子どもはどのように発育発達していくのか
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★お子様のお誕生おめでとうございます！！
お腹の中にいたわが子に会えて、うれしい！かわいい！という気持ちでいっぱいのことでしょう。
でも、なぜ泣くの！？これでいいの！？まだまだ自分の体も本調子ではないし、不安や心配事が次から
次へと出てくる・・・そんな時期でもありますよね。そのときには、この資料をぜひお使いください。

赤ちゃんが泣くには理由があります。なぜなら、赤ちゃんは自分の気持ちをただ泣くだけでしか
表現できないからです。
□

お腹がすいた

□

おしりが汚れて気持ちがわるい

□

抱っこしてほしい

□

ゲップが出ないのに寝かせられちゃった

□

うんちが出ない

□

鼻が詰まって苦しい
・・・などの理由で泣くことがあります。

もし泣いたら、しっかりと赤ちゃんを見つめてみましょう。そして、泣き始める前後（今日は
うんち出たかな？お乳をあげてからどれくらい時間経ったかな？など）を思い出してみてください。
思い当たるものがないのなら、抱っこしたり、お腹をさすったり様子をみてみましょう。

赤ちゃんは抱っこが大好き。お母さんやお父さんの声や肌のあたたかさ、柔らかさ、においから
大きな安心を感じるのでしょうね。抱き癖を気にせず、抱けるときは抱きたいだけ抱いてあげたら
いいのではないでしょうか？
「抱っこ」によって「守られている」
「一人ぼっちじゃない」という
安心感が得られ、母と子のきずなも深まっていくのかもしれません。
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赤ちゃんは、母乳やミルクだけで日に日に大きくなっていきます。でも、量が足りているのか
不安になりますよね。体重があまり増えていないと、母乳不足が疑われます。
〜

母乳やミルクが足りているかどうかの目安 〜

☆

少なくとも６〜７回、オムツがおしっこでたっぷりぬれている

☆

おしっこの色が半透明で、濃い黄色やオレンジ色をしていない

☆

力強く大きな声で泣く

☆

飲み終えるとスーッと眠りに入る、もしくは機嫌よく起きている

☆

衣類がきつくなってきた・・・など

さっき飲んだばかりなのに、泣いちゃった。もうお腹がすいたのかな？と思うこともあると
思います。はじめのうちは、母乳の分泌も少ないうえ、赤ちゃんも上手に吸えません。
赤ちゃんの胃の容量は小さく、飲める量が決まっているので、すぐにお腹をすかせて泣いてしまいま
す。でも、赤ちゃんに吸ってもらうことで母乳の出も少しずつよくなり、1 回に飲む量も
次第に増えてきます。
また、赤ちゃんの脳には、お腹がすいたという信号を出す「飢餓中枢」が生まれた時からあります。
でも、「満腹中枢」は生まれてすぐには出来ていないので、口元におっぱいが入ると、お腹がすいて
いなくても飲んでしまいます。自分で哺乳を中止する拒否能力も未熟だといわれていて、生後２〜３か月
程度になると拒否能力が発達し、自分の意思で哺乳ができるようになるといわれています。

新生児

胃の容量

形

30〜50cc

とっくり型

（生後５〜１０日目には７０cc に） （胃の入り口は締める

生後２か月

１２０cc

生後６か月

２００cc

Q

筋肉が弱いため吐きや
すい時期です）

飲んだお乳を吐くけど、大丈夫なの？
お乳と一緒に空気をたくさん飲み込んだときや、飲みすぎたとき、ちょっとしたことでも
吐くことがあります。吐いても 1 回きりで、けろっとして機嫌がよく、体重増加も順調で
あれば心配はいりません。
お乳を噴水のように勢いよく吐いたり、大量に吐くことを繰り返す
ときは要注意です。胃の出口の筋肉が先天的に厚い「幽門狭窄症」が
疑われたり、発熱や下痢を伴うときはウイルスや菌による感染も疑わ
れるため、早く受診することをお勧めします。
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Q

新生児期の赤ちゃんは、どれくらい体重が増えていれば大丈夫なの？
新生児期の１日の体重増加の目安は、３０〜４０ｇです。
多少、体重の増え方が少なくても、機嫌がよく、少しずつでも増えて
いれば問題はないでしょう。
もし、１日の体重増加が２０ｇ以下の場合は、授乳状況や飲み方、
便の状況、機嫌、１日の生活リズムなどを確認する必要があるので、
医療機関や保健センターにご相談ください。

＊参考

１日の体重増加量の計算式

（例）

測定時の体重

退院時の体重

測定時の満日齢

退院時の満日齢

４，０００ｇ

２，９００ｇ

生後２８日目

生後５日目

＝１日の体重増加量 ４７ｇ

★お知らせ★
南砺市保健センターでは、「乳幼児発育相談」を開催しています。
赤ちゃんの体重の増えが気になる、おっぱいをどのくらい飲んでいるのかわからない
など、お子さんの身体計測ができる相談会を実施しています。
内
容：身体計測、育児相談
スタッフ：保健師、管理栄養士
時
間：午前９時００分〜１０時００分まで（要予約）
＊日程については、南砺市報、ホームページ等をごらんください。
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うんち
月齢の小さい赤ちゃんは病気でなくてもうんちはやわらかく、
回数も多いものです。
1 日数回、時にはオムツを開けるたびにうんちをしている子もあります。
うんちの色に注意！
黄色が多いと思うのですが、緑色でも特に心配はいりません。
しかし、白〜灰色っぽいうんちや血が混じっている場合はそのオムツを持参して早く受診し
ましょう。
＊母子健康保健手帳にうんちの色カードがありますので参考にし
てください。

