
養護教諭が行う
救急処置に生かす臨床推論
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考え方のコツをつかもう
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養護教諭が行う学校救急処置プロセス

４段階で構成

学校救急処置プロセスの４段階の中で第３段階の「緊急
度･重症度判断」が最も重視されている
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【緊急度・重症度の判断】

学校事故に関する判例の約8割に記
述があり、重要性が示されている
（河本ら，2008）

「緊急度･重症度判断」が学校
救急処置の最終目的である
「対応」決定の根拠を得る段
階に位置づけられている

・受傷機転による判断
・傷病に応じた専門的な観察
による判断
・専門医受診の判断

河本妙子ほか：学校救急処置における養護
教諭の役割－判例にみる職務の分析から－，
学校保健研究，50：221-233，2008

「判断が難しい」という声が・・

困難感が高い(武田ら､
2008)

経験年数を経ても判断への
自信は高まりにくい(平川､
2014)｡
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・困難感の要因の一つとして
「情報収集ができているにも関
わらず、判断を導けない」とい
う養護教諭の学校救急処置プ
ロセスの課題がある



このような場面であなたは・・・

5大谷尚子他編：養護教諭のためのフィジカルアセスメント、DVDより

どのような情報収集（問診や観察）を
しますか
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ころんで、手を地
面についたら、手
首が痛くなった。

大谷尚子他編：養護教諭のためのフィジカルアセスメント、DVDより

場面を想像して、「子どもにきく事（問診）」と
「観察すること」を考えてみましょう
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子どもにきく事 観察すること

個人ワーク（３分）→ペアワーク（３分）

問診と観察を丁寧に行う
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やみくもに情報を得ようとしているわけではないですよね・・



何を考えながら問診し観察する？
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思考プロセスを意識しよう
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を意識してみると・・
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「仮説演繹法による臨床推論」を用いていることがわかる

臨床推論とは？

 「臨床推論」はそもそも医師が行う「患者の疾病を明らか
にし，解決しようとする際の思考過程や内容」 （大西ら、2012）

先行する認知過程から臨床判断（意思決定）に至るまでの
思考過程を臨床推論という （伊藤ら、201６）
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 「仮説演繹法による臨床推論」子どもの症状や所見などの初
期情報から仮説を予想･形成し，さらに追加情報を得ながら
仮説を検証して，緊
急度･重症度･重症
度判断を導く思考プ
ロセス。

この考え方を身につけること
によって、「情報収集ができ
ているにも関わらず、判断を
導けない」という課題が解決

多くの養護教諭が自然に身につけている思考プロセスでもある



なぜ、 部分が大事か？

次のスライドのプロセスレコードをみて、気になる部分を
見つけてみましょう。
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仮説
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子どもの言動 養護教諭の思考 養護教諭の言動

①中1男子「お腹が痛い」 ②先週も便秘で来室した
から、便秘かな？

③「排便はあった？」

④「出た」 ⑤便秘が原因ではないと
すると、寝不足かな？

⑥「昨日は何時に寝た？」

⑦「22:30に寝た」 ⑧寝不足ではなさそう。
かぜによる腹痛かな？

⑨「鼻水や吐き気や下痢
はあった？」

⑩「気持ち悪い。鼻水や吐
き気や下痢はない」

⑪もしかして、心因性？
クラスのことを聞いてみ
よう。

⑫「仲のよいお友達はい
る？」「クラスは楽しい？」

⑬「仲のよい友だちはい
るけど、教室に入りづらい
こともある」

⑭心の痛みが強いかもし
れない。話をきいてみよ
う。

⑮ちょっと休もうか

⑯突然嘔吐する ⑰胃腸炎かもしれない。
保護者に連絡しなければ

⑱吐物を処理する

受診結果：急性虫垂炎

事例A

気になる部分
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個人ワーク（３分）→ペアワーク（３分）

なぜ、 部分が大事か？

次のスライドを見て、事例Ａとの違いを見つけてみましょ
う。
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仮説
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子どもの言動 養護教諭の思考 養護教諭の言動

①中1男子「お腹が痛い」前屈み
でお腹をおさえている。

②前屈みでかなり痛そう
にしている。かなりの腹
痛だ。

③「どこが、どのように
痛い？」聞きながらバイ
タルチェック。

④「胃の辺りが痛い。きりきり
する」T:37.1℃、P:100回/分、
R：19回/分

⑤痛がり方と心窩部痛か
ら虫垂炎も含めて考えよ
う。重症例になりやすい
外傷も念頭に置こう。

⑥「いつから痛い？お腹
を打ったとかない？
嘔吐や食欲は？ 給食
食べた？」

⑦「昨日の夜から胃のあたりが
痛い。段々ひどくなる。テストが
あるから頑張って登校した」「腹
部打撲はない。今朝、嘔吐が１
回あった」「食欲はない。給食は
半分以上残した。」

