
いで残しておき、ほかの薬を湿るために用いる。

■液体状の薬

シロップ、懸濁液、トニックその他の液体状の薬の分園は、ミリリットルで表す。

ｍＩ＝ミリリットル

１リットル＝１.ＯＯＯｍｌ

液体状の薬は、大さじ何杯、または小さじ何杯というように処方されることが多い。

薬の使用説明函に、１tsｐ用いる、と響いてあれば、５ｍl使用しなさい、という意味である。

１
１
１

大さじ(Tbs)１杯＝１５ｍＩ小さじ(tsp)１杯＝５ｍＩ

センチュウ

"ﾐｸ､〆
虫下し

、這う零ｓ参
小さじ３杯＝大さじ１杯

人々が使っているく小さじ＞には、８ｍIも入るものもあれば、３ｍlしか入らないものもある。

薬を与えるときに小さじを用いる場合は、過不足なく、正確にa77ﾉ風れることが大切である。

薬を量るのに用いる小さじで、正確に５ｍIを量るにはどうするか。

１．５ｍlの計量スプーンを買う。

もしくは

２．プラスチックのスプーンがついてくる薬を買う。このスプーンは、すりきり１杯が５ｍIで、

半分の2.5ｍIの位置に、目盛りが刻んであるかもしれない。この

３・家にある小さなさじに注射器その他、何か

分囲を囲れるものを用いて５ｍIの水を入れ、そ

のさじの液面の高さに印をつけておく。

スプーンを捨てな

6１

、
、

もしくは

５ｍＩ

ｊ－Ｊテー

コゴ再j､巳
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１－３飯の子

ども１/８錠。

■小さな子どもへの薬の与え方

錠剤またはカプセル状の薬は､子ども用として、シロップ状または懸濁液状（特別な状態の液体）

でも売り出されていることが多い。手持ちの薬で園を比べてみればわかるが、通常、シロップは錠

剤やカプセルよりずっと割高である。次に示す作り方に基づいて、自分でシロップをつくれば節約

できる。

錠剤を充分細かく砕く。

１歳未満の乳児には１

歳児用の量。できれば

医学的助言を求める。

に』

４－７歳の子

ども:1/４錠。

砂糖または蝉蜜

粉を煮沸した水（冷ましてから）
と、砂糖または蜂蜜とまぜる。またはカプセルを開く。 '

Ｃ ”/~~､１－､‘
'魁一一と言△』

薬が非常に苦い場合（テトラサイク

リンTetracyclineまたはクロロキン

ChIoroquine)は、砂糖または蜂蜜をた

くさん加えなければならない。

薬を入れすぎないように、細心の注意

まれに､危険な反応が出ることがある。

鴇織

子ども用のシロップを、錠剤やカプセルから作る場合は、薬を入れすぎないように、細心の注意

を払うこと｡また､１歳以下の子どもに蜂蜜を与えないこと。まれに､危険な反応が出ることがある。

注意：窒息を防ぐために、子どもが仰向けに寝ていたり、頭がのけぞっていたりするときには、薬

を与えないこと。必ず起き上がらせるか、頭を前向きに持ち上げるよう、いつも気をつける。子ど

もがひきつけを起こしていたり、眠っていたり、意識がなかったりする場合は、決して口から薬を

与えてはならない。

大人用の薬の使用説明書しかない場合､子どもに与える薬の量をどのように決めるべきか？

一般に、子どもが小さければ､必要な薬の園も少ない。必要以上の薬を与えることは危険である。

子どものための投与量の情報がある場合は、注意深くそれに従う。投与園がわからない場合は、子

どもの体重または年齢をもとに算出する。子どもには、通常、次に示すように、大人の何分の－か

に凪を減らして与えなければならない。

6２

大人：１錠。８－１３歳の子

。濡驚職
駕

巳

蝋
調

17.6ポンド

1キログラム(kg)＝２．２ポンド（lb）

３３ポンド66ポンド １１ポンド132ポンド



、

固薬の飲み方

薬はできるだけ指示された時刻に飲むことが大切である。１日に１回

だけ飲む薬もあるし、もっと頻繁に飲まなければならない薬もある。時

計がなくてもかまわない。指示函に、＜８時間ごとに１錠、１日３回

飲むこと＞とある場合なら、朝１錠、午後１錠、夜１錠である。もし、

＜６時間ごとに１錠、１日４回飲むこと＞とあれば､朝１錠､昼１錠、

午後１錠、夜１錠である。あるいはく４時間ごとに１錠＞という指示

､当K，

であれば、飲む時間の間隔をなるべく同じくらいにして、１日に６錠用いる。

誰かに薬を与える場合は、かならず使用説明書を書いてあげ、その薬を、どのように、いつ飲む

のか、その人に復唱してもらうとよい。その人が理解していることを、充分確かめること。

亡富フ

〕文字が読めない人に、薬を飲む時刻を思い

出してもらうために、このような図表を渡し

てあげるとよいだろう ､§&坐多

下の空棚に、飲むべき薬の錘を絵で表して、
一

どういう意味かを注意深く説明する。

これは、１日に、１/４錠を２回という惹昧である。これは､１日に､小さじ２杯ずつ2回という意味である。

たとえば、この図側も、１日に４回、１錠ず

つ飲む、つまり日の出ころに１錠、昼に１錠、

日没に１錠、真夜中に１錠飲む、ということ

を表している。

、

これは､１日に､１/２錠を４回という意味である雁 これは､１日に､１カプセルを３回という意味であるｃ

１
Ｊ

|つ

､ノ云

う○‐

凶｜〕 〕

罰６

|､〆<〆

凶
一
一
一
一

〕
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こ＝一へ

言ごF州|〕

）
－

〕

こつ〆一へ
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』、
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6４