＊「胆道閉鎖症」という病気があります
肝臓と腸をつないでいる管（胆管）がつまり、胆汁を出せないため、生後
１か月になっても黄疸がとれず、うんちの色が薄くなり、レモン色〜白っ
ぽくなります。この病気は手術を受けなければ治すことができず、肝臓の
障害により生命を脅かします。生後２か月ごろまでに手術を受けることで
良好な結果が期待されます。

Q

便秘になってきたけど大丈夫？
排便の回数が減ってきても、嘔吐もなく、機嫌もよくおっぱいも飲んで
いるのであれば心配しなくてもいいでしょう。回数が少なくても、便がやわらかく、
排便がスムーズであれば大丈夫でしょう。

排便を促す方法
① 外気浴などを行い、からだを動かす。
② 仰向けに寝かせ、おなかを時計の針の方向に軽くマッサージする。
③ 綿棒またはこよりの先にオリーブ油を塗って、２㎝ほど数回出し入れし、肛門を刺激する。

おしっこ
おしっこを溜める膀胱（ぼうこう）の容量が３０〜５０ｃｃ程度とまだまだ充分
ではないので、1 日に１０数回おしっこをします。尿が溜まると反射的に出ます。
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好みの方向があり、反対側に向けようとしても
なかなか思うように向いてくれないことが多いです。
・枕やクッション、タオルなどで姿勢を直す
・光の差し込む窓や電灯などの光源を向きぐせの反対方向になるように寝かせる
・くせの反対側に興味を示すおもちゃを置く、反対側から声をかける
等といった方法もありますが、身体を動かす赤ちゃんに対して、一定の姿勢を保つことはとても
難しいと思います。
寝んねの時期を過ぎて、お座りやたっちができる時期になってくれば頭の形は多少良くなって
きますし、髪の毛も増えるので、だんだん目立たなくなってくるでしょう。

もうこはん

背中やおしりにある淡い青色のあざのことです。４〜５歳ごろまでには小さく色も
目立たなくなり、通常１０歳ごろまでには自然に消失していきます。同じような淡い
青色のあざが腕や足にもみられることがありますが、背中やおしりにあるものより消失
するのが遅いと言われています。
同じ青色のあざでも色にムラがあったり、盛り上がりがあるようであれば治療が必要な
場合もあるので一度相談しましょう。

おうかくまく

けいれん

しゃっくりは、横隔膜 の痙攣 によって起こります。その横隔膜が未発達なため、しゃっくり
が起こりやすいと言われています。自然に止まることが多いのですが、おっぱいをふくませて
みたり、背中をトントンとしてみてもいいかもしれません。

軽度のものは治療を必要とせず、腹筋が発達してくると次第に小さくなってくるため心配はいらない
でしょう。２歳ごろまでには自然に治っていくことが多いので様子をみましょう。
コインやガーゼによる圧迫はかえって絆創膏によるかぶれや清潔が保たれず、良くないといわれていま
す。
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赤ちゃんの目はいつも潤んでいて、朝起きたときに「目やに」がついていることがあります。
そんな時は、目頭から目尻に向かってぬるま湯を含ませたガーゼで拭いてあげてください。もし、目や
にがひどくて目が開かない、白眼が赤くなっているとき、長期間続く時は眼科へ相談してください。
また、下まぶたのまつ毛が内側に向かって生えて逆さまつ毛になっていることがありますが、
下まぶたの皮下脂肪が多いのでなりやすいといわれています。1 歳ごろまでには治っていきます。

生まれつき、または後天的に出来る皮膚の色や形の異常で、原因はわかっていません。成長につれて
自然に消えるものと治療が必要なものがあります。

「授乳がうまくいかない」
「眠っているときに苦しそう」
「熱があるのでは」と思うことはありませんか？
☆くしゃみ

外界の温度が変わったり、分泌物が刺激となることが原因です。普段と変わりなく、
機嫌もよくおっぱいもよく飲んでいるのであれば心配はいらないでしょう。

☆鼻づまり

鼻くそが詰まっているようであれば、入浴後にそっと見える部分を取ってあげましょう。
⇒

☆熱

鼻汁、鼻づまり以外に症状がないようであれば心配することはありません。

平熱は大人より高めで３７度前後が普通です。機嫌の良いときに、赤ちゃんの平熱を確かめて
おくとよいでしょう。
（わきの下の汗を拭きとり、安静にした状態で測りましょう）
＊３７度５分以上が、発熱といわれています。熱があるときは、抱いた時やオムツを交換する時に
熱いと感じたり、母乳を含ませようとしたら乳首を吸う口が熱いということで気づくことが多いで
しょう。