⑧微熱があって食欲がな
い、嘔吐もあったという
ことは虫垂炎の可能性も
ある。

⑨「階段を下りる時にお
腹に響くとかなかっ
た？」「ちょっとここで、
踵をあげて下ろしてみ
て（heel drop test）」

⑩「階段を降りる時、お腹に響
く」heel drop test（＋）

⑪腹膜刺激症状がある
（虫垂炎か腹膜炎か、何
らかの炎症が腹膜に及ん
でいる）。

⑫受診した方がよさそ
うだから、お母さんに連
絡するね。

事例B

事例Aと事例Bの違い

18
個人ワーク（３分）→ペアワーク（３分）

19
念頭におく内容で、得る情報(問診・観察)が異なる

子どもの言動 養護教諭の思考 養護教諭の言動

①中1男子「お腹が痛
い」

②先週も便秘で来室し
たから、便秘かな？

③「排便はあった？」

④「出た」 ⑤便秘が原因ではない
とすると、寝不足かな？

⑥「昨日は何時に寝
た？」

⑦「22:30に寝た」 ⑧寝不足ではなさそう。
かぜによる腹痛かな？

⑨「鼻水や吐き気や下痢
はあった？」

⑩「気持ち悪い。鼻水や
吐き気や下痢はない」

⑪もしかして、心因性？
クラスのことを聞いてみ
よう。

⑫「仲のよいお友達はい
る？」「クラスは楽し
い？」

⑬「仲のよい友だちはい
るけど、教室に入りづら
いこともある」

⑭心の痛みが強いかも
しれない。話をきいてみ
よう。

⑮ちょっと休もうか

⑯突然嘔吐する ⑰胃腸炎かもしれない。
保護者に連絡しなけれ
ば

⑱吐物を処理する

事例A
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子どもの言動 養護教諭の思考 養護教諭の言動

①中1男子「お腹が痛い」前屈み
でお腹をおさえている。

②前屈みでかなり痛そう
にしている。かなりの腹
痛だ。

③「どこが、どのように
痛い？」聞きながらバイ
タルチェック。

④「胃の辺りが痛い。きりきり
する」T:37.1℃、P:100回/分、
R：19回/分

⑤痛がり方と心窩部痛か
ら虫垂炎も含めて考えよ
う。重症例になりやすい
外傷も念頭に置こう。

⑥「いつから痛い？お腹
を打ったとかない？
嘔吐や食欲は？ 給食
食べた？」

⑦「昨日の夜から胃のあたりが
痛い。段々ひどくなる。テストが
あるから頑張って登校した」「腹
部打撲はない。今朝、嘔吐が１
回あった」「食欲はない。給食は
半分以上残した。」

⑧微熱があって食欲がな
い、嘔吐もあったという
ことは虫垂炎の可能性も
ある。

⑨「階段を下りる時にお
腹に響くとか、なかっ
た？」「ちょっとここで、
踵をあげて下ろしてみ
て（heel drop test）」

⑩「階段を降りる時、お腹に響
く」heel drop test（＋）

⑪腹膜刺激症状がある
（虫垂炎か腹膜炎か、何
らかの炎症が腹膜に及ん
でいる）。

⑫受診した方がよさそ
うだから、お母さんに連
絡するね。

事例B



なぜ、 部分が大事か？

仮説を立てることで、情報収集の目的が明確になり、効
率良く効果的に判断を導くことができる。

さらに、重症例を念頭においた仮説を立てることによっ
て、重症例を見逃さない情報収集・判断ができる。
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仮説

「仮説演繹法による臨床推論」

この考え方を身につけることに
よって、「情報収集ができているに
も関わらず、判断を導けない」とい
う課題が解決する可能性がある

腹痛時の判断
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はい

いいえ

すぐに救急車を
呼ぶ

「学校の救急場面で役立つ臨床推論モデルパターン」より

CriticalとCommonの両方を 思い
浮かべる
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「学校の救急場面で役立つ臨床推論モデルパターン」より

仮説として予想したCriticalの確認が
できる追加情報を収集
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「学校の救急場面で役立つ臨床推論モデルパターン」より



重要な情報に気付けるようになろう
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初期情報の重要性

26

「学校の救急場面で役立つ臨床推論モデルパターン」より

動画を見ながら、重要であると思った
情報についてペアワークをしましょう
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校外学習事例

日本救急看護学会：ファーストエイド すべての看護職のための緊急・応急処置
〔補訂版〕，へるす出版，2014

動画を見ながら、重要であると思った
情報についてペアワークをしましょう
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切り傷事例

日本救急看護学会：ファーストエイド すべての看護職のための緊急・応急処置
〔補訂版〕，へるす出版，2014



学生とベテラン養護教諭の違い
（校外学習事例）

養護教諭の「気づき」 学生の「気づき」
（人）

学生の「気づき」
（％）

反応がない ８ ８８．９

大量の発汗 ６ ６６．７

呼吸はある（胸郭の動き） ２ ２２．２

顔色が悪い １ １１．１

話せない １ １１．１

口唇が白い（チアノーゼ） １ １１．１

発汗量の変化 ０ ０

目は開く・動く ０ ０

爪が白い ０ ０
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坂折朋香、縄田葵、橋本あきら：保健室模擬事例における養護教諭養成課程学生と現
職養護教諭の「気づき」の比較、令和２年度 山口県立大学看護学科卒業論文より

n=9

学生とベテラン養護教諭の違い
（切り傷事例）
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養護教諭の「気づき」 学生の「気づき」
（人）

学生の「気づき」
（％）

出血多量 9 100.0

痛がっている 4 44.4

指（手）は動く 3 33.3

顔色が悪い 2 22.2

口唇の色が青い 1 11.1

指の色はよい 0 0

爪の色はよい 0 0

泣いている 0 0

泣くのはおさまった 0 0

来室時よりも顔色が悪い 0 0

坂折朋香、縄田葵、橋本あきら：保健室模擬事例における養護教諭養成課程学生と現
職養護教諭の「気づき」の比較、令和２年度 山口県立大学看護学科卒業論文より

n=9

腹痛時の判断
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はい

いいえ

すぐに救急車を
呼ぶ

「学校の救急場面で役立つ臨床推論モデルパターン」より

「気づく」ことから情報収集は始まる


