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 傷病者とのコミュニケーション

〔第12回〕「事例集」

　　　　　　　　　　　　講師 鈴木　勇二
11 行目

１．は じ め に

　根室市消防本部の鈴木勇二と申します。シリーズ最終回
「事例集」を担当します。よろしくお願いします。
　今までにさまざまなコミュニケーションの方法が掲載さ
れてきました。この最終回では実際に自分が経験した事例
や職場の同僚が経験した事例を基に、どのようにコミュニ
ケーションをとれば良かったのか、または、参考となるコ
ミュニケーションのとりかたなどを挙げたいと思います。

２．乳 児 編

　７か月の男の子が、居間で息をしていないとの通報によ
り、１名増員の４名で現場に向かいました。家の前には子
供用の自転車が２～３台あり、兄弟がいるんだなーと考え
ながら玄関に入りました。玄関には子供用の靴が散乱して
いました（写真１）。

（根室市消防本部）

　玄関の入口から丁度まっすぐに廊下が伸び、その中間に
明かりが見えました。お父さんと思われる男性が、出てき
て、「早く！早く！」と我々を呼ぶ姿（写真２）が確認さ
れました。
　直ぐに廊下を駆け上がり男性の後を行きますと、うつ伏
せのまま、ピクリとも動かない男の子（写真３）を確認し
ました。

　その部屋には、兄弟が２～３名おり、男の子を心配そう
に伺っていました。直ちに観察をしますと、意識なし、呼
吸なし、上腕動脈も脈拍はありませんでした。心肺蘇生法
を行い、状況をお父さんに聞きますと、母親じゃないと分
からないと言うのです。それでは、「お母さんは？」と聞
きますと、お父さんが奥の部屋からお母さんを連れてきま
した（写真４）。

写真１

写真２

写真３

写真４
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　お母さんは、「私はきちんと面倒をみていた。振り向い
たら動かなかった」と言うのです。心肺蘇生法をしながら、
隊員に搬送準備を指示し、もう一度お母さんに「我々は、
お母さんを責めているのではないのですよ ! この子を助け
たいですので、詳しいことを教えてほしい」と説明しまし
た。すると、「実は、下の息子が寝たので、買い物に行っ
ている間、兄弟に見てもらったの。帰ってきたら息をして
いなかった。」と教えてくれたのです。消防には、どうし
ていいか分からず、お父さんに出先から戻ってきてもらい、
お父さんに１１９番してもらったと言うことでした。その
内容を聞き、直ちに搬送しましたが、病院で死亡が確認さ
れました。

　小さな子供でしたので、何とか救いたいと出場した隊員
全員が願いながら搬送しました。この現場では、母親が自
分を責めるあまり、救急隊に対して、当初強い口調で向か
ってくるような態度でしたが、救急隊は最善を尽くして搬
送しますとの、毅然とした態度で説明を行うことにより、
しっかりとした内容を把握することができました。

３．小 児 編

　１歳の女の子が熱を 40 度出し、痙攣をおこしていると
の通報内容で出場しました。
　通報内容は、火事を連想させるくらいの勢いで、家族の
あせりや不安が手にとるようにわかる内容でした。現場に
到着しますと、アパートの玄関が少し開き、何やら泣き叫
んでいる母親らしき声が聞こえてきました。
　玄関に入りますと、大人の女性ものの靴と子供の靴が
何足か並び、男性ものの靴は見当たりません。母子家庭
なのかな ? と考えつつ、退路を考慮しながら、「救急隊で
す、○○さんのお宅ですか？」との問いかけに「助けて下
さい !こっちです」との声が返ってきました。居間に入ると、
小さな布団にぐったりとしてすやすや寝ている女の子（写
真５）と、涙を浮かべてこちらを見る母親らしき女性（写
真６）が見えてきました。

　母親に状況を聞こうとしても、取り乱してなかなか上手
く話せません ( 写真７）。隊員に指示して、パルスオキシ
メーターを装着しようとしたとき（写真８）、女の子が目
を開け泣き始めました。女の子はマスクをして入ってきた、
３人の大男にびっくりして泣き始めたのです。

写真５

写真６

　困り果てた我々は、母親に「女の子を抱っこして救急車
まで行けますか」と話しますと、今まで取り乱していた母
親が、泣き声を聞き急に正気に戻り、しっかりとした口調
で「大丈夫です」と言ってくれました（写真９）。救急車
に入ってから、痙攣の時間や様式を聞き、泣き叫ぶ女の子
には、母親が直接体温測定やパルスオキシメーターのプロ
ーブを装着してもらい（写真 10）、無事に搬送することが
できました。
　小さい子供の救急現場では、特に母親が一番大事な役割

写真７

写真８
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現場の状況を考慮し、直ちに車内収容としました。病気の
ことを聞きますと、養護教諭の先生と野球部の先生は、普
段非常に活発で病気などしたことがありません。とても元
気な子供だと言うのです（写真 12）。

