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すくすく子育て教室用テキスト（補）

Ⅰ．赤ちゃんに多い病気と応急手当

〔病気の話〕

赤ちゃんの病気と大まかに言っても原因は様々です。おおざっぱに分け

ると、先天的なもの（奇形や遺伝子病）とそうでない後天的なものに分

かれます。おう吐やけいれん等には

ある種の奇形（血管、腸管、脳など）や代謝疾患が原因となっている場合もありますが、

。 、 、非常に少ないです 殆どの赤ちゃんは 生まれた後からの原因によって病気になりますし

病気と言っても風邪をはじめとする感染症がその大部分でしょう！この風邪と言うのも曲

者で 「風邪症候群」と実際には呼ばれて原因は実に様々で定義もはっきりとしていませ、

ん。多くはウイルス感染による上気道炎を指して軽い病気を言うようですが 、、、、

－感染症の話－

まず最初に感染症のお話から始めます。子供の病気で一番多いのが感染症です。子供は生

まれてから自分以外の外敵と遭遇するたびに戦って抵抗力（免疫力）をつけて大人になる

のが普通です。この戦いは、自分の抵抗力と外敵（病原体）の強さ×数量によって勝敗が

決まります。これからお話しする事を子育ての参考にしていただきたいと思います。

赤ちゃんの抵抗力（免疫力）はお腹の中にいるときから徐々に作られていますが、十分な

ものではありません。従って新生児期には胎盤を通ってお母さんからもらった液性免疫で

守ってもらっていますが、すべての免疫が胎盤を通ってくるわけではありません。逆に言

えば、お母さんが持っていないものには非常に弱いのです。乳児期前半でこれらの免疫も

なくなってくるので、後半は自分で外敵と戦いながら免疫を自家生産し免疫のネットワー

クを築きあげていくことになります。

この外敵と戦うことが感染症との戦いとも言えます。

この戦い方にもいろいろあります。自分の知らない間に戦いが進行し終わってしまうよう

な不顕性感染と、熱を出したり咳をしたりいろいろ症状が出てしまう顕性感染です。

願わくは発病せずに免疫だけつけて育って欲しいのですが、必ずしもそのようにはなりま

せん。病原体の主なものはウイルスと細菌ですが、真菌や原虫など希なものもあります。

細菌とウイルスの違いをおおざっぱに言えば、細菌は形も大きく自分で増殖し適合抗生剤

に弱いのですが、抗ウイルス剤はほとんどありません。この病原体が体のどこに入り込ん

、 、 、 、 、 、 、で炎症を起こすかによって脳炎 肺炎 気管支炎 扁桃炎 咽頭炎 リンパ節炎 腎盂炎

蜂 織炎等の名前が付けられます。重症度で付けられた名前ではありませんから、治療法窠

の無い扁桃炎の方がウイルス性脳炎より重症になることもあり得ます。炎とつくものは炎

、 。症を起こしているので 痛いとか腫れることもありますが一番多いのは熱を出すことです

風邪症候群はこの中でくしゃみ、鼻水、咳、咽頭痛、熱などの症状があって重症度が高く

ない鼻炎、咽頭炎、鼻咽頭炎、扁桃炎などの上気道炎によく付ける名前ですが、場合によ

っては喉頭炎や気管支炎、気管気管支炎など下気道炎でも症状が軽いと名付けることもあ

ります。
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各論：ポイントのみ

１．熱を出したとき

・熱の高さと病気の重さは関係がありません。

（ ） 。・高熱だけで脳に障害が残ること 頭の病気を除く はあり得ません

・熱よりも他の症状の観察を十分にしましょう！

・心配な発熱は、高熱なのに顔色が青白い時。

ぐったりとして泣いたり笑ったりせず、うつろな表情をしている時

意識がはっきりせず泣き声が弱々しくて視線も合わない時

呼吸困難や脱水、けいれんを伴う時

生後２～３ヶ月（特に１ヶ月）以下の新生児や乳児の時

・家族（特に母親）や周囲の感染症も注目して！ 風邪？インフルエンザ？等

・突発性発疹は多くの赤ちゃんがかかります。突然の高熱で始まり、鼻水や咳などはあ

。 。まりありません 非常に不機嫌で抱っこしないと泣きっぱなしと言う訴えが多いです

数日して解熱と同時に発疹があらわれてきます。下痢や軟便も多いです。

・化膿性髄膜炎や敗血症は稀な病気ですが症状の変化が早いので観察をこまめに！

・顔を真っ赤にしている熱の時は１枚脱がせる程度でｏｋ。蒲団のかけすぎに注意！

・手足が冷たくなるような熱とか悪寒戦慄がある時は、手袋、靴下、マッサージなど！

