断した医師 診断書／病院名

住所

電話　 Eメール

ダイビングのための健康診断を受けたことがありますか？□YES □NO YESであればいつ？

医師記入欄

上記の人はスクーバ（圧縮空気呼吸装置）によるダイビング・トレーニングに参加を申し込んでいます。この書類は

参加申込者の体調がスクーバ・ダイビングに適した健康状態であるかどうかをお尋ねするものです。

医師による診断

□ダイビングに不適格であると考えられるような、医学的な障害は見受けられません。

□ダイビングをすることはすすめられません。

所見

日付

医師あるいは医師の法定代理人の署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　年／月／日

医師名　 診療所／病院名

電話　 Eメール
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