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２－４，お子さんの発熱時にかかった医療機関や保健所の対応

について、感じている点を教えてください。 

 

▽発熱があり別室での対応となったのに検査さえしてくれませんでした。 

 

▽周囲からも発熱しても検査は無いと聞いていたので諦めの気持ちのみ 

 

▽昨年の夏に市の PCR 検査を受けたが、FAX で業務が追いついてないので結果が

出るまで 2日ほど待たされた。 

 

▽5 波以前から、体調が悪く、他国なら PCR 検査を案内されるはずの症状でも、

「子どもはかかっても風邪程度である」と言われ、検査されたことはありません。 

 

▽即対応していただけました。満足しています。 

 

▽鼻風邪で熱もなかったのですが、正直検査をどんどん出来る様にしないと、た

だの風邪なのか軽症のコロナなのかほぼ無症状のコロナか判断しかねると思いま

す。 

 

▽自主休校していることを小児科には伝えているので、味覚嗅覚異常があればま

た来院すれば検査するのでと言われたことも、当然だろうと思えた。 

 

▽保健所ではなく、まずはかかりつけ医へと言う対応をされている地域に住んで

います。親子でかかりつけにしている病院が、コロナが流行し始めた段階で病院

を改装して個室を増やし発熱外来を開設されました。子供はまず抗原検査ですが、

PCR の結果も院内検査装置のおかげで当日にはお電話で結果を知らせてください



ます。コロナに積極的な対応をしてくださる先生が居てくださり、とても有難い

と思っています。しかし病院の負担や空気感染等、心配はつきません。 

 

▽近隣の小学校や保育園でどんな症状の風邪が流行っているか、を考慮しながら

診察してくれている。 

 

▽風邪症状があるなら、せめて検査して欲しい。 

 

▽これだけコロナが流行しているにも関わらず、インフルエンザのように検査し

てもらえない上、PCR検査をしていないのに「おそらくただの風邪でしょう」と言

われてしまう事に納得がいかない。これで見逃してしまった陽性者も少なからず

いると思う。 

せめて PCR検査をして欲しい。" 

 

▽埼玉県所沢市です。子どもの PCR 検査へのハードルがとても高く、同居の大人

に感染疑いがないと検査もらえません。検査をして欲しい旨を伝えると不機嫌な

対応。その為うちは少し離れたＦ救急さんへ行き検査しました。周りの子どもは

病院へ行かない。もしくは受診してもコロナを疑っての検査はされないようです。 

 

▽遅れている。 

 

▽子供が発熱しても PCR検査をしない病院が多い。 

 

▽医師の診断は、風邪ですね、の一言でおしまいでした。PCR検査しなくていいの

か聞いたところ、子供は軽症だから大丈夫。親に症状が出たら親が検査を受けれ

ばよいと言われました。そして、子供がコロナに感染しているなら既に家族には

うつってるし、検査をしても手遅れと言われました。 

 

▽PCR検査にまで繋がったことがなく、どのような状態なら検査できるのか疑問。

子どもは感染しない、風邪だと診断する小児科医が多すぎる 

 

▽即時対応期待できず民間で検査。有料でいいので即時対応を。 

 

▽7119 へ電話したら「様子を見てください」と言われました。当時は熱が 38 度

でこのまま上がったらどうしようと思いました。PCR 検査がもっと身近に受けた

い時に受けられたらなと思いました。一応、Ｎクリニックで検査キットを取り寄



せましたが、熱が翌日には解熱したので使いませんでした。しかし、キット(オン

ライン診療付き)は一万円以上したので、高くて頻繁には自費では検査できないな

と感じました。 

子どもは解熱はしたものの、もし感染していたら広げてしまうので、小学校を二

週間お休みしました。" 

 

▽PCR 検査を受けられるクリニックだったので受検を希望したが、断られてしま

ったのが不満 

 

▽親切な先生でした 

 

▽風邪でしょう 

 

▽子供の熱等症状ではなぜ PCRを受けさせてもらえないのか。 

 

▽通常通りの対応だった。 

 

▽コロナ禍になってから、子供が二度発熱し、一度目の時は去年 4 月に一ヶ月間

微熱が下がらず、何度も当時のかかりつけ医に行くも PCR 検査に行きつく事も出

来ず、挙げ句、保健所に自分で電話しろといわれ、電話するも保健所も「ただの

心配性なお母さん」にされてしまい、検査できる病院を紹介してもらえませんで

した。困ってここでツイートした所、地元医師が発熱外来やってると DMくれ、や

っと PCR 検査することが出来ました。当時は PCR 検査してくれる発熱外来がどこ

にあるのか？全く情報もなく、今現在はかなり増えましたが、行政がここでやっ

てますと教えてくれるサイトも今もありません。二度目は、新たにかかりつけ医

にした病院にて、スムーズに PCR検査受ける事が出来ました。二度とも幸いにも、

陰性でした。 

 

▽たまたまかかりつけの内科が検査に積極的なので良かった。他の小児科などで

は一切検査してくれない。 

 