園誰かに薬を与えるときは

薬を与えるときはいつも、たとえその人が文字の

読めない人であっても、用紙に次の，ＩｌＩｊ報をすべて記

入して、薬と一緒に渡すこと。

悪者の名前●悪壱了の猫

●薬の名前

●何のための薬か

●飲む量

ジョニー・ブラウン
ﾄヨ

ピペラジン500ｍｇ錠剤抄
センチュウ（線虫）

墨

１回２錠１日２厄
島

~>〆曇Lく，

；

,○
Ⅲ

､哩坐』l〕

ＣＩＯ
Ｗ‘’．泥ｋｎｎｖ８ｒＣｗｒ，

Mc《liclnc・ＰｉＰｅｒＡｚｉｎｃ５００Ｗ１ＴｏＬｂｌぷ５

I:ｏ『： ＴｈｒとcＬＡｗｏｒｍ

DC型ilc：‐t,cJぐこ承fcJO{t,ｔｓ十Ｗi坐oJLoLン

この悩報は､蕊の飲み方を示す絵に付けておくとよい”

薬の用い方のこれと同じ用紙が、この本の終わりに綴じてある。必要に応じて切り取って用いる

こと。使い切った場合は、自分で同じものをつくる。

誰かに薬を与えるときは、その人にあげた用紙の情報と同じことを記録して残しておくと良い。で

きれば、完全なく患者の記録＞(ｐ４４を参照）を作成して残しておく。

満腹時または空腹時に薬を飲むことについて

空腹の時つまり食事の１時間前に飲むと、最もよく効く薬がいくつかある。一方、食事中また

は食事のすぐ後に飲んだほうが、胃を荒らしたり胸焼けを起こしたりしにくい薬もある。

含室の１時間前に飲むべき薬Ｉ

●ペニシリンPeniciIlin

●アンピシリンAmpicillin

●テトラサイクリンTetracycline

テトラサイクリンTet｢acyclineを飲む

１時間前と飲んだ１時間後はミルクを飲

まないほうがよい。

食事中、または食事の後すぐ（または多量の

水と共に）飲むべき薬；

●アスピリンAspi｢ｉｎおよびアスピリン

Aspi｢ｉｎを含む薬

●鉄剤（硫酸第一鉄）

●ビタミン類

●工リスロマイシンEryth｢omycin

制酸薬は、胃が空のとき、つまり食事の後１－２時間たってからと就寝時に飲むのが、最も効

果がある。

留意点:薬を飲む姿勢は、立っているか起き上がっている状態が城もよい。また、薬を飲むときは、

必ず水をグラス一杯飲むこと。サルファ剤を用いているなら､水をたくさん飲むことが大切である｡

腎臓を傷めないように、１日に少なくともグラス８杯の水を飲む。
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注射の用い方と予防措置
９

