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　釧路町の釧路消防署の各務圭太と申します。どういうわ
けか、小さい子供と老人からは人気のある私が、シリーズ
第２回「乳幼児（母親とのコミュニケーション）」を担当
いたします。どうぞよろしくお願いします。
　今回は乳幼児とのコミュニケーションの方法と、乳幼児
を処置する上でのキーパーソンである母親とのコミュニケ
ーションについても述べていきたいと思います。この稿で
言う母親とは＝母親＋父親＋祖父母など、家族や子供を育
てている方と考えてください。
　私は現在６歳と５歳の娘がおります。子供を育てる前ま
では、年齢による身体の大きさや、行動、発語の時期など
はさっぱりわかりませんでした。まだ子供を育てていない
みなさま、もしくは何年も前、何十年も前に育てあげ、も
うすでに忘れてしまったみなさまのために、何分未熟な私
ですが少しでもわかりやすいように述べていきたいと思い
ます。

乳児（写真１）→乳児の仕事ですので、とにかくよく泣
きます。大体は、「お腹すいた」、「おむつが気持ち悪い」、「遊
んで欲しい（抱っこして欲
しい）」の３つです。普段
と比べて泣きやまなかった
らどこか痛いとか調子が悪
いと考えてください。また、
「母親の一部分のように感
じている」という表現もあ
るくらいですので、母親が
視界から離れることにとて
も恐怖を感じます。

幼児（１～３歳くらい）（写真２）→育てるにも救急隊的
にも一番難しい年頃でしょうか。自分で話す言葉より、聞
いて理解する言葉の方が多いです（まだ小さいのでうまく
伝えられませんが、大人の会話はけっこう理解している）。
言葉が少ないからこそ身振りそぶりで必死にアピールしよ
うとしていますので、母親や救急隊がよく観察することが
大切です。私の長女が２歳の頃、ある日のお昼過ぎに「パ
パん、お腹すいた」と言ってきました。さっき御飯食べた
ばかりなので私は「？？」でした。少し問診のように聴い
ていると急に私に甘えるよ
うに抱きついてきました。
お腹がグルグル鳴っていた
のでその瞬間気付きました
が、長女はお腹を下して「痛
かった」のです。このよう
に、子供なりに訴えてはい
るのですが、何分にも選べ
る言葉が少ない年頃ですの
でしっかりみてあげてくだ
さい。

幼児（４～８歳くらい）（写真３）→このころになると言
葉が達者になってきており、これに加えて感情を表現する
ことが多くなってきています。平気な顔、嫌がる顔、我慢
している顔など、表情を見れば間違いなくわかります。走
り回ったり、踊り出したり、急に突拍子もない動きをしま
す。そのわりには意外と大人や救急隊から促して、自分で
考えて妥協できたりもします。例ですが、「血圧計ってい
う機械腕に巻きたいん
だけど、痛くないから
どうかなー？？」、「ん
ー、じゃあいいよ！」
というような感じでし
ょうか。
　全ての年齢層に言え
ることですが、処置を
行う際はウソをつかず
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正直に言うようにしましょう。「ここ触るけど痛いよー」、
「いろんな機械つけるからねー」などなど。処置をスムー
ズにしようとウソをついて、あとあと大変な目に遭うのは
容易に想像できます。

救急現場での母親と関係者の特徴
　１１９番通報の時点でパニックの状態がほぼピークに達
しており、現場に着いてもパニック状態であることは少な
くありません。
　しかし、子供がぐったりしていたり、怪我をしていると
きに親がパニックになるのは、むしろ普通のことです。泣
いたり、ヒステリックに叫んだり、独り言を言ったり、逆
に感情を抑えて無口になったりすることもあります。また、
傷病者の家族背景には様々な事情があります。母親に問診
していても「にごす」表現をすることもありますので、こ
ういった場合には余り根掘り葉掘り聞かずに気持ちをくみ
取ってあげることも必要です。
　このように子供が痙攣して
いたり血を流している（写真
４）１分１秒は相当なストレ
スになり、ストレスから来る
不安定な感情の矛先が救急隊
員へ来るわけです。何回も言
いますがこれらの母親の反応
は普通なのです。

