
実施期間：9月11日（金）～9月20日（日） 回答者数：214人

子どもと同居 144

子ども以外の人と同居 73

同居者はいない（一人暮らし） 13

知っている 113

知らない 101

広報とよた 54

市のホームページ 3

市からのお知らせ（啓発講座やチラシ等） 14

市の訪問（おめでとう訪問等） 14

乳幼児健康診断 8

医療機関・福祉施設（病院や包括支援センター等） 5

ケーブルテレビ（ひまわりネットワーク） 0

新聞 0

家族・友人・知人 5

その他 10

その他

昨年度のＥモニターアンケート 6

こども園の園庭開放 1

学校からのちらし 1

産業フェスタ 1

啓発マグネットをどこかでもらった 1

ある 33

ない 80

【4】利用したことがありますか？

第7回  とよた急病・子育てコール24～育救さんコール～の

          認知度に関するアンケート

【1】あなたの世帯状況について該当するものを教えてください。（複数回答可）

【2】とよた急病・子育てコール24～育救さんコール～ を知っていますか？

【3】～【13】　【2】「知っている」と答えた方のみお答えください。

【3】最初に知ったきっかけは何ですか？



救急医療相談 30

育児相談 1

両方とも 2

・看護師さんが的確に対処法を教えてくれた。

・何科を受診すればよいか教えてくれた。

・自分自身が冷静でいられないのを、医療従事者の方に話をきいて

もらうだけでも違うと思う。

受診の目安を知れてよかった

夜で医療機関が開いていない時間に相談できたので助かった

救急でかかるべきか明日までまつべきかの判断ができ安心できた

安心できました

初めての子育てで初の高熱の時利用したのですが、安心できる応対

してくれました。

【4】「ある」と回答した方のみお答えください。

【5】救急医療相談または育児相談のどちらを利用しましたか？

【5】「救急医療相談」または「両方とも」と回答した方のみお答えください。

【6】 救急医療相談を利用して、良かった点をお聞かせください。

土日だった事もあり、休日診療を受診すべきかどうかわかった

夜中に子供が高熱を出した時に、利用したことがあります。

救急を受診するか、家で安静にさせるか判断に迷ったのですが、看

護師さんに丁寧に相談にのっていただけて、とても良かったです。

結果的に冷静に行動できたので、こういう相談場所があるといいな

と思いました。また利用したいと思いました。

心配事も親身に相談に乗ってくださり、的確なアドバイスをもらえ

たので利用して良かったです。

病院に行こうか迷った時に参考になりました

緊急のときに、医療専門家が話を聞いてくれて、それも、優しく聞

いてくださるので、私自身も、落ち着いて考えれる。

夜中に病院へ連れて行くか悩んだが、様子見で良いと言ってもらえ

て、安心した。

受診すればよい診療科がわかったこと



話を聞いてもらえた。

休日でも対応してくれる

休日、夜間に空いている病院を教えてもらえて助かった。

安心する

救急が必要か確認できた

症状を聞いただけで、的確に診断してくれて、安心できた。

どの症状で病院の何科に行けば良いかなど教えてくれるので助か

る。

聞けることのありがたさ

病院に行かなくても専門家から正しいアドバイスをもらえて、正し

い対応ができる。

【5】「救急医療相談」または「両方とも」と回答した方のみお答えください。

【7】 救急医療相談を利用して、悪かった点をお聞かせください。

繋がるまで時間がかかり、焦った。

病院へ行った方が良いか様子をみていてよいか迷ったときに話を聞

いてもらえて安心感があった。

妻、子供二人との4人家族です。熱が出た際、異物を食べた際に電話

させていただきました。自宅にいながら、時間も遅い時間までサー

ビスを受けることができありがたいです。専門医ばかりでないため

内容が的確かはわかりませんが、対応に困っているときにご助言い

ただけるのは大変助かりました。リップクリームを食べた際は、品

番をお伝えするだけで製品概要から問題なしと判断してくださり、

安心できました。

待ち時間がない

病院に行くべきかどうか判断に迷うときに相談できて不安が取り除

けた

初めての育児で不安で電話をかけたけど、明日の朝まで様子を見て

小児科にかかれば良いとか、対処法をすぐに教えてくれたり、すご

く安心します。

看護師の方に相談でき、安心できた

どう対応すれば良いかわかって安心することができた。



アルコールが含まれている食材を気付かずに食べてしまい、授乳の

間隔をどの程度あけたら良いかや運転について聞きました。

ネットの情報を信じるのが不安だったので、相談したことで落ち着

いて行動できました。

【8】育児相談を利用して、良かった点をお聞かせください。

つながりにくかった

電話で相談しても病院に行って検査しないとはっきりした病名が分

からない。緊急性がないならライン相談の方が写真など送れて便

利。

緊急でかけているのに手順を追って話が進み、結果こちらでは対応

できませんと冷たく言われたとき。

折り返しまでに時間がかかる。

ありきたりな回答しかもらえないこともある。

なかなか繋がらず急いで聞きたいのに折り返し電話すると言われる

と、救急と名が付いているのに駄目だなぁと思う。

イマイチ自分の聞きたかった返答ではなかった

回答が解決策ではなく、不安が残った。(朝方相談したら、診察時間

まで様子見てと言われ、本当にそれで良いか？と思った。)

