
神奈川県の相模原市から参りました内郷診療所の土
肥と申します。本日は発表の機会を与えていただき、
ありがとうございます。

内郷診療所は開設60年になり、昨年1月に新築し
ました。

赤ちゃんからお年寄りまで、年齢にかたよりなく、
地域の方々が家族ぐるみで来院されています。

地域医療では小児1次救急を避けて通れませんが、
外科出身の私も夜間休日の小児救急当番に月3回程
度従事しています。訴訟が多く専門医志向が強い今
の時代に小児を専門としない医師が小児救急に従事
するのはやはりストレスです。

小児1次救急の質向上のための
シミュレーション教育の開発 

土肥直樹1） 茂木恒俊2） 児玉和彦3） 吉野尚一4） 

加藤千明2） 楳川紗理5） 一ノ瀬英史6）  
 
   1）神奈川県・相模原市国保 内郷診療所  
   2）麻生飯塚病院 総合診療科   
   3）和歌山生協病院・こだま小児科 
   4）日本看護協会 看護研修学校   
   5）聖マリアンナ医科大学 救急医学   
   6）頴田病院  飯塚頴田家庭医療プログラム 

 

相模原市国保 内郷診療所（昭和27年開設） 

・内・外・小・整・胃腸科（総合診療）  
・院内調剤  
・医師1 看護師2 事務2    
・予防接種 
・特定検診 がん検診 乳幼児検診 
・上部消化管内視鏡（NBI） 
・在宅療養支援診療所 
・学校医（保育園・小学校・中学校） 
・研修協力施設（国際親善総合病院） 
・医学部実習施設（横市大・自治） 

内郷診療所 受診者年齢分布 

平成19年度サンプル調査 

小児１次救急 

・地域医療では避けて通れない 
 
・月3日程度内科小児科救急当番あり 
・小児を専門としない医師には大きなストレス 
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小児を専門としない医師が小児救急に従事している
のは私の勤務地に限ったことではなく、2009年の
日本小児科医会全国調査によれば我が国の小児1次
救急を担う医師の過半数が小児科を従に標榜する医
師とされています。

小児救急の特徴は、時間外受診が多いこと、小さな
児は自分で症状を表現できないためウォークインの
重症例があること、症状が非特異的であること、病
状の進展が早いことなどがあげられます。

医師の生涯教育として近年シミュレーション教育が
重視されています。知っていることと行動できるこ
とは別ということで、卒前教育や研修医の教育など
でも導入が進んでいます。

診療の質を向上させるために、診療所に赴任してま
もなく日本プライマリケア学会に入会したところ、
ご縁があって、プライマリケア学会の生涯教育委員
の立場で、麻生飯塚病院で行われていた救急初療
T&A というシミュレーションプログラムのブラッ
シュアップのお手伝いをすることになりました。
プライマリケアの現場で役立つプログラムを目指し
て飯塚病院の先生方、有志の先生方と取り組んだ結
果、2008年に成人救急用のプログラムを、2011年
に小児救急用のプログラムを作成することができま
した。
完成間もない小児 T&A を日本プライマリケア連合
学会教育ワークショップとして昨年7月に札幌で、
11月に大阪で開催したところ高い評価をいただき、
今年は京都、沖縄、東京、横浜、福岡の各地で展開
しています。再来週は鳥取で、来月は広島で開催の
予定です。

小児1次救急を担う医師の属性 
小児科を主に標榜する診療所医師 17.9% 
小児科を主に標榜する病院医師   24.3% 
 
小児科を従に標榜する診療所医師 54.0% 
小児科を従に標榜する病院医師      3.8% 
 
        日本小児科医会全国調査(2009年） 
 

小児救急の特徴 
• 時間外受診が多い 
• ウォークインで重篤例がある 
• 非特異的な症状で重篤例がある 
（例）嘔吐、ぐったり→髄膜炎、脳炎、DKA、腸重積、 
              捻転、心筋炎、内ヘルニアなど 
• 病状の進展が早い 
 

診療の質向上のための生涯教育 

・知っていること（知識）と行動できること（実技）は別 
・知識と実技の両者を習得できる教育プログラム 
 
・診療現場を再現したシミュレーション教育への期待 

 救急初療 Ｔ&A 
Triage & Action ｢動きながら考える｣ 
麻生飯塚病院総合診療科で考案されたロールプレイによるシミュレーション教育 
・１次救急成人版：2006年開発スタート、2008年テキスト/シナリオ完成  
・１次救急小児版：2008年開発スタート 
 →家庭医/総合医と小児科医が共同開発、2011年テキスト/シナリオ完成（＝小児T&A) 