　みなさまも似たような経験
があるかもしれませんが、熱
性痙攣の救急現場で父親が玄
関から「やっと来たのか！」
と言わんばかりに出てきました。顔を真っ赤にして言葉に
は出さないものの、明らかに怒っているような場面もあり
ますし、子供の外傷の症例では出場から10分くらいで現場
着したのですが、野次馬からは「何十分待たせんだテメー
らは！！」などと言われたこともあります。このような態
度を取る人は実はとても傷病者のことを心配しているから
こその態度と言っていいでしょう。このような関係者には
できる限り手伝ってもらう（味方につける）ように努力す
ることもひとつの手段です。

　「人は見た目が○割」という言葉がありますが、まさし
くその通りですね。成人の外傷コース（インストラクタ
ーコース）でもこのようなことについて学び、小児の外傷

コースにはジェネラル・インプレッションという観察項目
があります。これは「ぱっと見て」ということなのですが、
現場到着「救急隊です、おじゃまします。」『むっ、２才く
らいかな？ぐったりしている、しかも母親がパニック状態
だな……でも部屋はきれい…』という感じでしょうか。傷
病者だけではなく、周りにいる人、環境も含めすべて感じ
取れるようになります。というよりも、無意識に感じると
思います。しかしその逆に、家族から私たち救急隊員も「ぱ
っと見られている」ということです。感染防止衣にマスク、
さらには帽子やヘルメットの被り物。救急隊でなければ完
璧に怪しい人物になります。（写真５）しかも３歳以下の
子供が見ると高頻度で怯えた挙げ句、泣きます。バイタ
ル測定が困難になり、バイタル自身も悪化していくかもし
れません。ですので、社会的信頼度が高い救急隊といえど
も外見ではかなり怪しい出で立ちなので、家族が感じ取る
部分というのは、「話し方」や「声（音量、トーン）」など
私たちが意識しなければいけないことで評価されています。
ただでさえ不慣れな乳
幼児の現場＋母親の対
応なのに、自分の話し
方まで意識するのは非
常に困難です。普段か
らの何げない日常会話
で少しでもトレーニン
グすることがスキルア
ップへの第１歩です。

　母親を味方にする。これに尽きます。

第１印象ＵＰの方法
　それでは母親を味方にするということはどういうことな
のでしょうか。まずは「母親に信頼される」ことが第一条
件でしょう。そして信頼されるには上手なコミュニケーシ
ョンが必要です。こういったスキルは若い人よりも年を重
ねた人生経験豊富な人の方が上手かもしれません。しかし
若い人でもトレーニング次第でどうにでもなります。自分
の欠点もわかってきますし、相手の悪い部分に気付いて自
分は気をつけようという意識も出てきます。飽くまで筆者
の私見ですが、

第１印象３.

幼児の救急現場での目標４.

コミュニケーション５.

写真４　血を流している幼児

写真５　子供からは完璧に怪し
　　　い人物にみえます

堀田
ハイライト表示

堀田
引き出し線
こちらを使うことが多いのでそのままにしてあります
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現場でのテクニック
①　乳幼児、母親ともに目線の高さ合わせ、目を見て話す。
（写真６）

②　専門用語や略語はなるべく使わない。これは同業者で
会話をスムーズにするためのものなので、母親と話すと
きには使わないようにしましょう。
③　母親は焦っていて一方的に話すことも多いので、母親
と話す時はこっちの会
話のペースにリズム良
く持って行く（できる
なら会話しながら処置
する）。
④　お礼を言う。過剰に
するのではなく、子供
を観察してくれていた
ことなど救急隊的には
有用な情報なので、そ
れについてのお礼を言
います。

トレーニング方法
①　署内のイベントを仕切ったり、発表したりします（写
真７）。署内での講習を担当したり、地域の検証会や学
会などで発表したりします。一方的にではなく、大事な
ことを相手に伝えることによって何が大切なのかがわか
ってきます。
②　いろいろなセミナーに参加してみたり、話のできる飲
み屋に行ったり、いろいろな「ジャンル」の人と話す。
③　「話し上手は聴き上手」ということです。私も修行中