Ｉ
■洋射をするべきときと、してはならないと

注射は、頻繁に必要とされるものではない。医学的な手当てを要するほとんどの病気は、口から

摂る薬によって、注射と同じかそれ以上の効果をあげることができる。毎年、何百万人もの人々一

とりわけ子どもたち－が､不要な注射のため病気になったり、障害を負ったり、死んだりしている。

薬の誤用や濫用を防ぐことは、よい健康を保つために、予防接種、きれいな水、便所の正しい使い

方と同じくらい重要だ。一般的に言って

薬を注射することは、経口的に用いることより、ずっと危険である。

注射は、絶対に必要な場合にしか、用いてはならない。緊急の場合に限って、例外として、保健

ワーカーまたは訓練を受けた人だけが、実施すべきである。

注射をするのは、次の場合に限る。

１．推奨される薬に飲み薬がない場合。

２．患者が頻繁におう吐しており､薬を飲み込むことができない場合｡または､意識不明の場合。

３．何らかの異常な緊急事態および特別な場合（次ページを参照)。

医者が注射を指示している場合はどうすべきか

医者や保健ワーカーは、時々、必要でないときに注射を指示する。結局彼らは、注射を施すこと

で多額の料金を調求することができる。彼らは病気のことを忘れ、農村地域で注射をすることの問

題や危険について忘れている。

１．保健ワーカーまたは治療者が注射をしたがる場合は、その薬が妥当なものであることと、

彼らが必要な予防措置のすべてを講じているかどうかを確かめる。

２．医者が注射を指示する場合は、自分の住んでいる地域には、注射ができるように充分訓練

を受けた人がひとりもいないことを説明し、飲み薬を処方してもらえないかと頼む。

３．医者がビタミン類や肝臓エキスやビタミンＢ，２を注射したがっているのに、血液検査は

させないという場合は、別の医者に見てもらいたいと言う。

6５
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■逢射をすべき緊急事態

次の病気の場合は､できるだけ速やかに､医学的助けを得る。助けを得たり､病人を保健センター

に搬送したりするのに多少時間がかかる場合は、できるだけ早く、適切な薬を注射する。投与園の

詳細は、下の一覧表に示してある参照ページで調べること。注射をする前に、起こりうる副作用に

ついて理解し、必要な予防措置をとること（グリーンベージを参照)。

↓病気名 ↓注射する薬名

亜い肺炎（p､171）高用凪のペニシリンPeniciIIin（p､352）

出産後の感染（p276）

域痕（p､213）

破偶風（p､182）ペニシリンPeniciIlin（p,352)および破傷風抗毒素

(p､389）

虫垂炎（p､94）高用凪のアンピシリンAmpiciIIin(p､353)またはぺ二

腹膜炎(p､94>と銃創その他の腹部シリンPeniciIIinとストレプトマイシンStreptomycin

に受けた刺し伽 （p､354)の併用

遜ヘビの咳鰯（p､105）蛇麗抗毒素（p,388)サソリ毒抗麗素（p､388）

サソリの刺鰯(子どもの場合､p､106）

髄膜炎(p､185)､結核を疑わない場合アンピシリンAmpiciIIin（p,353,p､354)またはペニシ

リンPeniciIIin（p,532)の投与鼠を非常に高く

髄膜炎(p､185)､結核を疑う嶋合ストレプトマイシンStreptcmycinと併用するアンピ

シリンAmpiciIlinまたはペニシリンPeniciIIin(p､353,

p､354)および､できればほかのＴＢ薬（結核の薬）

(p､361）

おう吐(p､161)､おさえが効かない場合抗ヒスタミン蕊､たとえばプロメタジンP『omelhazine

(p､386）

襲いアレルギー反応エピネフリンEpinephrine（アパレナリンAdrenaIin、

アレルギーショック（p､70)およびｐ､385)できればジフェンヒドラミンDiphenhydramine

亜い端息発作（p,167）（ベナパリルBenadryl､ｐ,387）

以下の慢性疾患は注射を要するかもしれないが、多くの場合は緊急ではない。保健ワーカーに

治療についての助言を求めるのが一番よい。

結核（p､179､p､180）ストレプトマイシンＳｔ『eptomycin(p,363）をほかのＴ

Ｂ薬（p,361）と併用。

梅遥（p237）極めて闇用逓のベンザ チ ン ペ ニ シ リ ン B e n z a t h i n e

(p,238と353）

淋病（p､236）セフトリアキソンCeftriaxone(p､359と360)またはス

ペクチノマイシンSpeclinomycine(p,360）



注射をしてはいけない場合

○医学的助けがすぐに得られる場合は、決して注射をしてはならない。

○重くない病気には、決して注射をしてはならない。

○風邪またはインフルエンザには、決して注射をしてはならない。

○治したい病気に対して指示されていない薬は、決して注射をしてはならない。

○注射針が加熱または消毒されていない場合は、決して注射をしてはならない。

○推奨される注意事項を理解して実施できるまでは、決して注射をしてはならない。

■注射をしない薬

一般に、次の薬は決して注射をしないと考えておくのがよい。

１．ビタミン。飲むより注射するほうがいくらかは良いというビタミンはほとんどない。注射のほ

うが高価で、しかも危険である。ビタミンは注射ではなく、錠剤またはシロップを用いること。

もっとよいのは、ビタミンに富む食物を食べることである(ｐｌｌｌを参照)。

２．肝臓エキス、ビタミンＢ'2、鉄（イムフェロンlmfe｢ｏｎなど）の注射。これらを注射すると、

膿揚または危険な反応（ショック、ｐ､７０)を起こす可能性がある。ほとんどの貧血には、硫酸

第一鉄の錠剤がかなり有効である（p､393)。

３．カルシウム。きわめてゆっくり注射するのでない限り、カルシウムの静脈内注射は、非常に危

険である。尻に注射すると、大き泡蝿R鰯ができるかもしれない。訓練を受けていない人は、決

してカルシウムを注射してはならない。

４．ペニシリンPeniciIIin･ペニシリンPenicilIinを必要とする感染症のほとんどが、ペニシリン

PeniciIlinの飲み薬で充分治療効果を得ることができる。ペニシリンPeniciIIinは注射するほ

うが危険である。注射用のペニシリンPeniciIIinは、危険な感染症に対してだけ用いること。

５．ストレプトマイシンStreptomycinと併用するペニシリンPenicilIin。原則として、この複

合薬は避ける。風邪やインフルエンザには､効果がないので決して用いてはならない。時には、

聴覚の消失や死亡など、重大な問題をもたらす可能性がある。また、使いすぎると、結核その

他の重い病気の治療がいっそう困難になる。

６．クロラムフエニコールChIoramphenicolまたはテトラサイクリンTetracycIine。これらの

薬は、飲み薬を用いても、同程度あるいはいっそう効果がある。注射ではなく、カプセルかシ

ロップを用いること(p､356、およびＰ357)。

７．静脈内(Ⅳ)点滴薬。これらは、脱水がひどい場合にだけ用いる。充分に訓練を受けた人だけ

が実施すること｡正しく行われない場合､危険な感染または死亡をまねく可能性がある(P５３)。

８．静脈内注射薬。どのような薬でも、静脈内への注射は非常に危険であるから、充分に訓練を受

けた保健ワーカーだけが実施すべきである。そのような場合であっても、＜静脈内専用＞と凹

いてある薬を、決して筋肉（尻）に注射してはならない。また、＜筋肉内専用＞と掴いてある

薬を、決して静脈内に注射してはならない。
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毒麻疹やかゆみのある発疹は、注射をしてから数時間