 
小児T&A 
・日本プライマリケア連合学会教育WSとして2011年7月札幌、11月大阪でお披露目 
・受講生6名+スタッフ4名（ファシリテーター、模擬患者役、模擬看護師役、チェッカー役） 
 で1ブース、これを6ブース設営して開催（受講者36名/スタッフ24名） 
 
・ブラッシュアップを繰り返しながら2012年5月福岡（飯塚病院）、6月京都（宇治徳洲会病院）、 
 7月沖縄（中部徳洲会病院）、8月東京（CFMD)、横浜（日本外来小児科学会）、9月福岡 
 （日本プライマリケア連合学会学術大会）で開催 
・2012年10月鳥取（鳥取県立中央病院）、11月広島（広島大学病院）で開催予定 
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小児 T&A をご紹介します。
このプログラムの目標は①緊急性、重症度が高い患
児をトリアージし、適切な処置を行いながら可及的
速やかに小児科医に相談・連絡できる、②帰宅可能
な軽症例に対して初期対応ができる、③患児家族に
対して適切な病状説明ができる、の3つです。
設定は夜間急病診療所です。
ロールプレイのシナリオはトリアージ6本、症候10
本の計16本で構成され、厚生労働科学研究報告書
の「小児初期救急診療ガイドブック」に準拠して
作成しました。

小児 T&A をフルに行うと6時間かかりますが、実
際にやってみると時間が短く感じられ、後ほど受講
生のアンケートを供覧しますが、時間的にちょうど
良いとの意見を多くいただいています。

テキストの一部を供覧します。
小児診療の基本である「見た目」で判断するトリ
アージの手順を言語化しています。見た目、
Appearance を Play、Activity、Look、Speech/
Smile、略して PALS と名付けています。

次に呼吸、Breathing です。聴診器をあてる前に、
体位、呼吸数、陥没呼吸や努力性呼吸、呻吟の有無、
喘鳴や犬吠様咳嗽など異常な呼吸音の有無を観察、
評価します。

小児T&A 
  コース目標 
①緊急性,重症度が高い患児をトリアージし,適切に処置しながら 
    速やかに小児科医に相談・連絡できる 
②帰宅可能な軽症例に対して初期対応ができる 
③患児家族に対して適切な病状説明ができる 
 
  コース内容（動きながら楽しく学習するシミュレーションプログラム） 
・設定は夜間急病診療所（医師１人、入院設備なし） 
・視診/触診/問診/SpO2モニター/ＵＳ/検尿/血糖/酸素ボンベ 
・シナリオはトリアージ６本、症候１０本（発熱・痙攣・喘鳴・腹痛・ 
 嘔吐/下痢各２本）の計１６本→「小児初期救急診療ガイドブック」 
 （厚生労働科学研究報告書/へるす出版/2004年）に準拠 
・全体講義とシナリオロールプレイを交互に実施 
・終了後にアンケートを行いスタッフにフィードバックを行う  

小児T&A 時間割（2011.11大阪 ） 

  9：00～10：00  講義、デモ、トリアージ（シナリオ6本） 
10：00～10：45  発熱（講義15分、シナリオ2本30分） 
10：45～10：55  休憩 
10：55～11：40  熱性けいれん（講義15分、シナリオ2本30分） 
11：40～12：25  喘鳴（講義15分、シナリオ2本30分） 
12：25～13：10  ランチタイム 
13：10～13：55  腹痛（講義15分、シナリオ2本30分） 
13：55～14：40  嘔吐・下痢（講義15分、シナリオ2本30分） 
14：40～15：00  全体質疑、アンケート、総括  

小児のトリアージ 
救急医療の現場では、緊急度を判断して 迅速に対応する必要がある。  
また，子供は病勢の進行がきわめて早く、重症化の予知が難しい。 
よって、診察開始時に患者の緊急度を迅速に評価すべきである。 