・汗をかいたらこまめに交換をしましょう。

・水分の補給が出来れば何とか危機脱出出来るでしょう！

２．ひきつけたとき

・圧倒的に多いのは熱性けいれんですから、あわてないように！

。 。・突発性発疹の時にひきつける確率が非常に高いです 突然にやってくる事も多いです

・悪寒戦慄と間違えないように！ブルブルは悪寒戦慄で、ピクッピクッやガクッガクッ

はけいれん（＝ひきつけ）でしょう！ 体を突っ張ることもあります。

・呼びかけに応じない、視線が固定されている、白目をむいている、唇が真っ青とか紫

色で、死んでしまいそうとか表現されています。

・熱性けいれん以外のけいれんは単純ではありません。頭蓋内感染症、脳血管障害、

代謝異常症、電解質異常、いわゆるてんかん等々 、で熱の無いことが多いです！、、、

・ちょっと心配なひきつけとは

６ヶ月未満の赤ちゃんのけいれん

２４時間以内に２回以上のけいれん

１５～２０分以上続くけいれん

全身のけいれんではなく、身体の一部分のけいれん

・口に物が入っている時やおう吐した時は窒息の危険があるので注意！体を横向きに！

当然、硬いものや指を口に突っ込むのも危険です。

・熱性けいれんの場合は兄弟や両親に同じ既往があることが多いです。

・ 熱性けいれん指導ガイドライン」が熱性けいれん懇話会より出されています。今後「

の方針などは熟知した小児科医に相談して決めて下さい。１回のひきつけで不安にな

ってばかりでも困ります。
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くしゃみ、鼻水、咳、熱、おう吐、下痢、腹痛、等は体に異変が起こったサインでもあり

異物を体の外に出してしまおうとする防御反応でもあります。どんな異変？？

→便を見てみよう！３．腹痛のあるとき

・赤ちゃんが腹痛を訴えることはまずありません！

・不機嫌で痛そうに泣くことはあるかもしれませんが 、、、

・腹痛だけ訴えるようなときは、浣腸でも行って便を見てみましょう！便秘？

・変な便はおむつごと持参して医師にみてもらいましょう。

４．吐いたとき

・おう吐は曲者で油断大敵です！（医者にとっては発熱よりずっと悩ましい）

・他の症状（熱、下痢、咳き込み、便秘等）があるかが非常に重要です。

・緊急を要するものに腸重積症、腸閉塞症（イレウス 、ヘルニア嵌頓等で、お腹がパ）

ンパンになっていることが多い。オムツをとって異常がないか確認！

・腸重積症は間欠的に泣き叫び（腹痛！？）苺ジャム様の血便を出すこともあります。

・他にも、代謝疾患、頭蓋内出血、感染症、アレルギー、異物で緊急を要するものもあ

りますが、思い当たる事がないかもう一度確認を！

・吐いたものが何であったか？色は（緑は怖い）？飲んでからの時間は？回数？量？

・慢性的によく吐く時は、飲み過ぎから消化管異常まで様々なのであらためて受診を。

・最も多いのが「いわゆるお腹の風邪」とでも言うウィルス性胃腸炎でしょう。この場

合は、下痢や発熱もあるので次第にお腹はぺっちゃんこになりやすいです。

吐物で詰まらせないように！吐き気の強いときは何も与えなくても大丈夫ですが、顔

色が戻っていたらスプーン１杯程度から徐々に水分を与えてみましょう。経口補水液

が望ましいですが、白湯、番茶、乳児用イオン飲料、母乳（最適）などもＯＫ。

５．下痢をしたとき

・下痢をしても機嫌が良く元気な時は心配はありません。

・一口に下痢と言っても多種多様なので、全身状態の観察を忘れずに！

（顔色が良くて食欲（飲む意欲）があれば心配ないことが多いです！）

・水様便が頻回で一回量も多いと脱水になる危険がありますし、おう吐を伴っていると

なおさら危険です。

・飲んだ水分量と尿回数のチェックをしましょう。出来れば尿量の目安も

・普段計測している体重計があれば、いつもと同じ状態で測定して下さい。

・飲み物や離乳食はテキスト参照。

６．頭を打ったとき

・テキスト参照 意識が無く蒼白でぐったりしている時は脳神経外科のある病院へ！

７．異物の誤飲

・神奈川県救急医療中央情報センター

中毒に関する相談 （３６５日 ２４時間対応）

℡ ０４５－２６２－４１９９

http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf・日本中毒情報センター ホームページ
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■大阪中毒１１０番（ 日 時間対応）365 24

