
子供はどうして次々とはやりの病気にかかるのか？ 

胎 児 母から、はやりの病気等の抗体を

もらっていた。 

新生児 初乳には、たっぷり母の抗体が 

  含まれている。 

１日 1,000ｃｃの母乳を飲んで 

 母の抗体をもらっている。 

6ヶ月児  

離乳食が入ってきて、乳量が減る時期 

  外出するようになり、バイキンが 

どんどん入ってくる。 

12 ヶ月児 断乳（母からの抗体はゼロ） 

自分の力のみでたたかう時期になる。 

  （胸腺が急激に発達する） 

7歳 胸腺が大人並に大きくなる時期 

   リンパ球の働きがよくなり 

   病気になりにくくなってくる。 

  13歳 胸腺が一番大きくなる時期 

   （大人の2倍）  

１．バイキン・ウィルスはどこから入ってくるか 

２．どうたたかっているのか 

 血液中のリンパ球が見分け・・ 

 て抗体をつくるように 

 指令を出す。 

 つくられた抗体は 

 バイキン・ウィルスを囲む 

 それを白血球がたべる・・・ 

 食べる力は強い。 

★リンパ球、抗体、白血球を強くするには 

材料の蛋白質が必要 

予防接種はなぜ乳幼児時期にするのか 

重たい病気のウィルス・バイ菌をほんの少量体の中に入れて抗体を作っ

ておくため、何らかの機会にウィルス・バイキンが大量に体に入ってき

ても、抗体の働きで病気にならずにすむ。 

抗体が少なくなった頃、追加の予防接種をする。（小・中学校） 

胸腺：バイキン・ウィルスを見分けてたた

かうリンパ球を教育するところ。 

母
の
抗
体
を
も
ら
う

自
分
で
作
っ
た
抗
体

訓
練
期
間

バイキン・ウィルスが入ると体の中ではどうたたかっているのか 

病気が治るのはなぜ？ 

呼 吸 器 胃 ・ 腸

血液の中へ 

なぜ？６ヶ月頃までは、かぜ位でほかの病

気にかかりにくく、かかっても軽いのか 

皮膚や粘膜を丈夫にして

おくと入りにくい

（ビタミンＡ・Ｃの働き）

（口・のど） （口） 

子供は、出会ったことがないバ

イキン・ウィルスを見分けるの

に時間がかかる。（外遊びのチャ

ンスを作る）

子供の白血球

１歳～４歳 １万個もある

（大人 4,000～9,000個／ｍ２

手洗いうが

症状が 

出る 

熱が出る 
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乳児期にかかりやすい病気 
 原因 家でできること 