それまで元気であった赤ちゃんが睡眠中に何の前ぶれもなく亡くなってしまう病気です。
原因はわかっていないのですが、次の 3 点について日頃から心がけることで病気の発生を減らせること
がわかっています。
１．

寝かせるときは、あお向け寝にしましょう。（ただし、医師の指示により
うつ伏せ寝を勧める場合があるので、その場合は医師の指示を守りましょう）

２．

妊娠中や赤ちゃんの周囲で、タバコは吸わないようにしましょう。

３． 母乳が出る場合には、できるだけ母乳で育てるようにしましょう。
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□

外気浴

１カ月を過ぎたら徐々に外気に触れる機会をつくりましょう。
窓際で外気浴をさせてあげると、五感が刺激され赤ちゃんはご機嫌
になるかもしれません。
（１４ページ「外気浴・散歩」資料参照）

□

腹ばい運動

腹ばいにして、両腕を前に出して、あやしたり、言葉をかけながら
自発的な運動を促すようにしましょう。うつ伏せで首を動かすこ
とで首の後ろや肩の筋肉を鍛えることができ、首を持ち上げたり、
首すわりへとつながります。
注意点！

□

入

浴

授乳直後は避け、赤ちゃんから目を離さないように。
畳や床など硬いところに、薄めの敷物を敷いた状態で
行ないましょう。慣れるまではわきの下に巻いたタオルを
はさむと良いでしょう。

大人と一緒のお風呂に入れることができます。もし不安であれば、ベビーバス
を利用するのもよいでしょう。一緒に入る時は、お湯のキレイな一番風呂にしま
しょう。３７〜４０℃くらいのぬるめの温度で長湯しないように注意しましょう。

赤ちゃんの病気の多くは急激に
始まります。
また状態が悪化するのも早いの
で、小児科などの「かかりつけ医」
を決めておくといいでしょう。
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〜あかちゃん自身に備わった生きる力を理解して、あかちゃんの成長発達を助ける育児を考えましょう〜
からだの成長は、
新しい働きを備えた細胞がどんどん作られている証拠です。

母子健康手帳の乳児身体発育曲線を活用しましょう☆
赤ちゃんの成長には個人差があります。帯に添って成長していますか。
あかちゃんのからだにとってお乳は、

①からだをつくる（成長発達）
細胞を増やす、大きくする。
未熟な機能を成熟させる。
身長、体重がゆるやか
に伸びているのはどう
してかな？
赤ちゃんのからだにと
って、お乳はどんな役
割があるかな？

②からだを動かす
手足を動かすだけでなく､呼吸
や､お乳の消化吸収なども含む。

大人と違って、子どもは①の分の栄養
素も補給する必要があります。
一時的に伸びがゆるやかになることは
よくあることです。育児相談や健診で
定期的に確認しましょう。
カウプ指数（体格指数）の見方
成長の時期によってめやすが変わります。
右図が生後３か月以後〜満１歳までの
めやすです。

13

14

やせすぎ

15
やせぎみ

16

17

18

ふつう

19
太りぎみ

20

21
太りすぎ

消化・吸収能力がまだまだ発達途中なので、あかちゃんにとって最適な食品はお乳です。
○果汁（果糖）ｲｵﾝ飲料（ｼｮ糖）は？
・甘味に慣れるとお乳を飲まなくなるこ
ともあり、授乳に影響します。
・赤ちゃんは、多すぎる糖を下げる働き
をする「ｲﾝｽﾘﾝ」というﾎﾙﾓﾝがとても
少ないです。果糖やｼｮ糖をとると、
血液中の糖をちょうど良くしなければ
ならないので、ｲﾝｽﾘﾝを出している

「すい臓」に負担がかかります。
○お茶、白湯はこの時期には特に必要ありま
せん。

Q 間隔があいてきたけど、お乳の『量』は足りてるの？
体重が増えていれば、胃の容量も大きくなってきてい
ます。また吸う力も以前より強くなり、短い時間で

たくさん飲み、溜めておけるようになっています。
お乳の不足かどうかは体重を測って、どれくらい増えて
いるかを確認するのがいちばんですが･･･
□機嫌よく手足をバタバタさせる。
□うんちやおしっこがこれまでと変わらず出ている。
（又
は回数は減ってもその分 1 回量が多い。）
□夜間の授乳間隔があいてきた。
以上３項目に当てはまれば心配ないです。
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☆離乳食を始める前に、あかちゃんに空腹感が備わって

☆離乳食を始める前にあかちゃんにこんなしぐさが

いることが大切です。

みられます。

生後（修正月齢）4 か月を過ぎ、体重が６〜7ｋｇに
達する頃には、あかちゃんは短い時間でたくさんのお
乳を飲める力がついています。

○ 支えてやると、座ることができる。
○ 首がすわってしっかりしてくる。
○ 大人の口元をじっと見るようなしぐさや、よだれ

○ 摂取可能なお乳は 1 日１０００ｍｌが上限です。

が多くなるなど、食べたそうなしぐさをする。

○ 胃の容量は徐々に 200ｃｃに近づいてきます。

○ スプーンを口に入れた時、舌で押し出すことが

○ 消化が進み、胃の中の食物（お乳）が半分になる時

少なくなってくる。

間は約９０分です。
これらの行動は 4 か月頃から始まりますが、お乳
授乳間隔が短く、ちょこちょこ

以外の食べ物の消化吸収が少しずつできるよ
うになるのは５〜６か月です。ですから、離乳食

飲んでいると、空腹感がなく、お乳
以外の食物をほしがろうとしない

は生後５〜６か月から始めてみましょう。

ことがあります。

便秘はうんちの回数だけでは判断できません。
⇒ 回数が減ったのは大腸の働きが備わってきている証拠。
飲んだお乳を消化吸収する過程で残ったカス。新生児の頃と比べると小腸と大腸の働きがしっかりしてくるので、