０７２－７２７－２４９９

■つくば中毒１１０番（ 日 ９時～２１時対応）365

０２９－８５２－９９９９

■タバコ専用電話（ 日 時間対応、テープによる情報提供：一般市民）365 24

０７２－７２６－９９２２

８．アレルギー疾患（特にアトピー性皮膚炎）について

アレルギーとは既述の体を守ってくれる免疫反応が過剰に反応してしまった事です。

、 、 、 、 、主なアレルギー疾患は 気管支ぜん息 蕁麻疹 アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎

、 。アトピー性皮膚炎と言われますが 赤ちゃんで問題になるのはアトピー性皮膚炎でしょう

このアトピーの語源は遺伝傾向のある変な過敏体質とでも考えて下さい。結論を先に申し

上げると、アトピー性皮膚炎の原因はまだ完全に解っていないと言うことです！どのよう

な皮膚病変を指すのかさえも混乱していましたが、日本皮膚科学会や厚生省研究班が定義

や診断基準、治療ガイドラインを近年にようやく作ったところです。簡単に言えば大部分

のアトピー素因を持つ子どもに出来た、慢性に経過する痒みのある湿疹と言うことでしょ

う。少なくとも乳児では２ヶ月、その他は６ヶ月以上の経過を観察しないと慢性かどうか

の判断は出来ないとしています。原因は遺伝的な要素と環境要素が複雑に絡み合った結果

と誰しも考えていますが、結論は出ていません。困るのは食事アレルギーだけが原因とし

て広く知れ渡ったため無用の心配をする人が増えてしまったことです。ですからアトピー

産業が生まれることにもつながったと思います。原因を解明できない方にも責任はあるか

もしれませんね。ダニ、洗剤、食品、ブドウ球菌、花粉、大気浮遊物等々

スキンケア

１）皮膚の清潔

毎日の入浴・シャワー

・汗や汚れは速やかにおとす。しかし、強くこすらない

・石けん・シャンプーを使用するときは洗浄力の強いものは避け、十分すすぐ。

・痒みを感じるほどの高い温度の湯は避ける。

・入浴後にほてりを感じさせる沐浴剤・入浴剤は避ける。

２）皮膚の保湿

・保湿剤は皮膚の乾燥防止に有用なので、必要に応じて入浴後に塗布。

・軽い皮膚炎は保湿剤のみで改善することもある。

３）その他

・室内を清潔にし、適温・適湿を保つ。

・新しい肌着は使用前に水洗いする。

・洗剤はできれば界面活性剤の含有量の少ないものを使用する。

・爪を短く切り、ひっかき傷を作らないようにする

９．子どもの病気で何科を受診して良いのか分からない時はまずは小児科へ

子どもの総合案内所も兼ねているのが小児科専門医
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Ⅱ 予防接種の話