A:Appearance ～外見～ 

PALSで判断 

P: Play    遊んでるか？ 周囲に興味を示しているか？ 

A: Activity   手足を動かしているか？ 

L: Look        視線はあうか？  

S: Speech/Smile  声は変じゃないか？笑顔はあるか？ 

はじめのうちは診察開始時に、患者さんをマイクで呼ばずに自分で 
扉をあけて呼んでみましょう。 そして、見た目をチェック！！ 

小児のトリアージ（テキストより抜粋） 

目標 ・小児の全身状態を見た目（ABC）で判断できるようになる 

診察開始時に目と耳を使って30秒で見た目（ABC）をチェック!! 
 A: Appearance   （外見） 

 B: Breathing   （呼吸の仕方） 

 C: Circulation to skin  （皮膚の色） 

（APLS TICLSより改変） 

①見て判断！ 
○ 体位の異常 
   
 
 
 
 
 
Sniffing position: 頚部を屈曲して頭部を伸展する  
Tripoid position:下肢を伸展し、上体を垂直に起こせない。 
           下顎を胸につけることができない。 
○ 多呼吸（呼吸数の正常値は付録を参照） 
○ 陥没呼吸            
 胸骨上・心窩部・肋骨弓下 が陥没 
○ 努力性呼吸 
 鼻翼呼吸、肩が上下、首の筋肉が目立つ 
○ 呻吟 
 呼気終末に「ウー」と自己PEEP 
 
②聞いて判断！ 

こんな音に注意！！ 

○ ぐーぐー  （いびきのような音） → 気道異物？ 

○ ゼーゼー （喘鳴） → 喘息？ 

○ ケンケン  （ 犬吠様） → クループ？    

Tripoid position 

B:Breathing ～呼吸の仕方～ 

Sniffing position 

しっかり見る！とにかく全身を！ 

○顔色（口唇チアノーゼなど）       ○まだらな皮膚    

             

 

 

 

 

 

○Capillary refillの延長 

手指、手掌の赤い部分を圧迫 

色調が戻るまで２秒以上！ 

こんな所見を見たら、循環不全を疑う！  

C:Circulation to skin ～皮膚の色～ 

常に見た目から全身状態を把握出来るように！ 

☆初期対応のまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見た目（ABC）の確認 

Vital signを数値化 

SOS 

さらなる 
情報収集
をおこなう 

異常あり 異常なし SOSとは 

S：SpO2モニター  

O：O2（マスク５L） 

S：相談 

（小児科コンサルト） 
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次に末梢血液循環、Circulation to skin です。皮膚
の色調と Capillary refill で評価します。見た目
Appearance の PALS、呼吸の Breathing、循環の
Circulation to skin、これら ABC を見極め、重症
度をトリアージする訓練を行います。
重症と判断したら、直ちに SAT モニターを装着し、
バイタルサインを数値化し、酸素を投与して状態を
安定化させつつ、見逃してはいけない疾患を鑑別し、
小児科医に連絡をとるように指導します。

テキストの抜粋です。腹痛を訴える小児において見
逃してはいけない疾患を5つ挙げています。

各疾患のポイントと相談のタイミングを記載してい
ます。

シナリオの抜粋です。DKA を想定したシナリオで、
受講生が正しく行動できているかをチェックし、
feed back と discussion をブース内で行います。

昨年札幌で開催した際のスナップ写真です。私が
ファシリテーターを務め、飯塚病院の女性研修医が
模擬看護師役を務めています。模擬患者役は人形で、
バイタルサインと SAT はノートパソコンが画像と
音声で知らせます。

札幌の集合写真です。シナリオロールプレイを行う
ため大人数のスタッフが必要になりますが、全国か

腹痛（テキストより抜粋） 

外来で腹痛を訴える患児は５～１０％程度と言われている。小児の腹痛は年齢によって痛みの訴え方が違うこともあり、話せない乳幼児
では児の顔つきや姿勢などから腹痛を推察する必要がある。２歳以上では、「ポンポンが痛い」と言えるが、再現性に乏しく曖昧なことが
多い。学童になると意識して軽くあるいは誇大に訴えたりすることがある。そけいヘルニア嵌頓などは疑って診察しないと見逃すことがあ
り注意が必要である。小児では適確な診断ができないと早期に病状が進行し重篤になる傾向がある。 