後から数日もたった後に現れる可能性がある。この患

者に同じ医薬品が与えられると、非常に璽大な反応が

起こり、死亡することもある(P,７０を参照)｡

■危険性と予防措置

すべての薬について言える注射の危険性は、（１）注射針から病原菌が侵入して感染が起こること

と、（２）その薬によって起こるアレルギー反応または毒性反応である。

6８

Ｌ
Ｌ
人
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Ｉ

1．注射をするときに感染するのを減らすために、すべての

ものを完全に清潔にするよう、細心の注意を払うこと。

注射をする前に、注射針と注射器を煮沸することは、非

常に重要である。煮沸した後は､手指その他で触れない。

－度使った針や注射器は、もう一度煮沸し直してからでな

ければ、決して再使用してはならない。注射に関するすべて

の説明に、注意深く従うこと（次からのページを参照)。
ｽー ／ーＩ

煮沸が不十分であるために滅

菌（完全に清潔で病原菌がな

いこと）されていない注射針

を用いると、このような膿癌

ができる。

注射の準備と実施の前には、両手をよく洗うように気をつ

ける。

２．注射を実施する前に、薬というものはどのような反応を

起こすものなのかを知り、推奨されている注意事項を守

ることが、非常に重要である。

(Ｊ；

次のようなアレルギー反応または毒性反応の症状がひ

とつでも現れれば、以後再び、同じ薬または類似の薬を、

決して用いてはならない。

●頚麻疹(皮麿に出る斑紋状の腫れ）または、かゆみ

のある発疹。

●体のどこかに現れる腫れ。

…ﾂｸ藤吠《､７．種参照ルｒデ
●呼吸困難。

･むかつき(吐き気がすること)を伴（一
うめまい発作。

.｡……／（●視覚異常。

●背中のひどい痛み。

●排尿困難。

－－＝／ノ
ノ

／ノ

ムーー

Ｌ〆些一〆

〆､
～

●ﾛ



このような問題を避けるために

この子どもは、滅菌(煮沸して病原菌を完全になく

すこと）してなかった注射針で注射された。

絶対に必要なときにだけ注射をすること。

清潔でない注射針のために、大きくて痛い膿傷（脳

の袋、おでき）のできる感染が起こり、この子どもは

熱を出した。しまいにおできは破裂して、下の写真の

ようになった。

この子どもは風邪のために注射された。薬をまった

く与えないほうがずっと良かっただろう。注射は有益

であるどころか、子どもに苦痛と偲を与えた。

◆注射器と注射針は、注射をする直前

に点沸し、完全に清潔を保つよう、

充分に注意するごJ-,、

注意：できれば、薬はいつも注射ではなく、

ロから与える。ことに子どもには“

蕊 1,-』が｣

■ーー＝盃一一 一 一

８１９

◆その病気のために指示されている薬

だけを用いること。また、その薬の

保存状態がよいこと、傷んでいない

ことを確認すること。

『
二

一

基

母

．

即

、

m

＝

◆正しい部位に注射すること｡乳児お

よび小さな子どもには､尻には注射

しない｡かわりに､ももの上部外側に

する｡(この子どもは､尻の､低すぎる

位廻に注射された｡ここは､神経を傷

つける恐れのある部位である｡）
『、



7０

■ある種の薬を注射して起こる危険な反応

次のグループの薬は、注射後まもなく、アレルギー性ショックと呼ばれる危険な反応を起こすこ

とが時々ある。 〆

●ペニシリンPeniciIlin(アンピシリンAmpiciIlinを含む）

……鱗園需{:篭※（破傷風抗毒素、

重大な反応が起こる危険性は､以前にこれらの薬のうちのひとつまたは同じグループ内の別の薬

の注射を受けたことのある人の場合に高くなる｡その薬を注射して数時間後または数日後にアレル

ギー反応(鰯麻疹､発疹､かゆみ､腫れ､呼吸困難)が出ていた場合には､特にこの危険性が高まる。

瀬細Ｉ

まれに､スズメバチやミツバチに刺されたり、

飲み薬を飲んだりした場合に、アレルギー性

ショックを起こすことがある。

注弱による麺大な反応を防ぐためには：

１絶対に必要な場合にだけ注射を用いる。

象
２．上記の薬のうちのどれかを注射する場合は、必ずその前に、エピネフリンEpineph｢ine（ア