か

ぜ 

ウィルスによる感染症が９割以上を占めます（アデノ

ウィルス、RSウィルス、インフルエンザなど）。 

その他、細菌やマイコプラズマなどによる感染症もあ

ります。 

ウィルスによって破壊された呼吸器の粘膜に細菌が

くっついて二次感染を起こし、肺炎などの合併症を引

き起こします。 

１．安静をとらせる 

  室内で静かに過ごしましょう。 

２．部屋の空気を快適に保つ 

  ①空気の入れ換え 

  ②保温 暑がるようなら１枚衣服を

減らしましょう。汗をかいたらこま

めに着替えさせます。 

 部屋の温度は２２℃～２５℃程度に

維持しましょう。 

③保湿 洗濯物を干すなどの工夫を

湿度は６０～７０%程度に保つ 

３．栄養価が高く消化のよい食べ物と十

分な水分を 

４．皮膚の清潔を保つ 

  入浴は発熱時を避け、お湯で固く絞

ったタオルでからだを手早く拭きま

す。 

５．水分補給  

熱が出たらこまめに少しずつ水分を 

補給します。 

肺

炎 

肺炎は細菌やウィルスなどの感染により肺に炎症を

起こす病気です。 

○細菌による感染 

 鼻水、くしゃみ、せきなどのかぜ症状に引き続いて

起こることが多い。 

 一般的に３９℃以上の高熱が見られ、息づかいも荒

く苦しそうな呼吸になります。 

○ウィルスによる感染 

 しつこい咳が続きますが、熱はあまり長引きませ

ん。ウィルスの種類によっては、高熱をともなうも

のもあります。 

○マイコプラズマによる感染 

 頭痛や発熱などの症状から始まり、２週間ぐらい経

つとせきが目立つようになります。頑固なせきで、

夜間に目立つこともあります。 

突

発

性

発

疹 

大人の唾液中にあるヒトヘルペスウィルス６による

ウィルス感染症です。 

突然３８～３９℃の高熱が２～３日続き、熱が下がる

と同時に顔や胸、腹に赤い発疹が出ます。 

発熱と発疹以外で多い症状は、不機嫌、下痢、嘔吐、

食欲不振の症状が見られます。 

中

耳

炎 

かぜのウィルスが鼻→のど→耳管を通って、鼓膜の内

側の「中耳」という場所に侵入し炎症を起こす病気で

す。小さなお子さんはうまく鼻をかめないので、鼻水

の中のバイ菌がのどを経由して耳に入ってしまうこ

とが多いのです。 

＜中耳炎の症状＞ 

□かぜをひいている（鼻水が出ている）  

□しきりに耳に手をやる（耳を痛がる） 

□長期間機嫌が悪い   

□耳だれ（耳から膿が出ている）がある 

□３８℃以上の熱がある 

～こんなときはこんなケアを～ 

○鼻づまりがひどいとき 

温めた蒸しタオルを鼻にあてて、温

めましょう 

○せきがひどいとき 

水分補給は少しずつ、こまめに行い

ましょう。牛乳や柑橘系の飲物はの

どを刺激するので避けましょう。 
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 原因 症状 注意点 

幽 門 狭

窄症 

胃の出口で十二指腸につなが

る「幽門」という部分の筋肉

が厚くなり、母乳やミルクな

どの通りが悪くなって吐く病

気です。 

○生後２～４週ごろから母

乳やミルクを吐くようにな

り、次第に吐く回数が増えて

４～７日後には飲むたびに

口や鼻から噴水のように激

しく吐くようになります。 

○吐いた後はケロリとして

いますが、おなかがすくので

またミルクや母乳を欲しが

りますが、飲むとまた吐きま

す。 

○飲んでは吐くを繰り返す

ので、体重が増えず、減少す

ることもあります。 

○頻繁に吐くことで体重減少

するようであれば、早めに小

児科を受診しましょう。 

○また、嘔吐による脱水症状

や電解質異常を起こす場合も

あるので、輸液を行い厚くな

った幽門部を切る手術が行わ

れることもあります。 

逆 さ ま

つげ 

1 歳までの赤ちゃんは下まぶ

たの皮下脂肪が多く、下まぶ

たのまつげがまぶたの内側に

向かって生えているので、逆

さまつげになりやすいです。 

○赤ちゃんの目がいつもう

るんでいる。 

○朝起きたときにひどい目

やにがついている 

○白眼が真っ赤になったり、

めやにがひどくて眼が開かな

い場合は、眼科を受診しまし