自分で実際に１回は病気になり、２回目はかからない（免疫をつくる場合）ことも多いの

ですが、最初にかかった病気に負けてしまうこともあります。このような病気にはあらか

じめ人為的に免疫をつけてしまった方が安心です。この考えで予防接種があります。した

がって現在つくられているワクチンは元の病気が怖いからつくられていると基本的に考え

てもらっても良いと思います。エイズウイルスのように必死になって開発しているものも

たくさんあります。ワクチンは生ワクチンと不活化ワクチンの２種類に分けられます。生

ワクチンは軽く病気にかからせるようなものなので、接種後１～３週後（潜伏期間のよう

なもの）に熱が出たり発疹が出たりリンパ腺が腫れたりする可能性もありますが、気づか

ずに終わることが多いです。免疫効果は高いので１－２回接種で基本的に終了。この経過

をみるために次の予防接種まで２７日間空けると考えて下さい。反対に不活化ワクチンを

注射しても軽くその病気にかかることはありません。しかし、免疫効果は弱いのでいろい

ろな免疫賦活剤を混ぜるために局所のしこりや痛みを伴うことが多く、複数回接種を必要

とします。しかし、これらの反応は１週間以内にほとんど終了するので、次の予防接種ま

では６日間の経過観察期間で良いとされています。従来はこのように１つ１つ観察期間を

設けていましたが、乳児早期に接種するワクチン数が増えたこともあって、現在では同時

接種が普及して小児科学会でも推奨しており理論上は何の問題もありません。これは万一

の副反応に対して、どのワクチンが原因か不明であっても補償することが約束されたため

もあります。残念ながら１００％安全で有効なワクチンはありません。年々改良されてこ

れに近づいていますが、各ワクチンにより特徴もあり、受ける方の体質（遺伝情報？）の

ようなもので効果も異なります。でも、有益性が上回っていることは確実です。現在の予

防接種法は昔と異なり強制力を持っていません 「是非お勧めしますから予防接種を受け。

てください。決められた年齢であれば助成します。もし副作用など不都合なことがあれば

補償しますよ！」と言う勧奨接種になっています。したがって予防接種の功罪を良く熟知

して判断する必要があります。また定期接種に入っているワクチンで、決められた年齢の

範囲で出来なくても予防接種は可能ですが、公費負担にはなりませんし、万一の副作用被

害が出た場合の補償内容が異なります。時々聞く話に本物の病気にかかってしまった方が

良いから、わざわざ一緒に遊ばせたと言う話を聞きます。これは危険な要素をたくさん含

んでいます。万一重篤な合併症を起こしてしまったら取り返しがつきません。

現在小児科学会で推奨されているスケジュールとＶＰＤの会の勧めるものがほぼ同じで公

開されています。付録として添付しておきます。予防接種法に載っているワクチンは必要

で任意接種のワクチンが不必要と言うことは決してありません。世界的には、水痘、おた

ふくかぜ、Ｂ型肝炎、ロタワクチンも公費負担で行っている国の

方が多いのです。日本では予算がとれないだけで、いまだにワク

チン後進国のレッテルをつけられています。汚名返上のため、近

年は新しいワクチンが承認されて実施要領の変更も多いのでかか

りつけの先生とよく相談してください。
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－平成２５年１２月現在の予防接種に関する注意事項！－

◎現在のワクチンは生後２ヶ月スタートが常識になっています！

◎ＢＣＧ接種が１歳以下までに延長。お勧めは５－８ヶ月児と平成２５年４月より変更。

◎ （インフルエンザ菌 型）ワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチHib B

ン接種が平成２５年４月より定期接種に組み込まれました。

尚、子宮頸がんワクチンは６月より積極的勧奨の差し控えになっています。

◎ ワクチンの追加接種が概ね１年後から７－１３ヶ月後に変更されています。Hib

◎同時接種が世界の常識になっています。心配な人はかかりつけ医と相談下さい。

◎麻しん・風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）は第１期と第２期の２回のみ。

◎日本脳炎ワクチンは積極的に勧奨していない期間があり、平成７年４月２日－平成１９

年４月１日生まれの特定対象者は２０歳未満まで定期接種対象者になっています。

◎１１月から小児用肺炎球菌ワクチンは１３価に移行。薬事法上の対象年齢の変更

◎現在集団で行う予防接種は平塚市ではありません。全て個別接種になります。

◎予防接種法により公費負担が出来る年齢は決まっていますが、この年齢を外れてもワク

チンの接種は可能です。自費負担になると思いますがかかりつけ医と相談して下さい。

◎今後は、 型肝炎、ロタウイルス、おたふく、水痘各ワクチンが定期接種化へ？B

Ⅲ その他

（ ）・乳幼児の事故防止のために 神奈川県医師会母子保健地域対策委員会作成の冊子より

神奈川県では乳幼児を対象に医師や病院を受診した事故の実態を調査しました。この調査

から事故の種類を見ると、外傷が第１位で圧倒的に多く、全体の２／３を占めています。

その中では 「転落 ・ 転倒 （転ぶ）が７０％と最も多く、次いで「衝突 ・ 切傷」の、 」「 」 」「

順でした。第２位が「熱傷」で全体の１／５を占めています。以下「誤飲 ・ 交通事故」」「

「窒息」の順でした。これらの事故は一歩間違えば死亡事故につながるものであり、十分

な注意と予防が大切です。事故の種類は子どもの年齢、言い換えれば発達段階により大き

く異なります。未だ自力で動けない乳児では「窒息」が多く、はいはいや伝い歩きにより

移動が可能となり、行動範囲が広がるにつれ、また周囲の様々なものに興味を示す乳児期

の後半（特に９ヶ月以降）になると事故の種類も際立って増えてきます。

まず自力で寝返りが打てるようになると、ベッドを始めあらゆる所から「転落」の危険

がでてきます。はいはいで移動でき、手を伸ばして周囲にあるものをやたらと口にする時

期になると「誤飲」が増えてきます。伝い歩きやよちよち歩きが出来始める頃、子供は頭

が大きく重いので、重心の位置が高く不安定です。このため「転落」や「衝突」が多くな

ります。また、家庭内の浴槽や洗濯機などによる「溺水」が起こるのもこの頃です。

次第に運動能力がたかまりますが、あくまで自己中心的で、周りの状況などおかまいなし

、 、「 」 。の 予期しない行動が多くなる幼児期では 外傷 が乳児期に比べ飛躍的に増加します

事故の現場も家庭内から次第に屋外に移り「交通事故」や屋外での「溺水」が加わってき

ます。一方「熱傷」は移動が出来るすべての年齢に見られますが、何でも触りたがる乳児

期に３１％と高率で、多少の経験を積んだ幼児期になると１７％と減少し、また乳児期に

は１６％と多かった「誤飲」も幼児期には６％と半分以下に減少していました。

－－－－配布された 「 」をぜひ熟読して下さい。－－－－、 わが家の安心ガイドブック
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・ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）から赤ちゃんを守るために