バレナリンＡｄ｢enalin，ｐ､385）２アンプルと、プロメタジンＰ｢omethazine(フェ家ル

ガンPhene｢gan、ｐ386)またはジフエンヒドラミンDiphenhyd｢amine(ベナドリル

Benadryl，ｐ､387)のような抗ヒスタミン薬１アンプルを用意しておく。

３注射をする前に、同じような注射で、かゆみなどが起きたかを必ず質問する。患者が、起きた

ことがある．と答えた場合は、この薬または同じグループの薬については、注射であれ飲み薬

であれ用いてはならない。

４．破傷風または毒ヘビのかみ傷のような極めて重い症例の場合で、抗毒素がアレルギー反応を引

き起こす理由がある（患者がアレルギーや瑞息であったり、あるいは以前ウマ血潤を用いたこ

とがあった場合）なら、抗毒素を与える１５分前に、プロメタジンＰ｢omethazineまたはジ

フェンヒドラミンDiphenhyd｢aｍｉｎｅを注射する。投与鼠は、患者の体格に応じて、大人は

２５－５０ｍｇ、子供は１０－２５ｍｇである(ｐ３８７を参照)。

５．どのような薬の注射でも、注射の後は必ず３０分間患者のもとにとどまり、次のようなアレル

ギー性ショックの症状がないかどうか見守ること。

６．

●皮膚が冷たくなる。湿っぽくなる。青ざめる。土色になる（冷や汗)。

●脈拍が弱くなり、速くなる。または勤惇がする。

●呼吸困難。

●意識を失う。

これらの症状が現れた場合は、直ちにエピネフリンEpinephrine（アパレナリンＡｄ『白､a”

を注射する。大人は１/2ｍl、子どもは１/4ｍI･患者にはショック(ｐ７７を参照）に対する

手当てをする。続けて、通常の２倍塁の抗ヒスタミン薬を与える。



4．注射後は

■ペニシリンPenicillin注射によって起きる重大な反応の避け方

Epinephrinel/２アンプル（アバレナリンAdrenalin、小さな

１，１２ｉ

:|§

２．注射をする前に患者に、１．弱い感染や、中程度の感染には：

ペニシリンPeniciIIin

の錠剤を与える。 Ｃ｝
以前ペニシリンPenicilIin注射

、

子どもには１/４アンプル）を筋肉内（または皮膚直下、ｐ､１６７

を参照）に注射する。必要な埋合には、１０分以内にもう一度行

う。

ぺ
注

もしくある＞という答えであれば､ペニシリンPgliciIlin、

アンピシリンAmO随iIlinまたはアモキシシリンAmox画llin

を用いない｡エリスロマイシンByhdTWcirKp355)または

スルフオンアミドSulbr画、me(p､358)のような､別の種類

の抗生物質を用いる。

少なくとも３０分間は患者の

もとにとどまる。

(アドレナリンAdrenaIin)を用

愈しておく。

３．ペニシリンPeniciIIinを注射す

る前に：

５.患者が非常に青ざめ、励惇が非常に速くなり、呼吸困難に

なる堪合、あるいは気を失いかける場合は、エピネフリン

ノンEpinephrine

、
ダ

ア
ド
レ
ヶ
ツ
ン

7１

Ｚ｝

３

４‘

１０

９

‘８必ずエピネフＩ



ゴムをこす

■注射器の準備の仕方

注射器を準備するときは、その前に、両手をせっけんと水で洗う。

１．注射器をシリンジ（筒）

とピストン（押し子）に分

離して、注射針と共に２０

分間煮沸する。

２．注射器と針

いようにして、

使った水を捨て

、

誤廷，

３．注射針の根元と注射器のピストンのボタ

ンにだけ触れるようにして、注射針を注射器

〃

に

注射針には、何も触れないように、細心の注意を払うこと。アルコール綿であってもいけない。

もし何かの拍子に指か何かに触れてしまった場合は、もう一度煮沸すること。

〃 ６．布をアルコールまたは

沸騰水で湿らせて、薬瓶の

７．粉末状の薬

が入っている薬

瓶の中に、注射

器の蒸留水を注

入する。

５
ぱ
他
の
な
注 i<Ｉ

7２

。
い

９
ぱ

１０．注』

全部抜く

；／
／

注射器内の空気を８．薬が溶けるまで振る。

↑

＜一一一



■どこに注射するのがよいか

注射をするときは、その前に両手をせっけんと水で洗う。

注射は尻の筋肉に打つのが望ましい。常に、図のように、上部外側の一画にすること。

１ｋ ′'