▽子どもの発熱だけでは、コロナのコの字もでません。大人が体調不良でなけれ

ば大丈夫というスタンスです。 

 

▽夕方に熱を出し朝には下がっていたので受診しませんでした。 

 



▽微熱だったので受診せずに休ませるだけでしたが、高熱なら受診したい。今後、

高熱などが出た場合、受診できるのかどうか、適切な治療を受けられるのかどう

か、また家庭内感染にどう対処したらよいのか、どう対処するべきかの助言をも

らえるのか、電話がつながるのかなど、全てが不安。不安しかない。 

 

▽子供はコロナに罹らない。大丈夫。と言う先生が多すぎる。 

 

▽微熱と血便が出ましたが、検便のみでした。 

診断は首をひねりながら「胃腸炎」とされ、「ウイルスの可能性も無くはない」と

も言われましたが、PCRや抗原検査の対応はしてもらえませんでした。 

パンデミック下で検体を出しているのに、コロナの検査をしないのは違和感しか

ありません。 

 

▽いつも行っていた病院は、子どもでも発熱は受け付けてもらえなくなり、発熱

を受け付けてくれる小児科を探さなければいけず、不安になった。 

 

▽地元の主治医は診てくれず、K病院を案内された。K病院で診てもらった。発熱

外来でコロナ扱いにはなるが、電話で聞く限りコロナではない可能性が高いので、

他の発熱の人とは時間をずらして診察してくれた。対応には感謝しているが、今

後かなりの人数診るのに、このような親切な対応はもうしてもらえないだろうと

思う。 

 

▽家族含めて PCR 検査を受けて、陰性であれば今回は安心して出勤できるのでは

ないかと相方と相談した上で、子どもを診察に連れて行きました。かかりつけの

医師からは、｢周りにかかったという人はいますか？｣｢他の家族で具合悪い人はい

ますか？｣と聞かれ、いないと伝えると、｢検査の必要は無いでしょう｣と言われま

した。その医師は、できるだけ検査しないで済ませ、夏風邪の様なものとしてお

きたい考えが強いように感じました。医師の意見に従おうという思いもあり、こ

ちらから強く訴えることはしませんでした。ですが、やっぱり釈然としない。検

査を勧められないと、自費でキットを買うか、検査体制有りの病院に行って自費

で超高額の検査をしてもらうかの選択です。駅前検査みたいな所は安い気がする

が、発熱した当人は検査してもらえない。念のためにみんな検査したいなーとい

う思いを強く持ち、不安な気持ち(実は感染していて広げてしまっていないか？)

のまま仕事に行くのはストレスでしたし、子どもの熱が少し高くなる度に、また

同じ迷いと選択を迫られるかも知れないのが凄いストレスです。 

 



▽保健所から近隣のクリニックを紹介されましたが、週末だった為検査できると

しても週明けだろう。と、土、日の間に 40℃を越える高熱で解熱剤も無かった為

小児科医在中の救急病院へ、脱水気味だったのと熱が続いていた為点滴、血液検

査等したが原因不明。 コロナの検査は出来るか聞くと、救急では検査できません

そもそも小児は検査してくれる病院は少ないですよ。と…なる程これでは拡がる

べくして拡がっているんだなと感じました。 

 

▽近所のかかりつけ医でしたが真摯に対応していただき感謝しています。 

 

▽医療が逼迫している今、もし調子を崩したりしたら見てもらえないのではない

か、自宅療養で症状の急変が本当に怖い。 

 

▽全てにおいて遅い。2件受診拒否、3件目でやっと診察された。県のコロナダイ

ヤルに電話するも、渡航歴を聞かれ、時間の無駄だった。 

 

▽熱や咳の症状があっても検査されず、どういう症状なら検査してくれるのだろ

うと疑問に思った。 

 

▽お医者さんは、子供の呼吸音を丁寧に聴いてくれていて、「ぜろぜろしてきたら

すぐにまた来て」と言ってくれた。でも PCR 検査は大変すぎてできないらしい。

ほんとに PCR検査をしなくて大丈夫なのかな？と思った。 

 

▽直近の体調不良では、抗原検査を受けた際は微熱、その後高熱がでてしばらく

続いたため再受診したが、PCR検査、抗原検査などは受けられなかった。愛知県豊

橋市の保健所は公衆衛生を守る機能をしていないので、相談はしていない。（以前

相談したこたがあるが、期待するだけ無駄だと思い知らされた）この 1 年子供が

何度も発熱、咳など疑わしい症状があっても検査を受けられなかった。高熱嘔吐

下痢で入院、その後川崎病疑いの症状がでたが、コロナについて調べて貰えなか

ったということもある。風邪を引いても PCR 検査を受けられないためコロナなの

か何なのか不明なまま。何日も仕事を休まなければならないことが何度もあり、

こんなことがいつまで続くのか、精神的に限界にきている。 

 