があり、子供の普段の状態や経緯など詳しく把握している
ものです。ですから外傷の小児コースなどでも、母親をう
まく使えますと、より良いコミュニケーションが取れ、円
滑な活動が行えますよと、よく教えてくれると思いますが、
まさにそのとおりです。

４．学 生 編

　中学生が野球の練習中に痙攣発作を起こしたとの通報に
より出場しました。現場の中学校へ到着しますと、グラン
ドの隅で養護教諭の先生と野球部の先生が、白いユニフォ
ームを着た中学生に付き添っていました（写真 11）。
　他の部員は、先生に指示されたのか練習を続けていまし
た。男の子の観察をしますと、痙攣はガクガクとまだ続い
ていました。ユニフォームの股の部分は尿失禁の跡があり、

　また、母親に連絡がついてすぐに搬送予定の病院に向か
うとの情報も、養護教諭の先生から教えてもらいました。
痙攣は病院まで継続していました。病院に到着しますと、
玄関には母親が立っており（写真 13）、実はてんかん持ち
で、先月にかかりつけの先生から「もう薬は飲まなくても
痙攣発作の恐れはないでしょう」と言われたため、痙攣止
めの薬を今月から止めたとのことでした。

写真９

写真10

写真11

写真12

　今回のような症例は、決して珍しくなくよくある話なの
です。また、母親は「てんかん」という病気を隠したがる
ことがあり、学校の健康情報表に記載しないで提出し、学
校では全く病気について把握していないことがよくあるの
です。今回はかかりつけ医が薬の服用を中止しましたが、
母親が勝手に判断して痙攣止めの薬をやめてしまい、結果
的に子供がけいれんを起こしてしまうなんてことも珍しく
ないのです。このような場合の情報の取り方は、非常に難
しいのですが、学校から連絡を受けた親が救急隊よりも早
く現場に到着していることもあります。その場合に親から
早期に情報を取ることや、少年の所持品に薬があることも
あります。その場合に薬の品名を搬送先の病院に連絡する
ことにより、早い治療につながることがあります。また、
何より子供のプライバシーにも考慮した難しい対応が必要
になってくるのは言うまでもありません。

写真13
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　急いで玄関に入りますと、「こっちです」と居間の方から、
女性の声が聞こえました。居間に入りますと、立ったまま
の状態で、下着を膝まで下ろし下着の間がもり上がってい
るのが確認できました。直ちに観察を行いますと、既に赤
ちゃんが生まれ、泣いていなかったのです。母親にとにか
く落ち着くように説明し、赤ちゃんと母親が繋がっている
へその緒を切りますので、自分が赤ちゃんを支えますから、
ゆっくり座るようにいいました（写真 15）。

傷病者とのコミュニケーション⑪

　隊員に指示し、お産セットを準備から、滅菌タオル大を
広げ臍帯クリップと臍帯専用ハサミを用意するよう指示を
しました。臍帯にクリップを子供から約 10 センチくらい
に１本、１本目から３センチくらいのところに２本目、更
に少し離れて３本目を掛けました。臍帯クリップの１本目
と２本目の間を専用ハサミで切断しました（写真 16）。
　その後、間髪いれずに赤ちゃんの口腔内を吸引しますと、
少し反応が出てきたため、背中を刺激しました（写真 17）。
すると元気な声で泣き始めてくれました。

　泣き声を聞いて、お母さんも安心したのか、安堵の表情
となり、お父さんもうれしそうにこちらをうかがっていま
す（写真 18）。
その後に、搬送に移ろうと考えましたが、母親からかかり
つけ病院の確認と今までの状況を聴取するとともに、子供
の保温を隊員に指示しました（写真 19）。
　幸いに、かかりつけは市内の２次病院とわかり、かかり
つけの助産師に連絡を行い、母親から胎盤が娩出していな

５．妊 婦 編

　男性から、「子供が産まれそうなので救急車をお願いし
ます」との通報内容により出場しました。出場途上、本部
からの詳細情報で、20 歳代女性、臨月で第２子を出産予
定との連絡が入りました。現場に到着しますと、男性が玄
関から出てきて、「産まれたかもしれない」といいながら、
駆け寄ってきました（写真 14）。

写真14

写真15

写真 16

写真 17

写真18

写真19
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いことと、搬送体位、子供の搬送方法について助言を頂き
搬送することになりました。

　今回は現場到着時、既に子供が産まれていて、子供にも
特にトラブルなく処置ができたため、落ち着いた母親から
詳しい情報を聞き出すことができました。また、指示をも
らった助産師も顔の見える関係にあったことから、特に問
題なく連携をとることができました。救急隊にとって、お
産はなかなか取り扱うことはありませんが、消防職員とし
て救急業務を行っていれば１件や２件は出会うことがある
はずです。その、数少ない症例に対して日頃から用意して
おくのがプロとしての使命と考えます。