栄養素と水分がこれまで以上に吸収されるようになります。
１日１回便が出なくても、
□出てきたうんちは
硬くなく、たっぷり
この 2 点に
出ますか？
当てはまれば
□赤ちゃんの様子は
心配ないです。
これまでと
変わりないですか？

この 時期の あかちゃ
んはお乳しかのめな
いので

カスも残りにくく、水
分もどんどん吸収さ
れる。
回数は少なくなり、形は固め、
色は濃い目になってくる。

ここ(直腸)に便が
たどり着くと、排便
の反射がおきる。

こんな様子があるときは小児科へ 「血便」や「硬い便」が出たらそのおむつを持って受診しましょう。
□出てきたうんちが硬く、少ない。
□力いっぱいいきんでいる様子があっても出てこない。またはすごく泣く。
□うんちに血が混じっている。
□お腹が張っていたり、おなかにポコッと塊があるような感触がする。
□お腹が痛そうに脚をお腹に引き寄せる。
□お乳を飲む回数が急に少なくなり、元気がない。
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。

個人差はありますが、夜眠る時間が長くなり、生体リズムを整える働きが始まります
（１７ページ参照）

生後３〜５か月の眠りのめやす
☆ 昼寝と夜寝の区別はついて
いません。
☆ 1 日合計１6〜20 時間くら
い眠ります。（もう少し短い子
もいます）
☆ 授乳のあとに 1 時間近く目
を覚ましていることもありま
す。

新生児の頃と比べて、眠りにどのような変化がありますか？
眠っている時間帯に色を塗ってみてください。
新生児
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の頃

現在

一日のリズムが備わってくることは、脳が順調に発達している証です
寝ている時と起きている時は「自律神経」の働きが違います。

自律神経とは、食欲、体温調節、睡眠、内分泌（からだを
つくったり、バランスを整えるホルモンをだすこと）など、意識
に関係なく体をコントロールしている神経で交感神経と副交
感神経に分けられます。眠っている時は、副交感神経が優
先され、食べ物の消化吸収や、からだを成長させるホルモ
ンの働きが活発になります。また、眠っている時に交感神経
を休めることによって、起きている時、外敵から身を守る働き
や外の世界への好奇心を活発にさせます。

眠りやすくするための工夫をしていますか?
□

朝起きたときはカーテンをあけて朝の光を
部屋に取り込んでいますか？
□ あかちゃんを寝かしつける時は部屋を暗く
していますか？
（上記 2 点は、眠気を強くするメラトニンとい
うホルモンをよく出す効果があります。
）

□

目を覚ましているときに遊んであげていま
すか？

これまでにないしぐさがでてきていませんか？⇒意識して筋肉を動かすことができるようになってきましたね。

例

①音をｷｬｯﾁ！
感覚神経が脳へ伝える。

人間の運動(行動)は、神経と筋肉の発達だけでなく、
好奇心や学習を育む環境がないと発達しません。
ガラ

③見る。

ガラ
♪♪

脳

首すわりも以下のことが揃ってできるのです。
①首をまっすぐにしようとする意識。
②意識を筋肉に伝える神経ができている。
③首を支える筋肉が発達。
発達を促す遊びをご紹介します。
うつぶせにし
て、目の前にお
もちゃをおき
ます。首を持ち
上げ背すじを
伸ばす働きを
うながします。

②音がする方向を見てみよう!
運動神経が目の筋肉を動かす。

運動（行動）発達はまるでビル工事
ねがえり

首がすわることで、
次の運動（行動）発
達の準備ができる
ようになります。

わきの下を支えて、か
らだを揺らします。頭
やからだの軸が崩れて
も、元に戻せる働きを
うながします。

首すわり

手が届く位置にこ
ろころ動いたり、
音の鳴るおもちゃ
をおきます。触れ
ると動いたり、音
が鳴ることで好奇
心を育みます。
小学館 ［はじめて出会う育児の百科］より
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あかちゃんはどうして湿しんができやすいの？ → 皮膚の表皮と真皮が薄いため、乳幼児の皮脂の量

は 20 代女性の１／４しかありません。健康な子どもでも肌は乾燥気味なのです。

☆あかちゃんの皮膚の働きをスキンケアで補いましょう。
〜スキンケアの目的は「清潔」と「保湿」です。〜
[入浴時]
○ お風呂の温度はぬるめに。（こどもは大人よりお湯の温度
を高いと感じます） かゆがっているあかちゃんの場合、