目標 
・見逃してはいけない疾患を５つ挙げて、鑑別することができる 
・緊急性を判断し、小児科に相談ができる 

小児の腹痛の特徴  

Points 
不機嫌、持続する啼泣、お腹を触らせないなどの仕草にとくに注意する 
 

救急初療をスグ開始！動きながら考える 

腹痛の鑑別 

  虫垂炎・腸重積・鼠径ヘルニア嵌頓・精巣捻転症・アレルギー性紫斑病 

 まずは見た目のＡＢＣから！ 

1）Ａ：PALS、Ｂ：呼吸、Ｃ：循環チェック！ 

2）ABCに異常があればＳＯＳ！ 
 Ｓ：ＳｐＯ2モニター、Ｏ：酸素、Ｓ：小児科相談 
3）ＡＢＣに異常がなければ鑑別診断に進む 
4）さらなる情報収集を行う 

見た目ABC 
↓ 

PALSチェック 
↓ 

Vital サイン 
↓ 

ＳＯＳ 
↓ 

さらなる 
情報収集 

胃腸炎 便秘 
胃腸炎 

便秘 VURI 
便秘 

便秘 
便秘 VURI 

虫垂炎 

便秘 

便秘 

便秘 

便秘 
便秘 

VURI 胃腸炎 
便秘 

便秘 ﾍﾙﾆｱ 
便秘 

VURI 
VURI 便秘 

VURI 

VURI 

VURI 

便秘 

便秘 
胃腸炎 

紫斑病 胃腸炎 
便秘 

VURI 便秘 
虫垂炎 

VURI 
便秘 胃腸炎 

胃腸炎 

便秘 

便秘 

便秘 

便秘 
便秘 

便秘 胃腸炎 
VURI 

VURI 便秘 
便秘 

便秘 
腸重積 VURI 

胃腸炎 

VURI 

便秘 

VURI 

便秘 
ﾍﾙﾆｱ 便秘 

イメージ 

便秘 便秘 便秘 VURI 便秘 VURI 胃腸炎 便秘 
胃腸炎 

胃腸炎 

VURI:ウイルス性上気道炎 
便秘 

便秘と胃腸炎が多いが見逃してはいけない疾患が隠れている 

見逃してはいけない疾患のポイントと相談のタイミング 

腸重積 疑ったら小児科に相談する 

 ３～４歳以下の乳幼児に多い  上気道炎や腸炎の後に発症することが多い 
 血便がなくても否定できない！ 
 発症早期では嘔吐・血便・腹部腫瘤などの三主徴が全てそろうのは20%程度 
 乳幼児の「不機嫌」や「啼泣が止まらない」などの主訴には注意が必要！ 
 腹部腫瘤の有無をチェック（泣いていると難しい・・・） 
 腹部エコーでターゲットサインを探す！ 
 ターゲットサインがあれば感度・特異度100%!! 

虫垂炎 疑ったら小児科に相談する 

 所見が分かりにくく進行が早いため診断は難しい！ 
 好発年齢：学童期＞思春期＞乳幼児であるが、 
 穿孔率は乳幼児が最も高いと言われている 
 （48時間以内に60%が穿孔するとの報告がある） 
 Mcburney点の圧痛の有無を確認する！ 
 腹部エコーで腫れた虫垂を探す！ 
  

鼠径ヘルニア 徒手整復できない場合は小児科に相談する 

 １歳以下の男児に多い 
 脱出内容が容易に腹腔内に戻るものがほとんどであるが、嵌頓している 
 ことがあり、全体では7%程度、1歳以下では15%程度といわれている 
 早ければ３，４時間で腸管壊死に至る為、いつから不機嫌かを確認する  
－身体所見・検査－ 
 しっかりとオムツを脱がして鼠径部を確認する 
 腹部所見をとる際にはかならず鼠径部を確認する習慣をつける 