▽大阪市の学童に通所している息子だけが家族で唯一感染しました。7月 30日か

ら 38度ほどの熱が 2日ほど続きました。周りに感染者がおらず、同居家族には症

状がありませんでした。8 月 2 日に学童の子に陽性が出たと連絡がありました。

保健所の調査で濃厚接触者は居ないとなり、公費での検査はありませんでした。



祖父母宅へ帰省の予定をしていたため、念の為に 8/5 に実費で検査を受けた所、

8/6 に学童に通う息子だけ陽性になりました。同居家族は陰性でした。夏休みに

入り、学童以外には行っていないような状態なので、恐らく学童で感染したと思

っています。初めに陽性になった子供とうちの子は学童内で接点がないとの事で、

感染経路不明とされているようです。うちの子の陽性を学童は保健所に伝えまし

たが、集団検査はしない方針のようです。今の所別の発生事例は無いようですが、

都会の学童なので一日中狭い部屋の中で大人数が過ごしている為、今後も感染が

拡大するのは容易だと恐れています。せめて陽性者が出た時には検査が必要なの

ではないかと思います。息子は解熱後は元気に過ごしており、8/11には陽性者で

はないとされるそうです。8 日に保健所から連絡があり現状を伝えました。オキ

シメーターを送付するとの事。今日 8/9までに届いていません。 

 

▽幸いにも近所にドライブスルー検査場があり、なにか異変がある場合は直ぐに

PCR検査を受けに行きます 

 

▽インフルエンザ疑いで検査したが陰性だった。コロナの検査はしなかった。 

 

▽掛かり付け医の対応が良く、すぐに PCR検査を進めてくれました。 

 

▽発熱の他に下痢や発疹、蕁麻疹もあった為 PCR 検査をお願いしたら、お母さん

がコロナを心配しすぎるから子どもの具合が悪くなった、心身症と言われた。検

査を受けてどうするつもりかと言われ、気分が悪くなった。 

 

▽37度だったので、医療機関には行かず、家にこもっていました。 

 

▽喉を見て赤いから夏風邪、と診断が早すぎて驚きました。検査もしないし、勧

めもしない。こちらからコロナの可能性は…と聞いても、『子どもはかかりにくい

から大丈夫でしょう』と。そりゃ保育園や学校でクラスター発生するわなと思い

ました 

 

▽親の体調を聞かれた上で PCR 検査が必要か否かの判断をすることに対して不信

感を持った 

 

▽子どもにはコロナは無い様子 

 

▽発熱したら当たり前のように PCR 検査をどこの病院にかかっても受けられるよ



うにしておいてほしかった。結果的にリンパ節炎の診断を受けたが、コロナであ

ったかもしれなかった。 

 

▽発熱相談センターも医療機関もとても親切でスムーズでした。現在保健所から

の連絡待ちです。 

 

▽医師から検査の必要はないと診断されたが、念のため受けられたら安心でした。 

 

▽日頃から信頼しているかかりつけ医なので診断には疑いを持たず、勧められな

かったので検査をしませんでしたが、万一を考えて隔離、看病をしました。陽性

でも、陰性でも、すぐに検査ができて結果がわかればどちらにしろはやく的確な

対応が取れたのでは、と思います。 

 

▽かかりつけの小児科医にお父さんが東京に出張に行ったとすんなり検査をして

くれた。検査をすると結果がわかるまで出社できないし、もしも陽性で濃厚接触

者になるとしばらく出社できないので、旦那にものすごくいやがられた。軽症の

場合だと、家族の仕事の都合により受診できない家庭もあるのではないかと思っ

た。検査結果が思ったより早く陰性とわかり皆で安心した。結果として検査をし

てよかった。 

 

▽かかりつけは発熱の診察を拒否したので、発熱外来のある初診の病院に行った。

診察は丁寧でありがたかったが、インフルエンザのようにコロナも念のための検

査をしてくれたらよいのにと思った。 

 

▽近所のクリニックで、抗原検査だけでは不安だった 

 

▽コロナや風邪ではない病気で発熱した場合、診てもらえる病院がない 解熱剤

を家で飲む以外対処法がない それでなんとかなる場合はまだいいが、重篤な場

合はどうするのか。コロナ以外にもこじれれば大変なことになる子供の疾病はた

くさんあると思う。学校ではリスクを非常に小さく取るのに、病院ではリスクを

非常に大きくとる そこにギャップがあり戸惑う 

 

▽インフルエンザのように、コロナの PCR検査も気軽にしてもらえると安心する。 

胃腸炎と言われたが、コロナでも胃腸症状は出るため、心配だった。 

 

▽コロナ禍で簡単に PCR検査が受けれないのが不安で仕方なかった。 



 

▽車で電話での問診待機後に別の入り口から入り二階で診察していただきました。

もしものことを考えて、PCR検査してくれたら安心だと思いました。 

 

▽身近に感染者がいないならコロナの心配はないと言われたが、自治体の方針で

学校に感染者出ても公表も休校もされず「風邪」「家庭の事情」にされるのでそも

そも知りようが無い。医師は「学校休校などの公表がない＝感染者はいない」認

識。 

 

▽保健所と府知事に殺される。と感じました。無責任な府知事と保健所。 

 