ですが、人の話を聞かない（聞けない）人は、コミュニ
ケーションを取ることは困難だと思ってください。ちな
みに「聴く」は耳を傾け意識的に聞くという意味だそう
です。救急現場では母親は興奮していろいろ話してくれ
ますが、すべてのことを「聞く」のではなくて、必要な
情報だけ「聞く」ことが大切です。
④　救命講習をいい機会にしましょう（写真８）。救命講
習は講師と受講生が同じ目的を持っていますので、不慣
れな方でもコミュニケーションが取れます。これはもっ
てこいの機会です。私も昔は事務的に話すだけでしたの
で、受講生は余り面白くなかったのではと思います。ひ
とつの例ですが、釧路消防署では５年前から小児の救命
講習を始めています（写真９）。成人の救命講習はイン
ストラクター１名に対して６〜 10人が普通ですが、小
児コースではインストラクター１名に対して必ず受講生
は３，４人の少人数としています。こうすることによっ
て受講生は質問したい瞬間に質問でき（写真10）、イン
ストラクターもすぐ回答することができます。少人数で
は、全員の表情を見ながら講習でき、相手の「何がわか
らないか」を表情でわかる（写真11）ことが多々ありま
す。少人数ではコミュニケーションが取りやすいのです
（写真12）。何を言いたいのかといいますと、このように
同じ内容を教えるのでもコミュニケーションの方法を工
夫することにより、相手が理解する内容まで差が出てく
ることもあります。
⑤　番外編と思って欲しいのですが、「はったり」をかます。
自信のなさそうな態度は、母親を不安にさせ信頼感が損
なわれる可能性もあります。時には有効な手段になるこ
ともあります。

写真６　乳幼児、母親ともに目
線の高さ合わせ、目を見
て話します

写真７　署内のイベントを仕切ったり、
発表したりしましょう

写真10　受講生は質問したい瞬間に質問
できます

写真８　救命講習も利用しましょう

写真11　「なにがわからないか」が表情
でわかります

写真９　釧路消防署では５年前から小児
の救命講習を始めています

写真12　少人数ならコミュニケーション
が取りやすいのです
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傷病者とのコミュニケーション②

　実際にあった救急現場のやりとりを抜粋してみます。正
しい言い回しかどうかは人それぞれなので参考までに見て
ください。

①熱性痙攣
　熱性痙攣の場合は、現着後に大体治まっていることも多
いですが、母親は焦っている状態が見受けられます。ま
ず観察後、母親に今現在の子供の状態を、ドッシリするく
らい落ち着いて伝えるようにしています。例えば、「今痙
攣は治まってますが、もしかするともう１回くらい痙攣す
るかもしれないですね。」、母親「………！！！」、「ぐった
りしているのは痙攣で疲れて寝ている感じですね。ところ
で痙攣の時間は何分くらいでしたか？？」「えーと……！
２分くらいだったと思います！」、「ありがとうございま
す、わかりました。それで痙攣をおこしたのは初めてです
か？」、「そうです！」、「わかりました！初発なんですね。
かかりつけの病院はどこですか？？」、「○○病院にこの前
かかったばかりです。」というように、こっちのリズムに
持って行きつつ、かつスムーズに観察や状況把握をします。
母親に自ら考えてもらう（写真13）ことによって落ち着き
を取り戻してもらいます。救急隊としても傷病者が乳幼児
である以上、頼りになるのは母親しかいません。母親が焦
っている間は情報収集が進んでいかないと考えても良いで
しょう。緊急時ですがこういったやりとりをすることによ
って母親は、自分が徐々に処置に参加しているという感覚
を持っていってくれると言っても良いでしょう。悲観的に
なる母親もいますので、救急隊の役に立っていると感じて
くれれば、母親の負担は軽くなるはずです。

②交通事故
　状況、重傷度によって様々な場面がありますが、子供の
処置の他に救急活動を難しくしているのは、家族や関係者
が大声を出していることでしょうか（写真14）。大声のタ
ーゲットは加害者（と思われる相手）や救急隊がほとんど
です。救急隊が現場について傷病者に向かう途中、「遅い！」
だとか「ここまで来るのに何分掛かってんのよ！！」です
とか、立ちふさがってまでしつこく文句を言う関係者もい
ます。以前、立ちふさがった関係者には「救急車ですので
できる限り速くきました。それより人手が足りないかもし
れませんので、あとで担架を運ぶの手伝ってください！（や
や強気）」「……お、おう」。かなり落ち着いてくれました。
　小児が横断歩道で車と接触した救急現場では、その子の
父親が加害者（と思われる相手）に「俺の娘に何してくれ
てんだーゴルァ！！」など、珍しくありません。このとき
は軽症で意識もはっきりしていましたので、安堵の気持ち
からくる大声だったのかなと思います。「心配だったのは
重々わかりますが、見てください。お父さんの怒った声で
お子さん怯えてますよ！」と愛する我が子をキーワードに
して、言葉の中に盛り込むこともありました。
　この２つの事例は、救急隊からすると観察処置をする上
では弊害かもしれませんが、傷病者を心配する余りの言動
ですので、家族・関係者の心理ではいたって普通のことで
す。乳幼児の救急現場はこれを肝に銘じながら活動すると
良いでしょう。