よだれやﾐﾙｸがつきやすいところ
水分や石けんｶｽが残りやすいところ
湿疹ができやすいところ

お湯の温度が高いとかゆみが増してしまいます。
○ 石けんはあかちゃん用で低刺激のものに。あらかじめ泡立
てておき、その泡で優しく洗い、ヌルヌルがとれるまで、洗い

流す。
○ からだを拭くときはこすらないように。
○ からだを拭いたら早めに保湿を。軟膏、クリーム、ローション
などタイプはいろいろありますが、お母さんの肌に塗ってみて
感触を確かめたり、季節で使い分けてみましょう。処方された
薬がある場合は主治医の指示に従って使用してください。
[入浴以外のスキンケア]
○ お乳を吐いたりよだれを頬につけたままにせず、拭き取る。顔やあごに湿しんがあるときは、濡らしたタオルで拭く。
○ おむつかぶれがあるときは、おしっこやうんちが長くとどまることを避けるためにこまめに取り換える。ぬるま湯で濡ら
した布でお尻を拭き、ドライヤーで乾かす。（できれば毎回ぬるま湯でお尻を洗い流してください。）処方された薬が
あるのならこの時点で塗ってください。

スキンケアでも変わらなかったり、湿しんや全身状態が以下の様子になったら皮膚科に受診しましょう。

□ 抱っこした時にお母さんの服に顔をこすりつけたり、腹ばいの時、顔を床にこすりつける。←かゆがっています。
□ 水ぶくれができていたり、黄色っぽく膿んでいる。乾いた湿しんではなく、ジュクジュクしている。
□ 薄皮がむけ、赤くなっている。正常な部分の皮膚との境目がはっきりしている。
アレルギーを心配するときは、以下の情報を用意して受診しましょう。
□ 家族の中にアレルギー体質の方がいるか。
□全身状態（哺乳量、機嫌のよさ）
□ ペットがいるか。
□いつ頃から、湿しんが始まったか。
□これまでにどんな薬を使ったか。

皮膚の構造と働きについて
皮膚は表皮・真皮・皮下組織という３層構造です。
表皮 一番外側にあり、有害物質の侵入を防いだり、体内の水分を
保っています。
真皮 ほとんどがコラーゲンでというたんぱく質でできており、か
ゆみを感じる神経や汗を分泌する汗腺があります。
皮下組織 皮下脂肪が蓄えられ、外からの衝撃を和らげるクッショ
ンの役割をしています。

皮膚の主な働き
①皮脂や水分から作る天然のクリームを出して外からの
異物の侵入や刺激から、からだを守る。
②汗を出して、表面で蒸発させることで体温を調節する。
③触れて得た感覚を脳に伝える。

皮下組織
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赤ちゃんにおこりやすい皮膚のトラブルとその対応
あせも

脂ろう性湿疹

オムツかぶれ

カンジダ皮膚炎

なりやす
い時期

新生児〜（夏・冬）

１か月〜６か月頃（通年）

新生児〜（通年）

新生児〜（通年）

汗の出口に、汗やほこり、あかなどがつま
り、汗が皮膚の中にたまって炎症を起こ
す。首やわき、ひじやひざの内側など、皮
膚と皮膚がこすれて汗がたまりやすい場所
に赤いブツブツができ、かゆみがある。
着せすぎ、暖房のかけすぎで冬のあせもも
増えている。

髪の毛の生えている部分やまゆ毛などに黄
色いふけや脂っぽいかさぶたのようなもの
がつく。湿ってべたべたし、かゆみを伴う
こともある。生後３か月くらいまでに多
い。

オムツがあたるところが赤くただれジュク
ジュクする。尿の成分であるアンモニアと
うんちの中の酵素による化学的刺激や拭い
て擦れることによる刺激が原因。

症状はオムツかぶれやあせもとよく似てい
ます。股やおしりなど、湿って皮膚がこす
れやすい部分に赤いただれやブツブツがで
き、ひどくなると薄皮がむけることもあり
ます。オムツかぶれと違い、オムツがあた
る部分以外にも見られるのが特徴。（首や
肘や膝の内側、わきの下などにもできる）

・汗を吸いやすい木綿などの肌着を使
う。汗をかいたらこまめに着替える

・頭や顔の皮脂汚れは残りやすいの
で、しっかり洗う

・オムツやオムツカバーは通気性の良
い、やわらかいものを選ぶ

・左記のオムツかぶれの手当てと同様

・夏はシャワー等で汗を流すのが一番
良い

・石けんでやさしく洗い、ていねいに流す ・うんちの時はぬるま湯に浸したガーゼ

症
状
・
特
徴

（
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病気

）

生
活
手
上
当
の
て
工
夫

病
院
目
に
安
行
く

・扇風機やエアコン（温度を下げ過ぎな
い）も直接風が当たらなければ効果的

・かさぶたはオリーブ油などをつけて１

ことが大切です
・入浴時に石けんを泡立ててよく洗い、
で拭き取る。または、お湯をはった洗面
こすらないようにタオルで水分をよく
器やシャワーで十分汚れを洗い流す

時間位して、ふやけてやわらなくなった
ら低刺激のシャンプーで洗い落とす
・オムツ交換の時はお尻が乾燥するま

・あせもの部分はタオルで擦らず、やさ
・かさぶたは無理にはがさず、自然に
落ちるようになるまで清潔に心がける
しく石けんで洗う
・赤ちゃんは体温が高く、汗かきなので、
大人がやや寒いと感じるくらいの室温が
ちょうど良い。