▽熱が下がらなければ検査しましょうと言われたので安心感を持てました。 

 

▽そもそも子供が発熱しても PCR検査はまずしてくれません！ 

 

▽民間で一括管理すべき 

 

▽発熱した場合、普段持病でかかっている病院にも行けなくなってしまうので、

その持病が原因で発熱したかどうかも下がった後になっては分からない、という

ことになってしまいます。かといって「今度は熱のあるときに来て下さい」とも

病院として言えないわけなので、熱が時々出ても不明のままです。 

 

▽私は怪我で発熱していると思っていたが、病院では一瞬コロナ感染も疑われた

ようでした。しかし検査は行われませんでした。 

病院を受診しても気軽に PCR検査を受けることは出来ないんだと思いました。 

『いつでもどこでも気軽に無料で』PCR 検査を受けることは相変わらず出来ない

んだと思いガッカリしていますもう 1年半も経ってるのに。 

 

▽近所のクリニック、診療時間直前でしたが、丁寧に対応して頂きました。 

 

▽通常通り受診したが、周囲にコロナウイルス患者がいるのではと気になった 

 

▽現場の方は苦労ばかりで頑張ってくださっていると感じています 

 

▽診療にかかった小児科は、医師が熱はなかったものの風邪症状があると聞いて、

普通の診療エリアから隔離されたスペースで抗原検査を実施してくれました。対



応には納得してますし、リスクを抑えて最短で結果が確認できるフローだったと

思います 

 

▽小児科の診察時、コロナという言葉をなるべく使わないようにしている印象。

不自然な感じ。 

 

▽コロナの可能性を極力排除して通常診療にあたっているという印象 

従来の株では重症化しないので妥当なのかもしれないが、果たして…と思うこと

はある。 

 

▽かかりつけ医は基本的に電話診療をしているが、しっかりヒアリングしてくれ

るので今のところ特に不安はない 

 

▽頑なに PCR は受けさせないのはおかしい。子どもは自分の症状を的確に伝えれ

ないのだから余計に PCR を受けさせるべき。また急変のことを考えても自宅療養

ではなく入院できる施設を突貫で作るべきだ。 

 

▽デルタ株はこどもでもかかるというので、こどもにも積極的に pcr検査をして、

陽性の場合は入院させてほしい。保育園でも陽性者が出ており、預けなくてはな

らないけれど預けるのも心配。 

 

▽すぐに検査をしてくれて安心できた 

 

▽子ども二人が発熱、上の子の保育園で RSウイルスが流行ってることを先生から

きいたので医師に伝えたところ、下の子 2歳のみ RSウイルスの検査となり陰性だ

ったので上の子は検査せずでした。かかりつけ医には事前に発熱と電話連絡し別

室の待合室で診察を待ちましたが、発熱でコロナの検査とはなりませんでした。

(かかりつけの病院は PCR 検査をしているそうですが、勧められませんでした。)

お医者さんによってすぐに PCRするところとしないところがあるのでしょうか。 

 

▽特に新型コロナの話はありませんでした。不安なので、子供の発熱時に PCR 検

査をしてほしいです。 

 

▽受付時にコロナに関するアンケートを受診票に書くが、「コロナの感染拡大地に

1 週間以内に行ったか？」程度で判断され、前提として子どもはコロナにかかっ

てることはないとして診療される。 



 

▽診療所で RSウィルスも特効薬が無く、検査も自費なので調べる意味が無いと言

われました。新型コロナも同様の考えのようです。 

 

▽保育園中 RS が流行っていたので RS だろうと。その 2 週間前にも高熱がでてい

ましたが、RSやアデノ、溶連菌など(?) 

もし検査対象にコビットがあれば、陽性になることもあったかなと思います" 

 

▽発熱や疑わしい症状があったら PCR 検査で新型コロナを調べるようにしてほし

い。 

なぜ子供には検査しないのか理解できません。 

調べずに本当は感染しているのにわからないまま保育園や幼稚園や学校にいって

しまったら感染が広がるのでは？と恐怖です。 

 

▽PCR検査をしてほしい 

 

▽かかりつけの小児科は混雑していることもなく、スムーズに診察・検査を受け

られた。その前に問い合わせた自治体の受診相談センターは「コロナというより

脱水症状を心配した方が良いのでは」と言い他人事のような態度だった。コロナ

の疑いがあれば感染を拡げないために速やかに検査するべきだと思うが、検査の

案内もなく話を逸らしているように感じた。本当に「単に意見を言うだけ」とい

う様子だったので、参考にならなかった。 

 

▽病院側はコロナは絶対あり得ないという考えで、こちらがビックリします。家

庭に持ち込むのは大人なので、大人が体調不良でなければ、子どものコロナはあ

り得ないと言われました。 

 

▽小児科でできれば検査をしたい、と言うと、周りに陽性者がいなければその必

要はない、と言われた。周りも検査してないからわからないのでは、と思ったの

と、こどもから親に感染る可能性は全く考えられてないと思った。その割に看護

師さんが「家の中でもマスクして、食事も別に」と言うからコロナの可能性大、

と考えてるのか？！と混乱した。 

 

