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秋から冬に流行する特徴的な子どもの病気

RSウイルス感染症：細気管支炎

◆主に乳児期にこの病型をとる。
◆咳嗽、鼻汁などの上気道炎症状が数日続いた後、感染が
　下気道、とくに細気管支に及んだ場合におこる。
◆呼気性喘鳴、多呼吸、陥没呼吸などの症状を示す。
◆胸部レントゲン写真では、びまん性の肺気腫像となる。

◆無呼吸：新生児では、頑固な無呼吸がみられることもある。

引用：感染症の診断・治療ガイドライン2004
　日本医師会雑誌 Vol.132(12)
Web画像：http://www.nsknet.or.jp/katoh/honbun.html



冬に流行する特徴的な子どもの病気

感染性胃腸炎：ロタウイルス

◆３～８日続く水様の下痢と嘔吐が特徴。
　発熱（乳幼児では高熱）と腹痛が
　しばしばおこる。
　まれにけいれんも伴う。
◆治ったあとの免疫は不完全。（また罹る）
◆下痢便は黄色～白色の便になるのが特徴的
◆脱水のため点滴が必要になり、４０人に１人くらいの割合で
　こどもが入院。
◆ロタウイルスは体外の環境下でも安定であるため、ウイルス
　で汚染された水や食物を飲食したり、おもちゃをしゃぶったり
　しても感染する。

（http://www.hyo-med.ac.jp/department/ped/qa/rota.html）



子どもに起きる事故などの特徴

頭部外傷
・家庭内で頻繁に起きる
・亜急性の発症もありえる

熱傷
・範囲、程度による緊急度

身体的虐待
ネグレクト

異物誤飲
・タバコが最多
・催吐禁忌なもの

窒息
・家庭用品で起こる

乳児突然死症候群
・その場での心肺蘇生
・予防キャンペーン



医学のことばのワカラン？

◆同じ病気なのにいろんな名前のものもある

・白色便性乳児下痢症
・冬季嘔吐下痢症
・ロタウイルス腸炎
・感染性胃腸炎（冬に乳児に流行する）

◆まったく違うのに似ている名前のものもある

・インフルエンザ　（ウイルス）
・パラインフルエンザウイルス
・インフルエンザ菌（ヘモフィルス・インフルエンザ）



医学のことばのワカラン？

◆原因がぜんぜん違うのに同じ病名のものもある

・感染性胃腸炎
　ウイルス性：ロタウイルス、ノロウイルス・・
　細菌性：サルモネラ、カンピロバクター、
　　　　　　赤痢菌、腸管出血性大腸菌、
　　　　　　腸炎ビブリオ・・

・乳児下痢症
　ウイルス感染
　栄養不良・過誤（昔はこちらが主な原因といわれていた）



医療情報リテラシー

◆医療情報の入手と質の確保

ホームページからは、膨大な量の情報にアクセス可能
しかし、情報の質はさまざま。

● 「こどもの救急」おかあさんのための救急＆予防サイト
　http://kodomo-qq.jp/ 　（社団法人　日本小児科学会）
●東京都こども医療ガイド
　http://www.guide.metro.tokyo.jp/ （東京都）
● 子どもに安全をプレゼント　事故防止支援サイト
　http://www.niph.go.jp/soshiki/shogai/jikoboshi/
●子どもの事故を減らすための情報交換コミュニティセーフティ・サイト
　http://www.jikoyobou.info/
●あいち小児保健医療総合センター
　http://www.achmc.pref.aichi.jp/
●加藤小児科医院　（写真や説明が豊富）
　http://www.nsknet.or.jp/katoh/



実 践 編



安心な子育てへのサポート

医療的トリアージ

● 「小児救急電話相談

　　　（＃８０００）」

● 病棟での

　　電話対応

● 「育児もしもしキャッチ」

● 「救急医療情報センター」

● 子育てに関する

　　いろいろな電話相談

情報伝達 指示・指導● １１９

● 「子どもあんしん電話相談」

●主治医の

　　電話対応● 「くすり電話相談」

● （救急）外来

　　での電話対応

状況判断受容・共感



小児救急の電話相談が果たすべき役割

①適切な医療的トリアージ
　電話相談によるトリアージは、必要な症例を適切に受診するよう助言することであ
る。適切な医療的トリアージは小児救急の電話相談が持つ基本的な役割である。
また、電話相談はあくまで「相談」であり、直接的な対面サービスではない。保護者
の観察と言葉という限られた状況での判断が求められる。言葉や声のトーンを頼り
にしながらも、疑われる症状や受診の必要性を適切に助言するものである。同じ電
話を媒介としていても遠隔医療*のように診断・指示をするものではない。

② 安心な子育てへのサポート
　保護者に安心を提供するためには、保護者の意図や気持ちに沿った受容と共感
が必要である。診察場面と異なり、電話相談システムを利用する保護者には、受診
の必要性や家庭での処置方法に対して、専門家のアドバイスを受け、自分の考え
が正しいか確認したいという不安や迷いがある。保護者は、書籍やインターネットに
より子どもの病気やけがの情報を得ることもできるが、電話相談という手段をとる場
合には、より対人的なサービスを求めていることが想定される。そのため、小児救急
の電話相談には、そのような相談者の心理を前提におきながら、利用者の判断を受
容し、適切なアドバイスの提供や安心を与える役割がある。