LINE相談があれば症状のある患部を写真で見せることも可能になり

更に便利になると思います。

返答があいまいだった。

子どもが痛がって車に乗せるのが難しかった為、訪問診療をしてい

る病院を知りたかったけど、近くになかったため、解決にはいたら

なかった。

【5】「育児相談」または「両方とも」と回答した方のみお答えください。

つながりにくい時がある

電話がなかなか繋がらない。

聞きたいのは子どものことなのに、自分の年齢など全然関係ない質

問などされるので無駄に時間がかかるし、それを聞いてその情報を

どうするのか疑問に思う。

住んでいる地区を聞かれたが、怪我をしたのは出先で知りたかった

のは自宅付近の病院ではないのに自宅付近の病院を紹介されたの

で、話してもムダだなと思い、結局自分で調べ直して受診した。



なし

利用したい 30

利用したくない 3

相談を必要とする状況がなかった 59

すぐに119番を利用したため 1

すぐに医療機関に受診または相談したため 18

相談相手が身近にいたため 8

電話相談が役に立たないと思ったため 2

電話がつながらないと思ったため 1

自宅での看病で十分であったため 5

愛知県小児救急電話相談（＃8000）等の他の専門相

談センターに相談したため
3

子ども専用のコールセンターだと思っていたため 5

その他 2

【12】救急医療相談を利用していない理由は何ですか？（複数回答可）

【5】「育児相談」または「両方とも」と回答した方のみお答えください。

【9】育児相談を利用して、悪かった点をお聞かせください。

【4】「ある」と回答した方のみお答えください。

【10】今回「急病・子育てコール24 ～育救さんコール～」を使ってみて、今後も利用した

いですか？

【10】「利用したくない」と回答した方のみお答えください。

【11】 利用したくない理由は何ですか？

#8000の方が回答が的確なので、内容によってはそちらにかけま

す。利用したのが数年前なので改善されているかもしれませんが、

全然電話が繋がらなくて相談するのをやめたこともあります。

自分の思ってた返答が返ってこなくなにも解決しなかったから

解決にならない

【4】「ない」と回答した方のみお答えください。



その他

一人暮らしなので 1

対象年齢がよくわからなかった 1

相談を必要とする状況がなかった 63

相談相手が身近にいたため 18

電話相談が役に立たないと思ったため 3

電話がつながらないと思ったため 2

市役所等の行政機関の専門相談センターに相談した 3

その他 3

その他

一人暮らしなので 1

どうしても心配なときは受診した 1

同居する子供（男子）が47才で独身のため 1

夫又は妻 73

祖父母等の同居の家族 9

祖父母等の別居の家族 21

友人・知人 16

119番 23

愛知県小児救急電話相談（＃8000）等の他の専門相

談センター
9

その他 7

その他

知人のお医者さん 1

子ども 1

子供がいない 1

健保 1

救急外来 1

インターネットで調べる 1

【4】「ない」と回答した方のみお答えください。

【13】育児相談を利用していない理由は何ですか？（複数回答可）

【14】～【17】　【1】「知らない」と答えた方のみ

【14】急病時の相談は誰にしていますか？（複数回答可）



友人の医師 1

夫又は妻 47

祖父母等の同居の家族 3

祖父母等の別居の家族 23

友人・知人 27

市役所等の行政機関の専門相談センター 5

利用する状況がない 39

その他 3

その他

子供がいない 1

子供が成人しているので特に相談はない 1

成人している 1

利用したい 90

利用したくない 11

特になし

もう　子供は、いない

子供が成人してることと普段から家族では 緊急対応を どのようにし

たらいいか決めているので

利用するような小さな子供がいないから

必要がない

子供が中高生と大きく、使いたくなる状況になる心配が少ないか

ら。

該当者がいないので、その必要性がない。

【15】子育ての相談は誰にしていますか？（複数回答可）

【16】今回「急病・子育てコール24 ～育救さんコール～」を知って、今後利用したいです

か？

【17】利用したくない理由は何ですか？

子供がいない

わからない。

子供が独立して同居していないためです。

子供がいないので、必要無いため