▽子供が 40度の熱が出ても海外の渡航歴や濃厚接触者がいないため、コロナの検

査を勧められなかった。結局かかりつけ医で貰った解熱剤を飲ませたが、これで

よかったのかと疑問に思っている。 



 

▽子供の発熱の場合、PCR 検査を行わないため、もしコロナだった場合に対応が

遅れてしまう不安がありました。 

 

▽これ以前に発熱し診察を受けた際「子供は PCR 検査はしないものだ」と言われ

ました。自治体の方針と受け止めましたが、感染抑制が出来ない保育園に預けて

る身として信じられない思いです。 

 

▽子供だけに流行っていましたので、適切だったと考えています 

 

▽子どもはひどくならないからコロナと疑う心配はないと言われたけど調べて欲

しかった！ 

 

▽検査をさせてほしいといっても RS すらさせてもらえなかった。RS かコロナな

のかはたまたそれ以外の何かなのか不安だった。 

 

▽保育園から連絡あってむかえに行き、近所の小児科へ受診。簡易血液検査をし

たら異状なし。しかし、翌日から咳もひどくなり、総合病院いったら川崎病だっ

た。入院になったので PCR検査したが、風邪で受診しても肺炎の症状がないと PCR

検査をしてもらえないので不安あった。 

 

▽特に検査はしなかったが、月に 2回以上発熱しているので不安だった 

 

▽今のところ待たされることなく、かかりつけ医(小児科、耳鼻科)を受診できる

ので不安はない。 

 

▽発熱時、子どもでもコロナを全く疑わず検査をさせてもらえないことが不安 

 

▽デルタ株が流行る前だったので、保育園で流行っている熱はコロナじゃないだ

ろう、と言われたので安心した。事前に電話相談したところ発熱外来ではなく、

普通に小児科で受診できた。ちゃんと発熱外来は別の受付、診察室（プレハブ）

で徹底していると感じた。 

 

▽周囲に発熱者が居ないか聞かれ、いないと答えた所夏風邪との診断で、RSウイ

ルスもコロナの PCR 検査も勧められる事も話題になく、検査は気軽にはできない

のだなと感じた。また仮に周囲に無症状のコロナ感染者が居た場合は取りこぼす



のだなと思った。 

 

▽検査をなかなかしてくれない 

 

▽医療機関の対応自体は特に違和感はなし。保健所には関わっていない。 

 

▽発熱時には診ていただけないのではとの不安がありましたが、時間帯を分けて

対応していただき大変安心できました。 

 

▽困った際は小児科に相談しているが，親身に相談に乗ってもらえている 

 

▽PCR できるクリニックがわかっていたのでそこに最初から行き検査してもらっ

たのでよかった。 

 

▽都区内在住ですが、地域のかかりつけ２院ともに、親に症状が出て初めてコロ

ナを疑う方針です。この一年で 10回は発熱しましたが、コロナの検査に至ったの

は 1 回のみ。兄弟共に発熱と咳が１週間続き、親も咳が出て、頼み込んで調べて

いただきましたが陰性でした。(ある意味医師の見立ては合ってるのかもしれない

ですが)直近では発熱と呼吸器症状があるものの RS とアデノは陰性。保育園のク

ラスは全滅。でも原因不明の風邪と診断されるのが現状。個人的に安倍元総理の

一斉休校休園は支持していますが、もう一斉休園はできないのなら、インフルエ

ンザ程度には検査をし、該当園児の登園を止めないと感染が広まる一方だと感じ

ます。 

 

▽RSもコロナも全く検査してくれる気配がなかった。どのような症状だったら検

査するのかという基準くらいは示してほしかった。 

 

▽不安なのでちゃんと検査してほしい 

 

▽COVID-19 の陽性の可能性については全く触れようとしない。最初から PCR検査

などの対応をしないと決めているようだった。意味がわからなかった。 

 

▽保健所には連絡していないので不明。医療機関には診察時は平熱に戻っていた

が発熱があったため念のため電話の上指示を仰いだが予約をして普通に待合に通

される感じだったので万が一コロナだったら良いのだろうかと疑問を感じたのと

同時に咳症状のある他の子供と同じ待合だったので怖くて外に出て待ったので予



約の意味もなく病院に行くのも行かないのもリスクと天秤にかけ親の判断の負担

が非常に大きいと感じた。 

 

▽かかりつけの病院では発熱時に希望すると、念の為とコロナの検査をしてくれ

るが、周りの人たちは検査もしないで風邪と診断されていることが多く感じる。 

 

▽デルタ株流行前でしたが、流行りの夏風邪という扱いでした。 

 

▽発熱しても検査をしないため、もし感染しても気付かないのではないか心配。 

 

▽園で陽性者が出たが保健所から濃厚接触者ではないと判断されたうちの子は発

熱しても保健所 PCR を断られ、発熱外来は電話が繋がらずに受診できず、父親の

勤務先病院で PCR を受け陽性でした 

 