ょう。 

○目やにはぬるま湯でぬらし

た清潔なガーゼ等で拭き取り

ましょう。 

受診の目安 

レベル 症状 疑われる合併症 対処方法 

レベル１ 

本人が元気で食欲があ

れば、様子をみまし

ょう

くしゃみ・透明な鼻

水・鼻づまり・軽いせ

きなど 

 水分と栄養を補給し無理を

させない。 

症状が悪化するような

ら受診する。 

レベル２ 

つらい症状を和らげる

ためかかりつけの小

児科を受診しましょ

う

ひどい鼻づまり・黄色

い鼻水・湿ったせき・

37.5℃以上の発熱・下

痢・嘔吐・腹痛・食欲

がない 

急性鼻炎・咽頭炎・扁

桃炎・急性気管支炎・

中耳炎など 

かかりつけの小児科を

受診して診察を受ける。 

レベル３ 

至急受診しましょう 
５日以上続く高熱・呼

吸困難・意識障害・激

しいせき・けいれん・

脱水症状（おしっこが

出ない・顔面蒼白・ぐ

ったりしている） 

肺炎・細気管支炎・髄

膜炎・脳炎・脳症・脱

水症 

夜間でも休日でも大至急

病院へ受診する
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せきがひどい時の注意点 

 子どもは気道が狭く、気道の壁が弱いため痰を排出するのが難しく咳などが生じやすい。 

＜診察を受ける目安＞ 
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おなかが痛い時の注意点 

２歳以下でははっきりと腹痛を訴えることはできないので泣いて腹痛を表現したり、自分

の症状をうまく言えない時に、「お腹が痛い」と表現することがあります。大部分の腹痛は

経過観察で良くなることが多いですが、重症疾患の場合もあるため注意が必要です。 

＜診察を受ける目安＞ 
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頭を打った時の注意点 

 頭の傷は意外に出血が多く驚くことがありますが、傷の広さ・深さ・こぶの状態、意識が

あるかなどをよく観察しましょう。 

＜診察を受ける目安＞ 
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やけどをした時の注意点 

 まず、流水等で痛みがなくなるまで十分に冷やします。早く冷やし始めるほど効果がある

ので服を着たままでもかまわず冷やしましょう。 

＜診察を受ける目安＞ 
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誤飲・誤食をした時の注意点 

 子どもは生後７か月頃になるとハイハイをするようになり、生後１歳頃になるとつたい歩

きをするようになります。運動機能の発達により、行動範囲が広がることに加えて好奇心も

育ってくると、子どもは手に触れたものを何でも口に入れるようになります。 

子どもの誤飲・誤食は周りにいる大人が注意することで防げます。日頃から危険なものを

子どもの手の届かない高いところか、鍵のかかる所に保管する心がけが大切です。 

＜診察を受ける目安＞ 
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赤ちゃんと熱 

生後６か月を過ぎる頃から赤ちゃんはよく熱を出すようになります。これはお母さんからもらっ

た免疫が徐々になくなり、風邪などの感染症にかかりやすくなるからです。赤ちゃんが熱を出すと

周りの大人は心配になり急いで病院に連れて行くことが多いようですが、熱があっても機嫌がよく、

食欲もあるようならそれほど心配する必要はありません。発熱時のケアをしながら、家庭で様子を

見てもいいでしょう。診察を受ける目安は次のとおりです。 

＜診察を受ける目安＞ 

☆診察を受ける時、経過を要領よく順序立てて話せるように準備しておきましょう。 

①熱の経過：何日、 何時頃、 何度あったか 

②熱以外の症状（嘔吐・下痢・咳・発疹・機嫌・食欲など） 

特に②の熱以外の症状が診断には大切ですので、事前に紙にメモをしておくと良いでしょう。
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＜熱の主な原因＞ 