Ｉ
注射の打ち方

１．注射する部位の皮膚を、せっけんと水で

清潔にする（アルコールでもよいが、ひ

どく痛むのを防ぐために、注射の前にア

ルコールが乾いていることを確かめる)。

､ ゾ ノ

豊萱:感染や発疹のある部分の皮唐には、注射

をしない。

乳児および小さな子どもの場合は、尻

に注射をしない。ももの上部外側にする。

夢

2．注射針をまつすぐに刺す。（手早く一気に

行うと、あまり痛まない｡）

姑

３．注射する前に、ピストンを

少しだけひく。（もし血液が

注射器の中にはいってくるな

ら、針を抜いて、どこか別の

場所に指し直す｡）

４．血液が入らなければ、

薬をゆっくりと注入

する。

５注入し終わったら、針を

抜いて、皮唐を再びきれ

いにする。

、

～

誰 難菱
６．注射後、注射器と注射針を直ちにすすぐ。針から水を噴出させた後、注射器をシリンジとピス

トンとに分けて洗う。再び使用する場合は、その前に煮沸する。

7３



7４

■どのような場合に子どもは注射によって障害を受けるのか

正しく用いられるならば、例えばワクチンがそうであるように、ある種の薬を注射することは、

子どもたちの健康を守り、障害を防ぐうえで亜要である。しかし、注射が消毒されない針または注

射器でされるならば、注射は重い感染症を引き起こすかもしれない。不潔な針と注射器は、ある人

から別の人へと、ＡＩＤＳや他の重い病気（例えば肝炎）を引き起こす病原体を渡すことができる。

汚れた針と注射器は､麻簿または死につながる感染症を引き起こすこともある。消毒することなく、

－人以上の人間に同じ針または注射器を用いた注射を絶対にしてはならない。

注射された薬によって、危険なアレルギー反応、中毒、難聴、その他の有害な副作用が引き起こ

されることがある。たとえば、出産の速度を上げ、「強さを与える」ために妊婦にホルモン注射が

されることがある。しかし、これらの注射は母体に危険であるばかりか、赤ちゃんの脳に障害をも

たらしたり、死亡させることすらある。

子どもはどのような場合に、注射によって障害を受けるのかについて、より詳しくは、鱈害のあ

る村の子どもたち、第３章を参照。

必要のない注射をすれば危険である、ということを人々に教えるための具体策については、保煙

クーカーの掌習を助ける、第１８章．第１９章、第２７章を参照。

■器具類を清潔にする（滅菌）方法

ＨＩＶ/ＡＩＤＳ(ｐ３９ｇを参照)、肝炎(p,１７２を参照)、破偶風(p,１８２を参照）のような多くの感

染性の病気は、病気の人から健康な人へ、滅菌していない注射器その他の器具の使用を介してうつ

る可能性がある（これには､耳飾りの穴あけ､鋪治療､いれずみ､割礼などに用いる道具も含まれる)。

皮暦の感染や鵬傷の多くも、同じ理由で始まる。皮膚を切ったり、穴を開けたりしなければならな

い場合は、いつも必ず、滅菌がすんでいる道具だけを用いて行わなければならない。

ここに器具の滅菌方法をいくつか挙げておく。

●２０分間煮沸する。（時計がない場合は、コメを１

－２粒その水に加える。コメが煮えたときに、器

具は滅菌されている。）

●圧力鍋（またはオートクレーブ）という特別な深鍋

の中に入れ、２０分間蒸す。

鐸室

､鍾蕊i，

●塩素系漂白剤１と水７の割合の溶液、あるいは７０％エタノール溶液の中に、２０分間浸す。

できればこれらの溶液は、毎回新しく作りかえる。殺菌力がなくなるからである。（注射器は

ピストンを引いて、内部に消毒液を吸い込んでから噴出させるという方法で、内部が必ず滅

菌されるように気をつける｡）

感染性の病気にかかっている人の世話をしているときは、両手をせっけんと水で頻繁に洗う。



ＣＨＡＰＩＥＲ

応急手当
で０

■基本的な清潔と保護

感染の拡大を防ぐには、応急手当てをする前後に、いつも石けんと水で手を洗うこと。

人が傷ついているとき、最も霊要なことは助けることだが、あなた自身もＨＩＶや他の、血液を

介して感染する病気から身を守らなければならない。誰かが出血しているとき：

Iできれば、傷ついた人に直接、傷を圧迫して自分自身で出

血をとめるよう、やり方を示す。

2.彼らができないなら、圧迫をかける前に、手袋か消潔なポ

リ袋を手につけ、自分自身を保護し、清潔で分厚い布で傷

を直接押さえる。

血液によって汚れた物を避ける。助けている人の周りに針やその他の鋭い物で刺してけがをし

ないように注意する。乾いて、潤潔な包帯で傷や他の陽をおおい、保護する。

事故や戦闘で負傷した人がたくさんいる場所で応急手当を行う場合は、特に注意すること。

血液か他の体液に触れたら、せっけんと水で、できるだけ早く、手を洗う。体液があなたの体

の他の部分（特にあなたの目）に触れたら、たくさんの水で徹底的に洗う。

熱そのものがひとつの病気というわけでは

高熱（３９℃以上または１０２°Ｆ以上）は、

■発熱

体温が熱すぎるとき、その人には熱があると言う。熱・

なく、さまざまな異なる病気の症状である。とはいえ、高

小さな子どもの場合、ことに危険である。

熱があるときは：

１．衣服を全部ぬがせる。小さな子どもは、完全に服を

脱がせ、熱が下がるまで、裸のままにしておかなけ

ればならない。