社会的サポートとしての小児救急の電話相談のあり方について
社団法人　日本小児保健協会　　　　　　　
小児救急の社会的サポートに関する委員会



SIDS相談
その他

療育・療養に関する相談
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アレルギーに関する相談

食事に関する問題

授乳

その他

母性相談

女性の体と心に関する相談

予防接種

家族・人間関係

教育

社会資源の活用

発育・発達

性格、行動、社会性

日常生活

育児相談

子どもの病気、
手当

事故相談

12,437件

3,153件

育児もしもしキャッチ

　　31,853件
（2001年11月1日～
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　　の分類別内容



子どもの病気・手当 事故相談

その他

感染症
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相談として寄せられた異物誤飲の対象物
（件）
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保護者のニーズ当事者（成人）のニーズ

救命救急的ニーズ

自覚症状的ニーズ
苦しいから

時間的ニーズ
昼間もそうしているから
時間が合わないから

このくらいなら何とかなる。
我慢しても大丈夫だった。

医
療
的
な
視
点

他覚症状的ニーズ
　　　　　　苦しそうだから

救命救急的ニーズ

時間的ニーズ

相談的ニーズ
経験がない
自分の決断に支持を得たい



保護者の視点 受け皿

小児救命救急医療救命救急的ニーズ

小児救命救急医療
時間外医療他覚症状的ニーズ

相談体制
（時間外医療）

相談的ニーズ

時間的ニーズ 時間外医療

保護者の不安



立場によって、
子どもの状態の判断は、
　　　　異なるべきでない。

立場によって、
保護者（相談者）への助言は、
　　　　異なる場合がある。



２歳男児。
半年前に一度熱性けいれんの既往（単純型）。
20時、38.5度の発熱に気づいた。

【電話相談員の助言】
救急受診と判断し、バックアップ医師へ転送。
・理由：相談マニュアルの規定。
　　　 　既往児の半数は、複数回けいれん。

【病院医師の助言】
発熱に対する自宅でのケアでよい。
・理由：既往児の半数は、一回のみ。
　けいれんを起こしたら、その時点で受診しても
　熱性けいれんであれば後遺症はない。



医療的トリアージの多様性

【救急（時間外）受診を勧める理由】
医療機関での電話対応の場合
・現在の子どもの状況に緊急的な処置が必要。
・次の外来受診時間までに、緊急的な処置が必要と
なる可能性がある。
・電話での説明が不明確、または保護者の状況の　
　把握が十分でない。
・顔をみないと安心できない（お互いに）。

電話相談等の場合（上記に加えて）
・自施設でフォローできない
　⇒ オーバートリアージ傾向。

・子どもの個別性より、一般的な事実をより重視。



医療的トリアージの課題

【受診を待ってよいと助言する理由】
医療機関での電話対応の場合
・現在および次の受診時間までに、緊急的な処置が
必要となる可能性がない。
・問題があれば、その時点で受診し責任を果たせる。
電話相談等の場合
・あくまで、保護者の自己決定への支持と助言。
・受診の必要はない、と判断しても、「ご心配なら受
診されてはどうですか」とつけ加える場合も。

【受診を待たざるを得ない場合】
・地域の時間外診療体制に、適切な医療資源がな
い場合は、トリアージ以前の問題。



相談項目別の救急外来受診勧奨の割合
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18.0%
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相談電話件数（件）
山崎嘉久ほか：社会問題としての小児救急 –保護者の不安軽減に果たす時間
外電話相談の役割,　日本小児科学会雑誌 109：753-757, 2005



電話でのトリアージの留意点

電話情報には、客観的事実と保護者判断が混在。
・客観的事実：発熱、嘔吐・下痢、咳、けいれんなど
・保護者判断の例
【ぐったりしている・顔色が悪い】
　保護者がどう判断しているのか。病気の時にぐったり
している状態を見たことがない人にどのように説明する
のか。ぐったりしていることを、過不足なく、電話口の相
手の言葉からどのように判断するのか。少なくとも「ぐっ
たりしていますか？」⇒ 「はい」「いいえ」のみでは？

【水分が取れない】
取らせる方法がわからない。とらせる方法が適切でない。
適切に取らせようとしてもとれない・・。



熱が出た
多くの場合原因は不明。

「まだ下がらないのですが？」
「心配ないでしょうか？」

「座薬を使っても、よいのでしょうか？」
「どうやって冷やしたら・・？」

「どの病院に行けばよいのですか？」

　今日、医者で、
「かぜといわれた」
を、鵜呑みにしない。

診断しない（できない。）
相談者の判断を受け止
め、適切に支持する。



電話の取り次ぎだって、トリアージ！

診察時間終了間際の
保護者からの電話連絡。先生、○○ちゃんのお母

さんから、また熱が出たっ
て、電話ですけど！（も
う外来終わりなのに…）

う～ん、きょう診察したば
かりだし。とりあえず心配
ないって、言っといて。

（今から診せに来てって
いうと、スタッフが…）



電話で、子どもの状況を適切に把握する

・保護者の言葉から子どもの状況を想像するスキル。
　臨床経験のみでは、不十分。
　電話相談の特殊性（対面状態の相談との違い）、
　傾聴技法の習得、自己理解と他者理解
　⇒研修による修得。

・子どもの状況について十分な知識
　子どもの病気、事故に対する知識。
　⇒最新の情報に更新する必要性。

・判断や助言の妥当性に対する評価
　医療機関等では、その後の受診でフィードバック可能。
　電話相談では、事業実施者にその対応が求められる。

電話相談対応者
向け専門研修



子育て支援としての小児救急システム

子ども

小児救急医療

救命の連鎖 Chain of Survival
救急搬送システムの充実

高次小児救急医療施設
地域の小児救急医療体制

予防
健康教育

母子保健
学校保健

安心な
子育て

電話相談など
保護者を支える
社会的サポート