６．老 人 編

⑴　70 歳代の女性がめまいを起こしているとの通報によ
り出場しました。現場に着くと家族に付き添われ、ベッ
ドに寝ている傷病者が確認できました。女性は目を開け
ると「グルグル目が回る」と訴えています。そのため、
終始目を閉じたまま、観察を行いました。家族は、「お
ばあちゃん、診察券は？」「おばあちゃん、持って行く
物は？」などいろいろと持参する物の確認をしていまし
た。女性はそのたびに、一つ一つ丁寧に家族に答えてい
ました。家族が「おばあちゃん」と言っていましたので、
ついつい自分も「おばあちゃん、血圧計右腕に巻くよ」
と言ってしまったのです。すると、今まで穏やかな感
じの女性の態度が一変しました。「私は、おばあちゃん
じゃないです ! きちんと○○という苗字があるんです !」
と怒り出したのです。それから、あわてて苗字で問いか
けても、時既に遅しで、私の問いかけには全く反応して
くれなくなりました（写真 20）。それを見かねた隊長が、
私に代わっていろいろと観察を行ってくれました。搬送
を開始し、病院に着くまで一言も話してはくれませんで
した。搬送後に隊長は私に、「傷病者にはきちんと苗字
で話しかけること」「何歳になっても苗字で呼んで欲し
いものなんですよ !」と優しく指導してくれました。こ

の経験を基に、今でも必ず苗字で傷病者に話しかけるよ
うにしています。

⑵　80 歳代の男性が自宅前で転倒し頭を打ったとの通報
により出場しました。現場に着きますと、居間に座り頭
から血を流した老人が１人確認できました（写真 21）。

　　「救急隊です」と声をかけても、顔をこちら向けるも
のの、声を出すことができないようでした。家の中に入
り、観察を始めますと、男性は、声が出ないとのジェス
チャーをするのです（写真 22）。

写真20

写真21

写真22

　　よーく観察すると、喉の部分に孔が開いており、発声
できなかったのです。また、強いアルコールの臭いが感
じられました。頭部の出血はガーゼと三角巾で処置し、
状況を聞くため再度話しかけてみますと、喉に蓋をする
と声が出るので蓋を探してほしいとのことでした（写真
23）。

写真23
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　　しかしながら、男性は酔っている状態であったため、
喉を塞ぐための蓋を探すことができず、結局そのまま搬
送となりました。搬送先の看護師さんから、このような
場合はガーゼでも良いですので、清潔なもので蓋をして
あげる（写真 24）と、空気が漏れないため、発声でき
ますよと教えてもらいました。今回は、初めての経験で
したので対処方法がわかりませんでしたが、ちょっとし
た知識で患者さんとコミュニケーションが取れることが
分かりました。

　　最終回に当たって

　　　　　シリーズ構成
山原　清一（釧路東部消防組合　釧路消防署）

　連載のテーマごとに私の思い浮かべた 12 人の救急救命
士に執筆をお願いしました。執筆に時間を割くのは並大抵
なことではないと思う中、皆さん快く引き受けていただき
感謝しています。それぞれの経験と個性を生かした原稿が
届くたび、構成者として一番最初に原稿を読めることがこ
の上ない喜びとなり、あっという間の一年でした。
　「傷病者とのコミュニケーション」といった一見掴み所
がないテーマだけを与え、詳細な構成などは指示しない中、
12 回の連載を終えることができたのは「傷病者のために
より良い救急活動を」という共通の目的があったこそと思
います。
　この連載を読まれた方から、「こんな場合はこう書かれ
ていましたね」と反応があったり、掲載写真から資機材に
ついて問い合わせがあったりと存外のこともありました。
　執筆者の一人は勤務明けの朝、書きかけの原稿と救急活
動記録を傍らに「自分の救急活動はこれで良かったのか」
と専門書を見つめていました。
その真摯な姿に頭が下る思いが
しました。
　コミュニケーション能力を高
めるには努力も必要です、12
回の連載が業務の一助となり現
場で生かされれば執筆者一同の
喜びとなることでしょう。

（終わり）

講　師

氏　名：鈴木　勇
ゆ う じ

二
所　属：根室市消防本部
出身地：根室市
消防士拝命：平成 3 年 4 月 1 日
救急救命士資格取得：
　　　　　平成 12 年 11 月
趣　味：ソフトテニス

写真24

７．お わ り に

　さまざまな現場がありますが、どれをとっても同じ現場
はありません。また、人それぞれ受け取り方が違いますの
で、コミュニケーションをとる方法も様々です。しかし、
我々に助けを求めている傷病者に対し、傷病者の気持ちに
寄り添いながら、活動を行うことが重要であると思います。
騒然とした現場で相手が取り乱していればなおさら、しっ
かりと耳を傾け傷病者の訴えを聴取し、観察を行うことに
より、より良い活動を行うことができることでしょう。

シリーズ構成者コメント

　鈴木勇二講師の事例から、傷病者だけを観察するのでは
なく、傷病者のおかれた環境などを見る洞察力が、傷病者
とコミュニケーションを円滑に行う基礎となり、その後の
救急活動がスムーズに展開することがわかります。
　この連載の最終回を飾るにふさわしい事例集でコミュニ
ケーションの参考となります。