であてない
・天気の良い日はお尻の外気浴をする

・湿疹が広範囲で手当てをしても
なかなか治らない場合

・かゆみが強い場合

・皮膚がただれたり、赤い部分が広範
囲の時

・赤くはれたり、膿んだとき

・かさぶたがこびりついて症状が
悪化した場合

・湿疹が赤くはれている場合

で皮膚を乾燥させ、清潔な状態に保つ

・ただれた部分がしみて泣く場合
・かぶれがなかなか治まらず、オム
ツがあたる部分以外にも広がった時
⇒カンジダ皮膚炎

ふきとって乾燥させる
下痢をしていると悪化しやすいので、
お尻の清潔を心がける

・あせもやオムツかぶれのように見える
皮膚炎がなかなか治らないと感じたら、
皮膚科を受診しましょう。
・カンジダ皮膚炎にあせもやオムツかぶ
れにつけるステロイド軟こうを使ってい
ると症状が悪化します。

なぜ必要なの？
新鮮な空気に触れることは赤ちゃんの皮膚に刺激をあたえ、外気を吸い込む
ことで気管や肺などの粘膜を鍛え、抵抗力をつける効果があります。
外気浴（散歩）は赤ちゃんやお母さんの気分転換にもなり、生活リズムが整い
やすくなるメリットもあります。

外気浴のすすめ方
室内で窓を開け、５〜１０分、外気に慣らす
暖かい日を選んで屋外へ（５分間）
３〜４日ごとに５分ずつ延長

時間と方法
・生後 1 ヶ月を過ぎたら、機嫌のよい時間帯に出かけましょう。
最初は、風の弱い日に南向きの窓を開けて、外気を入れますが、
直接赤ちゃんに当たらないようにし、２〜３日続けて外気に慣らし
てから外に出してみましょう。
初めて戸外へつれて出るときは、風がおだやかな日を選びましょう。
・冬は暖かい正午ごろ、夏は涼しい朝早い時間や夕方が良いでしょう。
・急激な肌の露出は直射日光（紫外線）による害も心配になりますが、
多少は日に当たらないとメラニン色素（紫外線を吸収する細胞）も
育ちません。帽子を利用するなど、日陰になるよう工夫して出かけ
ましょう。
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赤ちゃんの衣服の基本的な考え方
赤ちゃんの体温調節の働きはまだまだ未熟です。皮膚も薄く熱を失いやすく、体温中枢も未熟
なため環境の温度に影響を受けやすいので、配慮が必要になります
大人がちょっと寒い・暑いと感じたときには赤ちゃんはそれより前に寒い・暑いと感じている
と考えてみてください。

新生児の頃
生まれたばかりの赤ちゃんは、体温調節の働きも未熟でかぜをひきや
すいので、大人より１枚多く着せ保温に気を配りましょう。
手足が冷たいと感じるのは、毛細血管の発達が末梢まで十分に発達して
いないからです。機嫌がよく体重も順調に増えていれば心配ありません。
本当に寒いのであれば、顔色や唇の色が悪くなるので、そのときはもう一
枚着せるか、部屋の温度を見直してみましょう。

生後２か月頃
生後２か月くらいになると体温調節がかなりできるようになってくるので、大人と
同じ枚数、もしくは１枚少ない位にします。薄着で育てると少しくらい気温が下がっ
ても寒がりません。赤ちゃんは厚着のほうが気分が悪いことが多いようです。

生後３か月頃
生後３か月になったら運動が活発になってくるので上下に別れた服を着せるようにします。
それと、昼間と夜では衣服の目的が違ってきますので、朝晩着替える習慣をつけていきます。
朝晩、真っ裸にして、皮膚に直接空気を当てたり、冷えた衣類を着せたりすることで皮膚の
収縮反射がよくなり、かぜをひきにくい丈夫な体になります。
（夏、冬変わりなく１年中続けることが大切です）

１歳前後の頃

室温の目安
夏：２６〜２８℃

１歳に近づいたら、冬でも下着やパジャマ１枚で寝かせる習
慣をつけましょう。
（地域・家屋差によって考慮は必要です）
夏から秋に季節が変わる時が習慣づくりの時期です。
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冬：２０〜２３℃
湿度：４０〜６０％

便秘とは・・

うんちが硬くてでにくい、うんちをする時に苦しがる
体重が増えにくい、肛門が切れる

※便秘はうんちの回数だけでは判断できません。
⇒ 回数が減ったのは大腸の働きが備わってきている証拠
赤ちゃんは細胞の入れ代わり（新陳代謝）が激しいので便秘になりやすい

我が子の便秘の原因はなんだろう？
＊体の中に入る量

４か月児の乳の量 1000cc(90％水分)