子どもを衣類や毛布でくるむことは絶対にしないこと｡熱の

ある子どもをすっかりくるんでしまうことは危険である。

新鮮な空気やそよ風は、熱のある人に害を与えない。

むしろ新鮮なそよ風は、熱が下がるのを助ける。

２また、熱を下げるために、アスピリンAspi｢ｉｎを

用いる(p,379を参照)。小さな子どもには、アセ

トアミノフェンAcetaminophen(パラセタモル

Ｐａ｢acetamol、p3BO)を与えるほうが安全だろう。

与えすぎないように、十分注意すること。

こうすると熱が下がりやすくなる。

廷2途、
C/国，､

これでは熱が上がってしまう。

7５



7６

３．熱のある人はみな、水をたくさん飲まなければならない。ジュースその他の水分でもよい。小

さな子ども、ことに乳児の飲料水は、最初に沸腿させなければならない（それから冷やす)。

子どもの排尿が正常になるように気をつけること。患者の尿があまり出なかったり、尿の色が

激かつたりする場合は、水をもっとたくさん与える。

４．可能な場合は、発熱の原因を見つけて、それに対する手当てをする。

非常に高い発熱
けいれん

非常に高い発熱がすぐに下がらなければ、危険に違いない。発作（全身痩撃）を起こしたり、あ

るいは一生治らない脳の損傷（麻痩、知恵遅れ、てんかんなど）を起こしたりすることさえあるか

もしれない。高熱は、小さな子どもの場合に、最も危険である。

熱が非常に高く上がり続ける(40℃以上）場合は、直ちに下げなければならない。

１．患者を涼しい場所に寝かせる。

２．衣服を全部脱がせる。

３うちわであおぐ。

４．水（冷たくない）を患者の体にかける。あるいは水でぬらした布を、患者の胸と額にのせる。

その布が熱くならないように、あおいだり、時々取り替えたりする。患者の熱が下がる(38℃

以下）まで、こ

ク

F重二世

５.患者に水（冷たくない）をたくさん飲ませる。

６.解熱剤を与える｡アスピリンAspi｢ｉｎまたはアセトアミノフエンAcetaminophenがよく効く。

アスピリンまたはアセトアミノフエンの緯雲霞：（大人用の300ｍｇ錠剤を用いる場合）

１２歳以上の患者：４時間ごとに２錠。

６－１２歳の子ども：４時間ごとに１錠。

３－６歳の子ども：４時間ごとに１/２錠。

３歳未満の子ども：４時間ごとに１/４錠。

留意点：風邪、インフルエンザ、水痘にかかった１２歳未満の子どもには、アスピリンAspi｢ｉｎよ

りもアセトアミノフェンAcetaminophenのほうが安全である(p､379を参照)。

熱のある悪者が錠剤を飲み込めない場合は、それを砕いて粉にし、少堕の水と混ぜ､涜鰐として、

あるいは針をはずした注射器を用いて、紅門から注入する。

高い熱がすぐに下がらない場合、意識不明の場合、

あるいは発作（全身けいれん）が始まる場合は、

水で冷やしつつ、直ちに医療従事者の助けを求めること。



■ショック

ショックとは、大やけど、大園出血、重大な病気、脱水、重大なアレルギー反応などのために起

こる、生命を脅かす状態である。身体の内部の大出血も、目には見えないが、ショックを起こす。

ショックの症秒f：

●弱くて速い脈拍(１分当り１００回以上)。

●＜冷や汗＞：青白く、冷たく、湿った皮膚。

●低すぎて危険な血圧。

●綱神錯乱、衰弱、または意識の消失。

ショックの予防または素当てのためになすべきごと

ショックの最初の症状、あるいはショックの恐れがある場合になすべきこと

◆ぴったり身につけている衣服やベルトをゆるめる。

◆下図のように、患者の足を頭より少し高めにして寝かせる。

髄や＝
ミヨ＞

ただし、患者が頭に重症を負っている場合は、＜半座位姿勢＞(pgl）にする。

◆すべての出血を止める。手にふれないように手袋か清潔なポリ袋を手につける。

◆患者が寒気を訴える場合は、毛布で覆う。

◆患者に意識があって、物を飲むことができる場合は、水またはその他の飲み物を少しずつ与

える。もし脱水しているようであれば、水分や水分補給飲料(p,152)をたくさん与える。す

ぐ反応しない場合、やり方がわかるのであれば静脈内輪液を投与する。

◆患者が怪我をしている場合は、その手当てをする。

◆患者が痛みを訴える場合は、アスピリンAspirinまたは他の鎮痛薬を与えるが、コデイン

Codeineのような鎖職蕊を含んでいるものは避ける。

◆冷静を保ち、患者を安心させ、医療従事者の助けを求めること。

患者に意識がない場合になすべきこと：

◆上の図のように、患者の頭を低くして、横向きに寝かせる。息が詰まっているように見える

場合は、指で患者の舌を前に引く。

◆患者がおう吐していれば、直ちにその口をきれいにする。吐物が肺に吸い込まれないように、

患者の頭が低くなっていること、後に反っていること、横に向いていることを確認する（上
図参照)。

◆患者の意識がもどるまで、□からは何も与えない。

◆その場に点滴（標準生理的食塩水）の使い方を知っている人がいれば、速い滴下速度で、点

滴をする。

◆急いで医療従事者の助けを求める。
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7８

■意識の消失（失神）