① ウィルスの感染 

熱の原因となる病気はいろいろとありますが、乳児期ではウィルス感染による風邪症状によるも 

のがほとんどです。ウィルスの感染を受けると体の組織や白血球が壊されます。壊された細胞の

成分や細菌の毒素が体温調節中枢に作用すると体温が上昇します。 

② 脱水になった時 

高熱、下痢、嘔吐によって水分が失われ、さらに口から水分を飲むことが少ないと脱水症状を起 

こします。高熱が下がらない場合は、早急に医師に診せてください。 

 ※赤ちゃんは大人に比べると水分を多量に必要とし

ます。汗の分の水分補強を忘れずに行ってください。 

③ 熱の放散がうまくいかない時 

気温や湿度が高い時、着せ過ぎ、暖め過ぎなどで熱の放散が妨げられると熱が体内にこもって体 

温が上がります。これを「うつ熱」と言います。 

 夏場では熱中症による発熱が知られていますが、冬場でもこたつや電気あんかに当たりすぎて

いたり、着せすぎで熱が出ることもあります。「熱がある」と思ったら、１枚着ているものを脱が

せたり、室温を下げたりして様子をみてから、もう一度熱を測ってみましょう。 

＜家庭での対処方法＞ 

１．解熱剤の使用 

熱による辛さを一時的に緩和して、水分が取れるようにしたり、寝られるようにしたりする薬で

す。原因とは関係なしにただ熱を下げることが目的ですので、乱用せず、医師の指示に従って使用

しましょう。高熱であっても元気そうなら、基本的に必要ありません。原因を早く見つけてとり除

くことを第一に考えましょう。 

“熱性けいれん”のある子は上手に使って、体温をひきつけが起きない程度の高さにコントロー

ルしておいてください。（家庭に座薬かアセトアミノフェン製剤を常備しておきましょう） 

※注意！ ライ症候群が多発したため、１５歳未満へのアスピリンの使用は、処方薬も一般薬も

禁止となっています。 

２．水枕・氷のうなど 

 冷やすところは、首の後ろ・わきの下・足の付け根のあたりです。直接、体に当たらないように

タオルなどを巻いて使用してください（小さな保冷剤をタオルで包んだものでも良いでしょう）。 

 おでこに冷却シートや濡れタオルを当てた場合は、定期的にチェックするようにして口や鼻をふ

さがないよう窒息には十分に注意し、取れたりずれたりしないようにしましょう。 

 ただ赤ちゃんはよく動くので、冷やすのを嫌がることが多いようです。嫌がる場合は、無理して

使う必要はありません。  

＜脱水の症状＞ 

① 肌がカサカサして、ハリがなくなる 

② 目がくぼんでくる ③脈が早くなる 

④ 尿量が少なくなる ⑤舌が乾く 

10



３．着るもの 

 熱の出始めは「顔色が青くなる」、「手足が冷たくなる」、「震え（悪寒）」などがあります。この時 

は多めに着せたり湯たんぽを入れたりして温かくします。 

 体温が上がりきって、手足や顔が熱くなってきたら、いつもと同じ程度に衣類を着せて暖め過ぎ 

ないようにしてください。 

 また汗をかいたら、ぬれタオルで手早く体を拭いて着替えさせましょう。気化熱により 

体温を下げる効果があります。 

４．食べ物（１８・１９ページ「赤ちゃんの病気と食事」資料参照） 

 熱のある時は、胃腸の働きが衰え、食欲がなくなります。母乳やミルクは食欲があれば与えて構 

いません。また離乳期の赤ちゃんには消化のよい柔らかいもの、口当たりのよいものを食べさせて 

ください。食欲がないようなら、無理に食べさせなくてもよいでしょう。 

 発熱時には、発汗や多呼吸の為、水分がいつもより失われやすく、脱水症を起こしやすいので、 

こまめに水分を補う必要があります。いつでも水分摂取ができるよう、水筒やマグなどの中に水・ 

乳幼児用のイオン飲料・番茶などを入れて、そばに準備しておきましょう。 

参 考 

＜体温を測る＞ 

 赤ちゃんを触って、いつもより温かい、顔が赤い、元気がないと感じたりしたときは、まず熱を

測ってみましょう。 

 ☆体温の正しい測り方（測定部位：わき）  ※正確な体温計を使いましょう 

  ①まず安静にして、わきを閉じる。 

   注意：わきの汗を拭き取っておく。食事や運動、入浴後は避けましょう。 

  ②わきの真ん中のくぼんだところに体温計を当てる。 

      わきを閉じて体温計を挟んだ方の手のひらを上に向け、 

もう片方の手で肘を押さえると、わきがピッタリと密着される。 

③ 予測式体温計なら電子音が鳴るまで、水銀体温計や実測式体温計なら 

10分以上経ってから取り出します。 

   ※赤ちゃんの平熱は大人より高めです。平熱を確かめておきましょう。 

一般的な熱の分類･･･37℃前後:普通、37.5℃～:微熱、38℃～:中熱、39℃～:
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赤ちゃんの下痢 
下痢とは、水分を多く含む便が排泄されることです。 

乳児の場合には水様便を１日に 10 回以上もする場合がありますが、それが普段どおりな

ら下痢とは言いません。いつもは形のある便をしている子が、水様便となれば下痢というこ

とになります。また下痢になれば、一般的には排便回数が増加しますが、特に何回以上とい

う定義はありません。下痢をしていても機嫌が良い時は心配ありません。診察を受ける目安

は次のとおりです。 

＜診察を受ける目安＞ 

☆血便について（血便は必ず医師に診せてください） 

 便の性状をよくみることが大切です。トマトやスイカなどの食べ物の残りカスがそのまま

出ることがあります。また、母の乳頭からの出血や鼻血を飲み込んだ時は少し黒っぽくなり、

肛門が切れた時は便の回りに赤く血がつきます。腸重積では嘔吐・腹痛のため、足を曲げ苦

しそうに泣き、赤い便を出すことがあるので、この時は急いで病院へ受診してください。
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＜下痢の原因＞ 

１．ミルクの濃さや量が適当でない時 

２．食べ過ぎ・飲み過ぎ 

３．消化の悪い離乳食の与え過ぎ 

４．有毒な菌が腸に入り込んだ時 

５．風邪をひいて消化能力が弱まり、ウイルスや細菌が腸の中をかき乱した時 

＜家庭での対処方法＞ 

１．病状の観察 

下痢の始まった時期や次のような症状はメモをしておくと、受診の時に役立ちます。 

① 便の回数、硬さ、色調、混合物（顆粒、粘液、食物の残りカス、臭いに注意） 

② 下痢に伴う症状の観察・・・発熱・嘔吐・腹痛・腹満（腹がはる）・食欲 

③ 脱水症状の早期発見（舌・唇の乾燥、皮膚の張りが無い、ぐったりしている。） 

２．水分とミネラル類の補給 

   体内の水分やミネラル類の不足がひどくなると脱水症状という命とりの状態がおこりま

す。野菜スープ、イオン飲料水、湯ざまし、番茶などを何回にも分けて与えてください。 

３．ミルク及び食物の制限 

下記は目安となります。 

かかりつけ医師のお話をよく聞いた上で参考にしてください。 

・ミルクの量を減らす（何回も分けて与える） 

・牛乳は薄める（何回も分けて与える） 

・母乳の場合は授乳時間を短く３分間位にし、様子をみて時間を延ばしていく。 

・離乳食･･･おかゆ、パンがゆなどを主にして、野菜・脂っぽいもの・肉類・柑橘系の飲 

み物は控える。 ＊初期は中止、中期以降なら１段階前に戻して様子をみる。 

４．お尻の清潔 

赤ちゃんの皮膚は薄いので、すぐに赤くただれてきます。拭くだけでは汚れがよく落ち 

ません。ぬるま湯でﾞ洗い、水分を十分に拭き取ってから、おむつをあてましょう。熱が出

たり吐いたりして具合の悪い時にもお尻は清潔にしてあげましょう。 

注意：ウイルス感染の場合は、大人への二次感染の恐れがあります。おむつ交換後は石鹸

を使って手を洗い、便の処理も十分注意して行いましょう。 
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