＊水分の使われ方

赤ちゃんが成長するのは、とった栄養を血液で細胞に運び、不要なものは
尿や汗で出す（新陳代謝）サイクルが激しいためです。

４か月児の血液量は、2,000cc そのうち 1,000cc が１日のうちに出入りします

＊1,000cc の使われ方
尿

６３０cc

汗

３５０cc

便等 ２０cc

※夏や熱の出た時等、尿や汗で水分がとられるため便秘になりやすい

☆うんちのやわらかさを決める成分☆
便の水分量を決めるのには赤ちゃん自身のビフィズス菌の量も大切です
〔母乳〕
・・母乳を介して母の腸内細菌が赤ちゃんに移り住みます。新生児では 90％母の腸内細菌
⇒母のバランス食
〔ミルク〕
・・ミルクの種類によってビフィズス菌の含有量が違う

うんちが出る条件
腸内にうんちがたまった⇒胃袋に乳が入る⇒大腸が動く
⇒泣いたり、うつぶせ等の圧で肛門の筋肉がゆるむ⇒
どうしても便秘というときは・・
「の」の字マッサージや、めん棒刺激も赤
・
ちゃんの排泄を助けてくれます。
※めん棒刺激とはベビーオイルをつけため
ん棒で赤ちゃんの肛門を刺激することで
す。排便の反射を起こします。
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出た

病院へいく目安
□うんちに血が混じっている。
□お腹が張っていたり、おなかにポコッと
塊があるような感触がする。
□お腹が痛そうに脚をお腹に引き寄せる。
□お乳を飲む回数が急に少なくなり、元気
がない。
□４〜5 日出ない。

赤ちゃんには体内時計はない
本来、ヒトの体内時計は２５時間くらいの周期です。それを地球の自転にあわせた２４時間
の周期に調整していくことが必要になります。
ところが、生まれたばかりの赤ちゃんには体内時計がないので、子宮の外の生活に慣れ、睡
眠のリズムができるまで時間がかかります。これから数カ月、昼と夜の区別なく、目を覚まし
たり眠ったりの生活を送ることになります。

生後０カ月の赤ちゃん
生まれたばかりの赤ちゃんは、１日の平均１６時間以上を睡眠に
あてているといわれています。しかも、この時期の睡眠の約５０〜
６０％は、
「脳が起きていて、からだが寝ている」レム睡眠です。
この間に、外の世界に適応できるよう調整を繰り返していると
いわれています。寝ている時の様子をみると、手足をときどきピクッとさせたり、まぶたの下
で目玉がキョロキョロしているのもレム睡眠時によくあることです。

生後１〜５カ月ごろの赤ちゃん
生後１カ月をすぎると、徐々に体内時計が働きはじめます。体が大きくなると胃も大きく
なるので、たっぷりおっぱいを飲んでいれば授乳間隔もあいて、まとめて寝る時間も少しずつ
長くなってきます。
生後３カ月以降になってくると、朝の光を浴びることによって体内時計の２５時間が、１日の長さ２
４時間での生活に調整されるようになってくるため、起床時刻・就床時刻が一定になってくるでしょう。
昼と夜の区別がつき、昼間は起きている時間も
長くなってきます。赤ちゃんのまわりの生活を「昼は明るく体を動か
し、夜は暗くして静かに寝る」という生活環境にしてあげましょう。
朝は午前６時台に起こし、夜は午後８時台には眠くなるように
リズムを作ってあげましょう。

17

生後６カ月〜１歳ごろの赤ちゃん
生後６カ月ごろになると離乳食もスタートし、生活リズムも整ってくるようになります。
昼寝が午前１回、午後１回と定まってくるのは、おおよそ生後８カ月ごろと言われています。
このころの昼寝は午前と午後に１〜２時間ぐらいです。昼寝をしないと夕方になってぐずる
ことが多いようです。夜更かし、朝寝坊の習慣をつけるとなおりにくいものです。食事、入浴、
授乳、就寝という赤ちゃんの生活リズムをできるだけ決めましょう。１歳６か月くらいに昼寝は
午後に１回になります。

どうして夜泣きが起こるの？
時

期

生後７〜１０カ月ごろが夜泣きのピークと言われていますが、もう少し月齢が進んで
から激しくなることもあります。

原

因

医学的に解明はされていませんが、赤ちゃんが半分寝ぼけていることがわかっています。
「睡眠パターン」
毎日同じ時間に泣いたり動いたりする場合は、時刻依存性が高い「レム睡眠」
との関係を考えます。ですので、同じ時刻に起こる場合は
「夢でもみているのかな？」と思って放っておくのもひとつです。
昼間に、見たり、聞いたり、触れたことを
一時的な記憶ではなく長期的な記憶にする役割
記憶力がついてくると、昼間の記憶が夢に出現し夜泣きの原因に。
オ ム ツ と 衣 類

→

汚れたオムツの交換。汗ばんでいたら思い切って薄着に。
窮屈そうなら楽にしてあげましょう。

湿疹、かぶれ、鼻づまり、ぜいぜいする

→ 手当てをしっかりと

足 が 冷 た い

→ 足の保温を

運 動 不 足

→ 日中寝かせきりではありませんか？
体をさすったり動かして、外気と日光に触れさせましょう

昼寝の時間が長い

→ 朝は早く起こし、昼寝の時間を早め、時間を少し短く

夜泣きをはじめた時
添い寝でおさまらない時には、静かに抱いて、両手をおさえるなど安心させるようにして
みましょう。また、お乳か湯冷ましを与えてみましょう。
気分を変えるために、抱いて別室へ移動してみたり、家の外へ連れ出してみるのもひとつの方法です。
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生活リズムを整えて、こころとからだを育てましょう。