　先も少し触れましたが、現在までに14回の小児コースを
開催しています。託児所を備えており（写真15）、コース
は少人数制、３時間はほぼ実技、さらに町内の小児科医と
コラボレーションして実施しています。受講生（母親・父
親（写真16）、祖父母、これから親になる人、幼稚園保育
所学校の先生、助産院の保健師など）に対して、インスト
ラクターである救急隊員（写真17）は実際にあった現場を
語ることで受講生に疑似体験をさせ、小児科医（写真18）
は普段聞けない医学に関わる疑問を解決するなど、少人数
のメリットを最大限活かすよう工夫しています。
　コースの最中、インストラクターとしてはうれしい悲鳴
と言えるほど質問がたくさんでます。「車で走行中呼吸な
くなったらどうすればいいの？」、「痙攣をおこすと子供は
どんなふうになるの？」、「呼吸苦しそうだったらどうした
らいいの」、「海で溺れたらどうすればいいの？」など専門
的な質問もしてくれます。
　やがてコースを重ねていきますと、もしかすると救急現

事　　例６.

写真13　母親に自ら考えても
らいます

写真14　家族や関係者が大声
を出していることがあ
ります

小児の救命講習７.
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場にいる母親も同じ疑問を抱いたり処置の方法を知りたい
のではないかと思うようになりました。母親は子供を産ん
で育児のことは学んでいますが、「子供の救命」について
は余り学んでいないのではないか？、これまでは乳幼児の
救急現場であれこれ説明するのは、母親にとって若干迷惑
なんだろうかと思っていましたが、決してそうではなかっ
たようです。子供には行う処置を正しく、母親には救命処
置に忙しい時にも、今子供が起こしている状態を「知りた
いところに手が届くよう」必要最低限の説明をするように
心がけています。

　この稿から若干脱線しますが、私は救急隊員にしかでき
ないと思っていることが２つあります。１つは、「パワー
から繊細まで」ということです。例えば、４階から100ｋ
ｇはあるＣＰＡの傷病者を家族がパニック状態の中、狭い
搬送経路（写真19）を器用にわずか３人でＣＰＲしながら

搬送し、救急車に収容した瞬間にパニック状態
の家族にＩＣをとりつつパンパンに張った手で
繊細な救命処置を行い（写真20）、さらに事故
を起こさないよう気を遣いながら迅速に搬送す
るということ。「パワーから繊細まで」は日頃
の訓練あってこそです。
　そしてもう一つは、「超短時間（数秒から１分）
のうちに、傷病者とその家族とコミュニケーシ
ョンを取ること」があります。現場に着いたと
同時にどういう感じの状況なのかを見る、聴く、
というか感じ取ります。家の周り、玄関前、玄関、
部屋の整頓具合、相手の話し方、仏壇の有無な
ど全てが情報になります。これらの情報を一瞬
で脳裏に焼き付け、把握して、言葉を選んだり、
接し方を変化させます。とても困難なことです

が、これは救急隊員にしかできない、他の仕事にはない醍
醐味です。

　乳幼児の救急活動がすばらしいものになるのかどうかは
コミュニケーション次第です。そして、倒れている乳幼児
だけでなくパニック状態の母親も一緒に「処置」をしてあ
げてください。
　これまで述べてきたことは全て、倒れている乳幼児とパ
ニック状態の母親を適切に処置し、同時に母親から信頼さ
れ、数あるいらない情報を「聴いて」排除でき、全ての情
報をまとめ判断し、臆することなく病院へ連絡し、適切に
搬送できるか、しかもそれがスムーズに行くのかというこ
とに繋がっています。そのためのコミュニケーション能力
を徐々に身につけていってください。コミュニケーション
は救急活動の内容を左右する重要な要素なのです。
　
　次回は「未成年」の予定です。

講　師

氏名：各
か く む

務　圭
け い た

太
所属：釧路東部消防組合
　　　釧路消防署
出身地：稚内市
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　　　（下手）、焼肉（うまい）
シリーズ構成

山原　清一（釧路東部消防組合釧路消防署）

救急隊員として８.

ま と め９.

写真19　狭い搬送経路を運ぶ
救急隊員

写真20　パンパンに張った手
で繊細な救命処置を行
います

写真15　託児所完備

写真17　インストラクターは救急隊員

写真16　父親も参加しています

写真18　左端の男性が小児科医です