アレルギー性紫斑病 腹痛が強い場合はステロイドを要する可能性があり小児科に相談する 

 ３～７歳に好発する 特徴的な皮疹が下肢や臀部に出現する（軽度のこともあり） 

精巣捻転症 夜中でも直ちに泌尿器科に相談する 

 思春期に好発する 乳幼児、学童にも生じる 陰部の診察を怠らない！ 腹痛で発症することがある 
 ４時間程度で非可逆的変化に至る 
   

嘔吐・下痢 ２ 

【疾患想定】糖尿病性ケトアシドーシス 

【症例】7歳 男児 

 Appearance：活気が乏しい。 

 Breathing：呼吸が荒い 

 バイタルサイン：HR 126 bpm RR 28/分 SAT98% BT 36.2 度  体重 32 kg（普段は35Kg） 

 病歴：３日前から頻回の下痢と嘔吐があり、熱もあった。近くの病院で急性胃腸炎と診断され帰宅となっていた。 

  その後も嘔吐が続き、呼吸も荒く、意識がぼーっとしているので不安になり来院した。水分をとても欲しがる。 

 おしっこはしっかりと出ている。 

 Sick contact：なし 既往歴：なし 身体所見：腹部の圧痛（ー）、CRT：２秒 

小児T&A シナリオ・チェックリスト（抜粋） 嘔吐・下痢 Ver 5.0 

評価者     

行動チェックリスト 

小児科医への相談 

７歳の男児でDKAを疑っている子を相談させて下さい。 
 
糖尿病の既往歴はありませんが、血糖値がHiを示していたことからDKAを
疑っています。 
 
全身状態は活気もなく、呼吸も荒いです。CRTは２秒と軽度延長しており
ます。 
バイタルサインはSpO2は98％ですが、全身状態が悪い事から酸素投与
を開始しております。 
 
救急車で搬送しますので、よろしくお願い致します。 

 検査  

 □ 血糖（BS: Hi）  

現病歴 
 □ Sick contactの確認 
 □嘔吐について（□性状・色 □回数）        

 □水分が摂れているか 

 □食事は摂れているか（□最後の食事は？） 

 □下痢があるか  

 □腹痛があるか 

      

救急初療 
 ABCの評価 
 Appearance 
 □Play (遊んでる？周囲への興味) 
 □Activity (手足の動きはあるか？) 
 □Look (視線はあいますか？) 
 □Speech (声・泣き声は変じゃない？) 
 Breathing 
 □多呼吸□喘鳴□陥没呼吸□努力様呼吸 
 Circulation 
 □Capillary refill □チアノーゼ 
 □S：モニターを装着した（□SAT） 
   □O：酸素投与をした（□マスク） 
   □S：小児科に相談した 
  

 

 診察（脱水所見・腹部所見） 
  □ □唇の乾燥 □ 眼の落ちくぼみ □ 涙が出ない 

  □ ツルゴール □ 腹部の診察（□ 鼠径部 □ 腫瘤） 

  □ 腹膜刺激症状の有無 

  □ アセトン臭の確認 

小児T&A 2011.7 札幌 

小児T&A 2011.7 札幌 
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ら大勢の有志が集まってくれました。

受講生からいただいたフィードバックです。
座学では得られない教育効果があったこと、実際の
診療に役立ったことが示されています。

昨年11月の大阪では、プログラムの満足度、時間
割、シナリオについて評価をお願いしたところ、高
い評価をいただきました。

地域医療で避けて通れない小児1次救急の質向上を
目的として、現場で役立つ実践的なシミュレーショ
ンプログラムを考案、実施したので報告しました。
私が勤務する診療所の看護師も今年8月のコースに
参加し、有意義であったと振り返っていました。今
後さらにブラッシュアップを重ね、普及に努めたい
と考えております。ご清聴、ありがとうございまし
た。

まとめ 
・小児1次救急の質向上を目的として,ロールプレイによる 
  シミュレーションプログラム（小児T&A）を開発した 
 
・2011年に日本プライマリケア連合学会教育ＷＳで実施, 
 高評価をいただき, 2012年より全国各地で展開中である 
 
・さらにブラッシュアップを重ね,普及に努めたい 

4 妥当 妥当 小児救急の初期診療について学ぶ機会があって良かった。日常的
に良く遭遇するものを取り上げられていて良かった。 成人のT&Aの情報も知らせて欲しい。 

5 妥当 妥当 インストラクターの先生方がすべての質問に丁寧に答えて頂いた
事 コースの最初に自己紹介をする様にした方が良いと思う。 

5 妥当 妥当 
どの様な疾患でも、一番最初に教わったABCが基本ベースとなり、
そこから色々な鑑別疾患がされている点。     薬剤師ですが、
３人のこどもを持つ親として、今回のABCを家でのトリアージに活か
したいと思います。 