（ＳＩＤＳ：シズ）とは、それまで元気だった赤ちゃんS I D Sudden nfant eath yndrome

が事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡してしまう病気です。

日本では、年間５００～６００人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっていましたが、啓発

活動の効果のためか最近では１５０人前後まで減少してきました。これは生まれてきた赤

， ， 。 、ちゃんの約６ ０００人～７ ０００人に１人の割合です 生後１～４ヶ月頃が最も多く

その殆どが１歳未満の乳児期の赤ちゃんです。原因はまだよくわかっていませんが、育児

環境のなかにＳＩＤＳの発生率を高める因子のあることが明らかになってきました。それ

らについてキャンペーンを行った欧米諸国でもＳＩＤＳの発生が減っています。

１）あおむけ寝で育てよう：危険度３倍 うつぶせ寝が直接原因ではありませんが 、、

２）タバコをやめよう：両親喫煙で危険度４．７倍

３）できるだけ母乳で育てよう：危険度４．８倍 人工乳が原因ではありませんが 、、

よく眠っているからといって長い時間赤ちゃんを一人にしない。

なるべく同じ部屋で寝るようにしましょう！

寝具は固いマットを使用し、枕は使わないようにしましょう。

かけ布団やタオル、ひもなどが顔にかからないようにしましょう。

ベッドの回りにはガーゼやビニールなどを置かないようにしましょう。

・平塚市医師会では交代で休日・夜間急患診療所に出動しています。処置や入院の必要な

患者さんを２次の病院に転送していますのでご理解をお願いします。

近年騒がれているように、平塚市でも小児科勤務医は激務を極めており、少人数で一刻

一秒を争う疾患に備えていますのでご協力をお願いします。

【別添付録】

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f952/① かながわ小児救急ダイヤル

② 日本小児科学会の勧める予防接種スケジュール

http://www.jpeds.or.jp/saisin/saisin_110427.html

（必ず、予防接種前には「予防接種と子どもの健康」も読んで下さい！）

③ こどもの救急：インターネットで症状に合わせた対応の支援を行っています

http://kodomo-qq.jp/小児科学会 おかあさんのための救急＆予防サイト：

④ 東京都こども医療ガイド：インターネットで簡単に病気の説明が得られます

http://www.guide.metro.tokyo.jp/type_b/gd13khmenultb.asp東京都提供：

http://www.kanagawa.med.or.jp/hiratsuka/index.html・平塚市医師会ＨＰ；

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/・ ；かながわ医療情報検索サービス

http://www.know-vpd.jp/・ ；ＶＰＤを知って子どもを守ろうの会

２０１３年１２月一部改訂

本冊子、すくすく子育て教室用テキスト（補）の文責：中村千里
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すくすく子育て教室の講義時間内ではとても説明できないし、話し忘れてしまうと申し訳ないの

で補完用に作りました。めちゃくちゃ難しい表現やかな遣いとなったり、専門用語の連発となり反

省ですが勘弁してください。大体これだけ小さな文字が並んでいると読む気にもならないでしょ

うが、必要なときになったらその箇所だけでもご覧下さい！ m(_ _)m

目次 太字が参考になると思います

Ⅰ 赤ちゃんに多い病気と応急手当

〔病気の話〕

－感染症の話－

１．熱を出したとき

２．ひきつけたとき

３．腹痛のあるとき

４．吐いたとき

５．下痢をしたとき

６．頭を打ったとき

７．異物の誤飲

８．アレルギー疾患

９．子どもの病気で何科を受診？

Ⅱ 予防接種の話

－平成２５年１２月現在の予防接種に関する注意事項－

Ⅲ その他

・乳幼児の事故防止のために

・ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）から赤ちゃんを守るために

・平塚市の休日夜間急患診療所の利用について

別冊付録

・ かながわ小児救急ダイヤル ＃８０００事業

・日本小児科学会が勧める予防接種スケジュール

・おかあさんのための救急＆予防サイト

・こども医療ガイド

・ＶＰＤを知って子どもを守ろうの会

・平塚市医師会ＨＰ