▽とりあえず誰でも疑わしかったら検査してほしい。国費で。 

 

▽保育園でコロナが出たけど、かかりつけ医で検査なんてする素振りも無く、こ

れではコロナが広がるだけだと不安になった 

 

▽新型コロナの検査は重症化しないとできないといわれました。乳児は発熱が多

いので仕方ないと思うけど、でも、新型コロナではないかどうか、不安です。 

 

▽妥当。だが、何度以上が何日続いたら PCR検査になるか、教えていただきたい。 

 

▽保育園で RSウイルスの検査結果が出たものが大多数で、子から感染し、罹患し

た保護者が PCR 検査を受けて陰性だったため、PCR 検査をしなかった判断はこの

状況では正しいと感じました。RSウイルスが 1歳以上が保険適用外のため、検査

がなかなかされないことはこのコロナ禍では仇となっていると思います。 

 

▽PCR を子供はしない時点で、医師の勘だけでコロナではないと判断されると感

染拡大につながり取り返しのつかないことになるのではないかと思った。 

" 

▽発熱していると診てくれない病院もある 

 

▽発熱で病院にきているお子さんが万が一コロナだった場合、別症状で来ている

子にも待合室で感染させそう。以前より発熱に対しての危機感が病院も薄れてい



る。S C に入っている小児科は入り口向かいが飲食店だったりで一般人にも影響

ありそうで怖い。 

 

▽お医者さんの判断なので、特に何も感じなかった。 

 

▽PCR 検査は全く勧められませんでした。こちらから希望しないと受けられない

ものなのでしょうか。 

 

▽かかりつけ医でいつも通り 

 

▽誰が発熱してもすぐに PCRしてほしい 

 

▽子どもはコロナでも37℃くらいの発熱ですぐ終わることもあると聞いていたの

で PCR を受けたかったが、子どもはだいたい家族からの感染が多いので家族が異

常なければまずないと検査を拒否された。家族が無症状の可能性もありますよ

ね？と問うたところその可能性はあるが無症状なら問題ないとの回答。現場の医

師がこの認識なら永遠に収束しないですね… 

もちろんリソース不足の問題もあるのでしょうが、絶望的だと感じました。 

 

▽検査もなく夏風邪でしょうと言われ、安心は出来ないです。 

 

▽医者は保育園で流行っているものを聞いて判断してるのか検査も何もなかった。

5 日近く熱が出て不安だった。また治らないのに病院に連れていくのも不安であ

る 

 

▽発熱でも拒否されず近くの小児科クリニックで受診できたのは助かった。しか

し、症状の確認のみで診断され何も検査されなかったのは不安がありました。 

 

▽濃厚接触者や接触者でなければ検査をしないのがスタンダードです。発熱外来

に案内されても、結局小児科へ案内されて軽装備の医師が診察をして終わりです。

念の為検査をなんて一切言われません。子供のコロナ感染について、とても楽観

的だと感じます。 

 

▽コロナ禍の中で、ちょっとの風邪では病院に行きにくいので、ひどくなってし

まうこともあった。他の検査をあまりしてくれなくなった。 

 



▽検査を受けたいのに、受けさせてもらえなく、残念だった 

 

▽この間ではないけど、保育園でコロナが発生したら濃厚接触者とならなかった。

全ての子供たちが対象と思っていた。一日後子供が発熱して受診して、保育園で

感染者出たと言っても PCR 検査しないし、紹介制で時間がかかると遠回しに遠慮

された。 

 

▽RSウィルスは治療薬が変わらないから検査すらお断りされたが会社へ報告する

為、依頼し検査していただきました。 

 

▽積極的に PCR検査をしようとしない。 

 

▽コロナについては一切触れられませんでした 

 

▽小児科では、コロナかも？っという観点がまったくないのが不思議です。 

いつも何の検査もしてくれません。 

毎回別途内科にかかり PCR検査を受けています。" 

 

▽恐らくコロナではないと診察していただき助かりました。 

 

▽子どもの発熱だけでは検査してもらえない！濃厚接触者にならないと検査しな

いと。 

 

▽コロナ対応外の病院が多すぎる。そもそもどこが対応しているのかも分からな

い 

 

▽発熱、風邪症状ですぐ PCR検査をしてほしい。 

 

▽子どもは発熱しても一番にコロナを疑わないような診察に疑問。 

 

▽1日で熱が下がったので、医療機関には行っていない。そのため、対応について

は不明。 

 

▽RSぽかったけれど発熱しないと検査してもらえないので、保育園登園可能でし

た。コロナと一緒でどんどん広がると思います。 

 