意識がなくなる一般的な原因は、次の通りであ

●酪訂

●頭への一撃（ノックアウトされること）

●ショック（p,77）

●けいれん（p,178）

●中毒（ｐｌＯ３）

●卒倒（恐怖、衰弱、低血糖などによる）

●熱射病（ｐＢ１）

●脳出血（ｐ327）

●心臓発作（p,325）

患者に恵識がなく、その理由がわからない場合は、直ちに次のことをひとつずつ調べる。

１．正常に呼吸をしているか？呼吸をしていない場合は、患者の頭を後にそらせて、あごと舌を

前に引く｡のどに何か詰まっていれば、それを引き出す。患者が呼吸しない場合は、口対口

人工呼吸を直ちに行う（ｐＢＯを参照)。

２大園に出血しているか？大函出血の場合は、出血を止める(pＢ２を参照)。

３．患者はショック状態にあるか（湿って、青白い皮膚。弱く、速い脈拍｡)？ショック状態の場

合は、患者の頭を足より低めにして寝かせ、衣服をゆるめる(p,７７を参照)。

４熱射病(発汗無し｡高い発熱｡熱く､赤い皮膚｡)の可能性があるか？その可能性がある場合は、
悪者が太陽に当らないように日よけをし、頭を足より高めに保ち、冷水（できれば氷水）を

かけ、うちわであおぐ(ｐＢ１を参照)。

意識不明の人の寝かせ方：

非常に脅白い皮膚

（ショック、卒倒など）

＝■一画へ 塁竪ZZ弓
４必〆

赤または正常な皮膚
館 射 痕 ． 脳 卜 Ｈ ｍ Ｌ 心 臓 病 、 岨 @

〃 等
意識のない人がひどい怪我をしている場合：

一番よいのは､意識が戻るまで､患者を動かさないことである。患者を動かす必要のある場合は、
細心の注意を払って行うこと。患者の首または背中が損陽している場合は、体の位置を変えるこ
とによって、傷がもっと大きくなるかもしれないからである(p,１００を参照)。

傷や骨折がないかどうか、探すこと。ただし、患者を動かすのは最小限にとどめる。患者の背

中または首を曲げてはならない。

意識のない人には、決して口からものを与えてはならない。



■のどに何かが詰まったとき

患者ののどに食物か何かが詰まって息ができないときは、すばやく次のようにする。

◆患者の後に立って、両腕を患者の腰

に巻きつける。

◆こぶしを患者の腹のへその上、肋骨

の下の部分にあてがう。

◆そして、急激な強い力で上向きに、

患者の腹を引き上げるように押す。

'鋪、

のどの詰まり

こうすると､肺から空気が排出され､のどが自由になる。必要なら、

数回繰り返す。

患者の体格がずっと大きい場合には、あるいはすでに意識がな

い場合には、急いで次のようにする。

◆患者を仰向けに寝かせる。

◆患者の頭を、片側に傾ける。

◆図のように患者の上に乗り、両手を重

ねて患者の腹のへそと肋骨の間に霞く。

（太った人、妊婦、車椅子の人、小さな

子どもの場合は、腹ではなく胸に手を

置く｡）

◆上向きに、速く、強く押す。

◆必要な場合は、数回繰り返す。

◆それでも患者が呼吸できない場合は、

口対口人工呼吸を試みる（次ページを参

照)。

謹豊 霞

■おぼれた場合

呼吸の止まった人が生きられるのは、４分間だけである！すばやく行動しなければならない。

直ちに口対口人工呼吸を開始する（次ページを参照)。可能ならば、おぼれた人がまだ水から出

ていなくても、立てるくらいの水深になったら開始すること。

患者の肺に空気を吹き込めない場合は､岸に着いたら、

急いでおぼれた人の頭を足より低めにして横向きに寝か

せ、上で説明した方法で、腹を押す。それからすぐに、

口対口人工呼吸を続ける。

おぼれた人の胸から水を出そうとする前に、

必ず口対口人工呼吸を、直ちに開始する。
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8０

■呼吸が止まったときはどうするか：口対口人工呼吸

呼吸が止まる一般的な原因は、次の通りである。

●何かがのどに詰まる。

●意識のない人の場合、舌または濃い粘液がのどをふさぐ。

●おぼれる。煙に巻かれる。中毒する。

●頭または胸に強い一撃を食らう。

●心臓発作。

呼吸をしていない人は．４分以内に死ぬ可能性がある。

できる限り急いで、次の各ステップを、すべて行う。

ステップ１：急いで口またはのどに詰まっているものを､指を使って取り

除く｡舌を前に引き出す｡のどに粘液がある場合は､急いできれいに除く。

‘ﾆこ〕

ステップ２：急いで、しかし静かに、患者の顔を上に

向けて寝かせる。静かに頭を後に傾けて、あごを前に

引く。

ステップ３：患者の鼻孔を指でつまんでふさぎ、

大きく広げた患者の□を自分の口で覆う。そして、

患者の胸が持ち上がるまで肺の中に息を強く吹き

込む。ちょっと休んで空気を排出させ、また息を

吹き込む。５秒に１回くらいの割合で､繰り返す。

乳児や小さな子どもの場合は、鼻と口の両方を口

で覆い、非常に静かに、３秒に１回くらいの割合

で息を吹き込む。

議塞篭
鞠

燕弄謬

口対口人工呼吸は、患者が自力で呼吸できるようになるまで、あるいはその人が死んでいるとい

うことに疑いがなくなるまで続ける。時には１時間以上やり続けなければならないこともある。

留意点：口内に潤揚や出血が無ければ、口対口人工呼吸によるＨＩＶ感染の危険はない。