実際に診療した事のない薬剤師が参加しても本当に面白く、勉強にな
る講義で良かったです。 インストラクターの先生方の熱意のこもった
実演にも大変感謝しています。 

4 妥当 妥当 トリアージ コモンディジーズの診断・治療 

5 妥当 妥当 講義とシミュレーションがあったので、より実戦的な場合を体験でき
たので、すぐに技術を得たように思います。 

今回の講義はとてもよかったので、機会があればまた参加したいと思
います。 

5 妥当 妥当 
コモンな病状から症例に入れて、飲み込みがスムーズだった。ABC
を繰り返し行うことで、慣れない小児診療を行うときもとりあえず、
最低限のチェックができる様になった。   実際、小児診療に携
わっている先生の話が聞けたのは一番ためになった。 

なし 

5 妥当 妥当 PALSを繰り返し確認して頭に残りました。症例を通して見た目とバ
イタルの重要性を再確認しました。 

ER医も少しずつ増えていますが、小児の病院での初療を行う場合のア
ドバイスなどがあれば教えて下さい。 

5 妥当 妥当 嘔気、嘔吐、下痢で血糖値チェックという事を教えてもらわなければ、
DKAを疑う事はなかったと思います。 大きな声で言う様にすればよかったと思います。 

5 妥当 妥当 コース全体が系統的に編集されており、知識が有機的にまとまりま
した。 頻用する薬の用量や種類がまとめてあったら便利だと思いました。 

4 妥当 妥当 嘔吐の原因として、DKAがあるということ とても勉強になりました。 言語化する事の重要性をあらためて認識し
ました。 

3 妥当 妥当 CRTを今後使います。その有用性が分かった 骨髄輸液の道具をみて実際刺せれば嬉しいです。 

4 妥当 妥当 １年目研修医なので、３年目の先生がしっかりとインストラクターを
されていて、私もこんな風になりたいと思いました。 

今、搬送されてくる側の病院にいるので、それからの対応もシミュレー
ションできるといいなと思いました 

5 長い 妥当 
①処置をしながらの診断・治療  ②急ぐ時とあわてないで診察や
問診に分かれていくポイントが分かって良かった ③診察後の家族
への説明や再診のポイントは難しい 

スライドや貴重な所見・画像が提供されていて参考になりました。実践
的な事や良くある事が分かって良かった 

5 妥当 妥当 ABCとPALS                                   
ドルミカムの点鼻、口腔内投与 手技に関してもレクチャーがあったら良いかと思います。 

5 妥当 妥当 勉強になりました なし 

5 妥当 妥当 バイタルサインの表が大変有用だと思いました。 明日からクリニッ
クの壁に貼ります！ 

さらなる普及。学会レベルで全国のプライマリケアの現場に広がれば
良いと思いました（学会の認定をつけるなど；外来小児科学会や小児
科学会とのコラボなど） 

5 妥当 妥当 トリアージを口にしながら行う事で、より重症度を実感する事ができ
た。 

非常に素晴らしいコースでした。 こういう指導がOff-the-jobで行う事
ができるのは良い事です。初期研修医やプライマリケアのレジデントは
是非受けた方が良いものと感じました。また、復習したいです。 

5 妥当 妥当 小グループ制で質問しやすかったです。 

ハンドアウトに基本的な治療が載っているので実戦的で良い. 
WS形式が良かったです。ORTの自宅での作り方もご紹介して下さい。            
Ns向けバージョンもあると嬉しいです。                      
外来でのお母さん方に配布する資料を下さい。 

5 妥当 妥当 ロールプレイで実際にやるのはやはり楽しいです！ 

ABCの初期評価から始まり、コモンな症候の対応を一通り勉強できると
いうのは、本当に素晴らしいかったです。とても勉強になりました。    
時間的にもちょうど良かったと思います。最後の「保護者への説明用
紙」も是非頂きたいです。 

5 妥当 妥当 なし もっと様々な場所で開催して頂けると嬉しいです。 

5 妥当 妥当 

頭で知っているのと、ロールプレイでできるのとはずいぶん違う。 
小児T&Aは年に１回は診療所のスタッフと練習する必要があると思
いました。普段、ほとんど健康な子を診ている診療所レベルの医師
と救急外来をやっている医師で鑑別が軽い方にみがち、悪い方に
みがちという差があると思いました。気をつけなければと思います。 