▽保育園で濃厚接触者に認定された息子が、保健所の PCR検査の翌日に発熱した。

保健所の初めの説明では、自宅待機期間のうちに発熱があった場合、再度 PCR 検

査を受ける必要があると言われたが、発熱してから保健所に伝えると、2 度は検

査しないと言われた。保健所に紹介された小児科に行ったところ、小児科ではコ

ロナに関する検査をしないと言われ、保健所に相談するように言われた。 

普段のかかりつけ医に相談し、時間的な都合で抗原検査をし陰性、RSウイルスの

検査で陽性となりコロナでなかったため安堵した。 

全て含めた対応で、保健所はあてにならないと感じた。 

検査できない理由がルールであるのなら、説明してくれれば納得できた。 

（かかりつけ医には全て相談した上での受診で、感染対策に配慮して動きました。） 

かかりつけ医の先生が検査をしぶらず、やってくれる先生で良かったと思います。

同じ市内でも、全く検査をしてくれない病院もあると聞くので、そりゃ感染拡大

するわなという印象です。 

 

▽熱が出ても、４日続かないと何の検査もしてもらえず、がっかりした。 

 

▽コロナの検査はなく風邪との結論で診察が終わるのが不安。 

 

▽診察は診察で良いのですが、発熱時に PCR 検査をするかしないかの問いかけが

あっても良いのかなと思いました。 

 

▽すぐに検査治療を受けられる体制にあるかどうか 

 

▽同居の家族に同じように発熱している人はいるかと看護師さんに聞かれました。

いないと答えましたが、この内容でコロナの検査の必要性を判断しているように

感じました。 

 

▽コロナへの心配を伝えましたが「わからない」との回答で不安に感じました。 

 

▽結膜炎からの熱だという事だったが、念のため PCR 検査の必要性について問う

と、かかりつけ小児科医師からは「濃厚接触者じゃないし、子供から子供へはう

つらないから。」と笑って言われ相手にされなかった。 

 

▽近所の小児科 3件回ってやっと 4件目で検査してくれた。東京 23区。子供はコ

ロナもらわない、検査無しで風邪診断とか医師とは信じられない対応だった。こ

っちが走り回らないと子供はなかなか検査されない。 



 

▽発熱があってもコロナの検査を実施している小児科はありません。次男の通う

保育園で、保育士がコロナ陽性となったことをきっかけに、保健所が子供も検査

したところ子供 5 名と他の職員 2 名に陽性者が出ました。小児科でコロナの検査

をしてくれていたら、もっと早く感染に気が付き、感染の拡大を防げたのではな

いかと思います。 

また、この一連の検査に約 1 週間も要しました。園全体を休園しているにも関わ

らず、土日は検査をしないため長引きましたし、その間陽性者の濃厚接触者の方

は大変心配されておりました。非常事態ですし、保健所は土日も運営して欲しい

です。長期の休園により、保護者の仕事にも影響が出ています。 

 

▽上記の子に限ったことではないですが、子どもが発熱した場合 PCR 検査は全く

勧められず、所見のみで夏風邪との診断が多いです。熱が下がった後も咳や鼻水

が続いており何度も繰り返し休む子どももとても多いです。 

 

▽とにかくコロナじゃない事にしたい感じ。 

心配で PCRは民間検査を受けた。 

 

▽発熱したことはないが別件で小児科を受診。近隣の小児科では発熱外来がある

病院でさえ子供の pcr 検査が抑制されている。小児科医に子どものコロナはたい

したことないとはっきり言うので不信感しかありません。 

 

▽コロナの無い頃と同じ対応。コロナなんてまるで無かったかのような… 

 

▽PCR検査をして欲しいと感じた 

 

▽適切な対応だと感じた 

 

▽血液検査と尿検査で尿路感染症と診断された。咳などの感冒症状はなかったの

で納得した 

 

▽コロナを疑う様子は一切なかったのが、疑問でした。確かに咳は出ていなく、

胸の音も綺麗だったそうですが、不安は拭えませんでした。 

 

▽RSウイルスの疑いがあったが検査してもらえなかった 

 



▽不安。子供は大丈夫だからと言われるけど親はどうなの？ 

 

▽通っている幼稚園の児童でコロナ感染者が出たが、保健所からは濃厚接触者に

当たる人はいないと回答が来たため幼稚園も通常営業を始めた。その直後に子供

が発熱したため不安に。結局、PCR検査は陰性、その後しばらくして行った抗体検

査も陰性だったため、恐らく当時は本当に感染していなかったと思われるが、幼

稚園児、しかも年少児が、濃厚接触者にならない基準を本当に守れているかは分

からない。濃厚接触者に当たらないため、どの学年で発生したのかも分からず、

自主休園をするべきか迷っているうちに夏休みに入った。特にまだ秩序を守る意

識が出来ない年齢のうちは、大人よりも濃厚接触者の基準を厳しくしたり、情報

を与えてほしいと感じた。 

 

▽周囲に発熱している人がいないかの確認をされ、たぶん夏風邪でしょうと言わ

れました。その後すぐに下がったので安心しましたが、検査等は特にしなかった

ので発熱しているときは不安でした。 

 

▽保健所や小児科の考えでは子供は後回しだなという印象 

デルタ株が増えたけれどまだ子供はかかりにくいと思っているように感じた 

コロナは大人がもらって家庭内感染するものだから子供が最初にコロナにかかる

事は想定外のようだった 

PCR検査には基本非常に消極的、検査数増やしたくないのかと感じた 

抗原検査だとできますが、精度落ちますがやりますか？と聞かれた(受けなかっ

た)" 