生活リズムをつくるには、脳にある生体時計を調節することが必要です。そのためには、自律神経機能や
ホルモン分泌機能を、睡眠、活動、食事といった日常生活行動と昼夜の明るさや温度差を利用して毎日同
じ時間帯に働かせることがカギです。
幼児期の生活リズム

※

昼寝は１歳６か月くらいまでには午後１回になっていきます。

生活リズム
８か月
〜
１歳頃

自律神経

１歳
６か月
以降

交感
神経

１

腎臓や消化
器系の臓器
に血流が多
くなる

２
３

睡眠

睡眠

副交感
神経

①
朝日を浴びて生体時
計をリセット

４

ホルモンの働き

副腎皮質ホルモン分泌⇒覚醒作用
頭や体の働きを活発にする
＊朝４時から上昇し、７時がピーク

５

６

起床

起床

７

朝食

朝食

②

１０

遊び

間食

１５

③
間食
遊び

昼食

１３
１４

昼間優位
外の環境に
適応する
⇒活動状態
エネルギー
発散傾向

遊び

※１

昼寝

１１
１２

胃結腸反射

排便

８
９

大便を
S 状結腸へ

胃の容量が小さいの
で 3 歳児まで必要

脳や筋肉に
血流が多く
なる

昼食
昼寝

昼寝
遊び

赤ちゃん体操
やお散歩も

脳とからだの両方を休
めるには１.5 時間必要

間食

間食

小学生まで必要

１６
遊び
１７

遊び

１８

夕食

２１
２２

最高体温

夕食
④

１９
２０

睡眠

副腎皮質刺激ホルモン分泌
⇒注意力・集中力を高める
学習能力を高める
＊朝５時前後から上昇し、朝１０時
前後がピーク

睡眠

⑤

入浴
テレビはオフ
暗くして就寝

眠くなると手足が温かくなっ
たり、眠っている時に汗をか
くのは、皮膚の血管をひろげ、
熱を放散させて、深部体温を
下げているから。

夜間の授乳はなく
していく

夜間優位
休息・エネ
ルギー蓄積
傾向

２３
２４

メラトニン分泌⇒眠気を起こす
＊夜明るいと分泌量は低下する
成長ホルモン分泌⇒からだづくり
＊眠って一番最初の深い眠りのと
きに分泌される

①起きる時間を決めて、朝日を浴びましょう
→ 朝の光を浴びることで生体時計のリズムが調整されます。
②食事の時間を決めましょう。
→ ごはんを食べることも生体時計の調節に有効です。特に朝食は脳と体を目覚めさせます。
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③昼間は屋外で活動しましょう（赤ちゃん体操や外気浴も良い方法です）
→ 起床時間を決めても、昼間の刺激が少ないと寝付きが悪くなったり、夜何度も目が覚めることがあ
ります。昼間は十分に遊ばせて、少し疲れるくらいに運動を取り入れてみましょう。
④夜８時にはテレビを消して、静かな環境づくりを
→ 夜８時には静かに眠れる環境をつくりましょう。眠る前にあやしすぎて興奮させないように
しましょう。
⑤夜中の授乳はだんだん減らしましょう
→ 夜中に泣いて授乳してもらえたという事が続くと、すぐにそのことがわかって授乳をせがんで泣い
てしまうこともあります。寝る前の授乳をしっかり与えてあげるのもいいかもしれません。

●生活リズムに関わるホルモンなどの働き
名前

朝

夜

働き
血糖や血圧を上げて体を起こす
副腎皮質ホル
ストレスに立ち向かうホルモン
モン
抗炎症、免疫促進作用もある
脳内の神経活動の微妙なバランスを調整し、睡眠と
セロトニン
覚醒のリズムを充実させる
（神経伝達物質）
よく噛む、よく歩くなどリズミカルな筋肉運動によ
り分泌が促進される
寝入って最初の深い眠りの時間帯に多く分泌され
る
成長ホルモン
骨を伸ばし筋肉を増やす
疲労回復や傷んだ組織を修復する
夜暗くなって、起床後の 14〜15 時間後に分泌が
始まる。
例）起床６時⇒就寝２０時〜２１時
メラトニン
眠気を起こし、性的な成熟の抑制作用
生体リズムを整える
１〜５歳が分泌のピーク

不足すると････
午前中の活動が鈍くなる
夜更かしや寝不足で分泌不足
になる
精神的に不安定になりやすい
夜更かしや寝不足で分泌不足
になる

明るい部屋で眠っていたり、夜
更かしをすると分泌量は減少
し、生体リズムが乱れて、体調
が整わない。

●睡眠・覚醒と体温、ホルモンの変化
朝日を浴びてから
14〜16 時間後に
分泌が始まります

最低体温のあと、体温が
上がり、目がさめます

最高体温のあと、
体温が下がり、眠くなります
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深部体温