レクチャー⇒ロールプレイの間に、頭を整理する間がなくロールプレイ
のポイントが分かりにくかったです。初心者のためには、デモがあると
良いと思いました。 大変勉強になりました。休日診でこどもをみるのが
はじめて楽しみ！と思えるようになりました！ 

5 妥当 妥当 トリアージの手順の確認が出来ました。 シナリオは事前に渡す必要はないと思いました。 

受講生からのフィードバック（2011.11 大阪） 
満足度(1-5) 時間割 シナリオ 一番印象に残った事 その他の意見 

5 妥当 妥当 
熱性けいれんのシミュレーションでは頭が真白になってしまいました。
その分、とても印象に残りました。テキストもとても有用でした。他の
セッションでも実戦的なシミュレーションと講義でとても勉強になりま
した。 

今後も勉強していきたいと思います。 

5 妥当 妥当 見逃してはいけない疾患を見逃さない事。色々なケースを考え、情
報を集め、そこから診断する事の難しさ。 なし 

5 妥当 妥当 
スタンダードがいくつか学べた事が良かった。 自己流を時々このよ
うな勉強会に参加して修正しなければならないと思い、目的がある
程度果たせて良かった。 

なし 

5 妥当 妥当 重要な疾患を除外するのが難しいのだと実感しました。 
もし時間に余裕があれば、自分が診察しているのを撮影して、後で見る
事ができたら自分でもフィードバックができるので嬉しい気がします。とて
も勉強になりました。ありがとうございます。 

5 妥当 妥当 基本のABCが何よりも大事ということが体感できました。 

個人的には川崎病を加えて欲しい。 小児科は「食う、寝る、遊ぶ」と自
分は教わってきて本T&Aコースでは「寝る」事ができているかという観点
がなかったのですが、凄く重要だと思うので加えても良いかなと思いまし
た。 

5 長い 長い 

実際的な事を教えて頂き、明日からすぐ使える知識を得た(例えば、
小児科Drへtelする場合の方法など)具体的なテキスト、シナリオ、会
場設定など全てにおいて大変だったのではないかと思うのだが、明
るく気さくで親しみやすい先生方の熱い気持ちや思いが印象に残っ
た！ 私もその気持ちに応えて明日からがんばろうと思った。 

毎年少しずつvarsionを加えて開始して欲しい。救急ではない、一般診療
のコースも開催して欲しい。例えば、開業する開業医に対象をしぼって
やって欲しい。 外来Ns向けのコースもやって欲しい。 

5 妥当 短い 
スタッフの方の演技に照れがないのは熱意と真撃な態度の現れとし
てこの形式を学ぶ上でとても良いと感じました。とにかく楽しく、分か
り易く教えて下さるのがいつもありがたいです。 

基礎知識に個人差があるため、やむを得ないと思いますが、分野によっ
てはもう少し時間が欲しいものもありました。せっかくなので、グループ
の皆さんの名前が知りたいです。 

5 妥当 妥当 
Clinicベースだったので、医療資源の制限のあるマネージメントを学
べたのが良かったです。ディスカッションが盛り上がったのが良かっ
たです。かゆいところに手が届く感じでした。そういう意味では、ディ
スカッションの時間がもう少しあっても良いかと思いました。 

発疹もあると勉強になります(レクチャーだけでも）。             
もう少し少人数制で。。。 

4 妥当 妥当 血糖値を測定する必要性を改めて感じた。               
夜間診療所でという視点が勉強になった。 

症例別にまとまっていて分かりやすかった。                 
PDFもまとまっていて良かった。 

受講生からのフィードバック（2011.7 札幌） 
• 従来の教科書記載は発生頻度順ではないことが実践的ではないと感じてい

たが、頻度と注意を意識できることが大変参考になった。 
 

• 手足口病の流行期、重症者を見逃さないようA(PALS)BCを意識して観察し、
手足口病の熱とは違う肺炎の６歳の子供を診断し治療することができた。 

 
• 終始、楽しい雰囲気で行えて充実したワークショップだった。全部のテーマで

シミュレーションを行えたら良かった。 
 
• ABCを先ず確認するという指針が出来たことで診療に対する姿勢をより洗練

させることができた。 
 

• 自分の診察の様子などの評価を聞けるのですぐに診療に役立った。ポケット
版の虎の巻をもらえたのでとても助かった。 

 
• 小児科の勘を取り戻した。普段使わない脳を活性化させることは大事と思う。  
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