 

▽肺炎にまでなりかけ咳と高熱が続き、何回か小児科に行ったが、混雑の為待ち

時間もかなりあり、原因も RSであろうとの診察で検査もなく不安があった。 

 

▽何による感冒なのかせめて検査をして欲しかった 

 

▽どんな症状で病院にいっても、風邪ですね、で終わるのが違和感です。 

 

▽かかりつけの小児科を受診。微熱と鼻水以外の目立った症状はなかったため、

おそらく何らかの風邪でしょうと言われたが、不安はあるため PCR 検査を受けさ

せたかった。コロナではないという証拠が欲しいと思った。学校や幼稚園に登園

登校も翌日から良いですよと言われた。本当に行かせていいのか心配だった。 

 



▽発熱、咳、鼻水、喉の痛みなど症状があり小児科を受診しているのに検査もな

く、風邪診断とされることに不安しかありません。医師であっても、風邪とコロ

ナを検査以外で、見分けることは不可能だと思います。 

 

▽幼稚園に通っている下の子が発熱した数日後、小学校に通っている上の子も発

熱。それぞれ違う小児科にかかり、コロナの検査について聞いたが、周りにコロ

ナの人がいなければ子どもは大丈夫。と検査はしてもらえなかった。幼稚園、小

学校で感染することもあるだろうに、なぜ子どもはコロナ大丈夫となってしまう

のか、念のための検査はできないのかと疑問に感じた。 

 

▽家族に体調悪いものがいないか聞かれ（うちは大人は皆ワクチン完了後 2 週間

以上経過済み）、他に体調悪い者はいなかったため、勘のみで小児科医は「風邪か

な」。これではコロナ禍は終わりません。インフルや溶連菌と同じように検査が簡

単に当たり前になって欲しいです。 

 

▽子供も、親族の子供も、発熱が続いていてもどんなに頑張っても PCR 検査をし

て貰えません。去年の夏前からずっとそうです。「夏風邪でしょう」「たぶん突発

性発疹(その後発疹は出ず)」「たぶん RS」「コロナは子供は大人からしかうつらな

いから、親が発熱していなければ検査は不要」「学校園で流行っていないなら検査

は不要」わざわざ子供の PCRを実施しているところを受診しても、「治療法はない

し、鼻検査は苦痛だし、メリットがない」と実施してもらえず。東京都発熱相談

センターに電話をした時は、親切に子供の PCR を実施しているクリニックを複数

教えて頂きました。しかし、すべてのクリニックに「園児は唾液を溜めるのも難

しいから」と電話で断られてしまいました。 

 

▽小児科では PCR検査が受けられない。 

 

▽小児科は基本的に子供に PCR しないところが多く、かかりつけでは小児科でコ

ロナ感染の不安を伝えたら PCR と流行っているからと RS とヒトメタニューモの

検査をしてくれました。 

今まではいちいち PCRしていたら大変なことになる、発熱だけでは検査できない、

肺炎なら検査するなどど言われました。 

 

▽コロナが心配だと言ったら周りで出ていないならコロナではありませんと言わ

れました。 

 



▽子供が発熱したのは去年の夏なのですが、親が発熱していないから検査は必要

ないと言われました。周りでも、この断り文句はよく聞きます。 

 

▽受診することで安心できた。 

 

▽よほど酷くないと検査まで進めない。 

 

▽子どもの発熱のみでは、検査には繋がらない。コロナ感染が心配ならば、すぐ

に検査を受けられるようにして欲しい。 

 

▽こちらがつよく要望しないと PCRまでしてくれない。 

 

▽発熱があるが診てもらえて安心した。 

 

▽先天性心疾患があるため検査をしてもらえた。 

 

▽積極的に検査を勧められたので、その点は良かった。 

 

▽検査しないので、他の患者も同じ状態で野放しなら、うつす恐怖、うつされる

恐怖がある。 

 

▽積極的に PCRを勧めてはいなかった。 

 

▽受診したクリニックは検査してもしなくてもいい。安心材料にはなると思うか

ら不安だったら帰国者濃厚接触者センターに電話して検査して貰ってと言われ電

話したらスムーズ２日後ですが検査してもらい、陰性だったので安心した。 

 

▽知り合いみんな熱を出してますが PCR をしてもらった子は一人もいません。ま

ずコロナを疑うのが普通だと思うのですが、夏風邪ですね、でおわるそうです。

医療機関の対応も異常だとおもいます。子から子、子から親、かなりクラスター

に実際なってるとおもいます。喉が痛いだけでもコロナだったりするわけですか

ら。まず検査してもらえないと不安で幼稚園なんか通えません。 

 

▽子供が発熱してても診てくださって本当に有難い反面、もしコロナだったら、

他の方に移してしまったらどうしようと不安になります。 

 



▽健康管理表や行動履歴の問診も追加されていて安心した。 

 

→自由記述欄②に続く 


