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■脱臼（関節で外れた骨）

ﾗE当ての三大要点：

◆骨を元の位圃にはめるよう試みる。早い程よい！

◆再び外れることのないように、正しい位迩にしっかり包帯をしておく（約１ケ月)。

◆関節が完全に治るまで充分時間をとって、手足の無理な使用を避ける(２－３ヶ月)。

外れた肩を正しく塑復するには：
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けが人をテーブルその他のしっかりした面に、うつむけに寝かせる。腕は、台の端からぶら下が

るようにする。一定の強い力を加えながら、腕を床のほうへ１５－２０分間引き下げる。そして、

静かに放す。肩はくボン＞と元の位圃にはまるはずである。
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瞳ﾐ量

1０１

別のやり方としては、１０－２０ポンド（４．５－９kg）の重さの物体を腕につけておき、１５－

２０分たったら外す。１０ポンド（4.5kg）から始める。２０ポンド（９kg）より重くしないこと。

肩が正しい位置に戻った後､腕を胴体にしっかりと包帯で固定する。

１週間から１ヶ月間包帯をしたままにする。肩が完全に固くなって

しまうのを防ぐために、高齢者の場合は、毎日３回、数分間包帯を

ほどかなければならない。そして、腕を脇にぶらっと下げ、静かに狭

い円を描くように動かす。肩が正しい位置から外れることのないよう

に、１ヶ月間は腕でものを持ち上げたりしないこと。
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外れた手足を正しい位憧に戻すことができない場合は、すぐに医療従事者の助けを求めること。

時間がたつほど、戻すのがいっそう困難になる。
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■筋違いと捻挫（ねじれた関節の打撲あるいは断裂）

手足が打ち傷なのか、捻挫なのか、骨折なのかを判断するのは、不可能なことが多い。Ｘ線写
真をとるのが判断の助けになる。

しかし、通常、骨折と捻挫は、おおむね同じように手当てする。関節は動かさないようにする。

何かきっちり保持するもので包む。捻挫した足をできるだけ安静にするため松葉杖を使用する。
ひどい捻挫は、治るのに３－４週間かかる。骨折はもう少し時間がかかる。

痛みと腫れを和らげるために、捻挫した部位を高く上げたままにしておく。最初の１－２日

は、布かビニール袋で包んだ氷、または湿った冷たい布を、１時間に１回ずつ、１回につき２０

－３０分間、腫れた関節の上にのせる。これで、腫れと痛みは軽減する。２４－４８時間後（腫れ
がそれ以上悪化しなくなったら)、捻挫部を１日数回温湯につける。

ご〉

最初の日は、捻挫した関節を、冷水につける。 １－２日後に、温湯につける。

治療のために、手製のギプス(p,１４を参照）または伸び縮みする包帯を用いて、ねじれた関節

を正しい位圃に保持することができる。

足と足首を伸び縮み包帯で巻いても、腫れ

を防いだり、軽くしたりできる。この図に示

すように、つま先から始めて、巻き上げてい

く。包帯がきつすぎないように注意する。１

－２時間ごとに、少しだけ包帯をはずす。

アスピリンAspi｢ｉｎかアセトアミノフエン

Acetoaminophenも飲む。

４８時間たっても痛みや腫れが引き始めない

場合は、医療従事者の助けを求める。

注意:捻挫や骨折を、決してこすったりマッサージしたりしてはならない。無益であるばかりか、

いっそう悪化させる。

足が非常にぐにゃぐにゃしていたり、ぺたぺたした感じに見えたりする場合や、患者がつま先を

動かすのに苦労するような場合は、医療従事者の助けを求める。外科手術が必要になるだろう。
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■中毒

有毒物質を飲み込んで死亡する子どもがたくさんいる。子どもを守るために、次の予防措圃を論
じる。

灯油、ガソリンその他の麗物を、

毒物はすべて、子どもの手の届コーラその他のソフトドリンク
かないところに週く。の空き瓶に、決して入れてはな

凸
Iさ飲もうとする。

〔壷ﾐ葛
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気をつけるべき一般的な毒物には、次のようなものがある。

●殺鼠剤●有毒植物の葉 ､ 種 子 ､ 果 実 ､ 毒 キ ノ コ

●ＤＤＴ、リンデン、洗羊液、その他の殺虫●ヒマの実

剤や 植物用の有毒薬品 ・ マ ッ チ

●医薬品（どのような薬でも、多量に飲めば ●灯油､シンナー､ガソリン､ペトロール
毒物になる｡鉄剤に､特別の注意を払うこと）

（ガソリンのこと)、軽油
●ヨードチンキ

●灰汁または苛性ソーダ
●漂白剤

●食塩。乳児や小さな子どもに与えす
●巻きタバコ

きた場合は有麗。
●消毒用アルコールまたはメチルアルコール

●腐敗した食物(ｐｌ３５を参照）

弓E当て；

中毒だと思われる場合は、直ちに、次のことを行うこと。

◆子どもが目覚めていて、意識がはっきりしている場合は、吐かせる。子どもののどに指を突っ

込む。あるいは大さじ１杯の吐根（トコン）シロップｓｙ｢upofipecac(p､389．訳注：吐

根シロップは、２００９年版のグリーンベージｐ,389からは削除されている｡）を与え、続け

て水をカップ１杯飲ませる。あるいはせっけんか食塩を溶かした水を飲ませる（カップ１杯

の水に食塩を小さじ６杯)。

◆もしあれば活性炭(p､３８９)カップ１杯、または粉末木炭大さじ１杯を、カップ１杯の水に

混ぜて与える。（大人の場合は、この混合物をカップ２杯与える。）

注意ざ患者が灯油、ガソリン（ベトロール)、強酸、腐食性物質（灰汁）を飲み込んでいる場合、

あるいは患者が意識不明の場合は、吐かせない。患者が目覚めていて、反応がはっきりしている場

合は、水またはミルクをたっぷり飲ませて、毒を薄める。（子どもには、１５分毎にグラス１杯の

水をあたえる｡）

患者が寒気を訴えれば毛布などで摺う°しかし、暖めすぎは避ける。中震がひどい場合は、医学

的助けを求める。
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国ヘビのかみ傷（肢傷）

ガラガラヘビ：北

アメリカ、メキシ

コ、中央アメリカ

霊意点：自分の地域のヘビの種類について知識を得るよう

に努め、このページに貼り付けておくこと。

誰かがヘビにかまれてしまったときは、そのヘビが有毒か無毒かを判別するよう試みる。かみ跡

が異なる。

毒ヘビ

無毒のヘビ

⑥●←

←

毒牙の跡。

たいていの毒ヘビのかみ跡には、２値

の毒牙のかみ跡が残る（他の歯による
小さな跡がつくこともある)。

:＜－毒のないヘビがかむと２列の歯形
◆

が残るが、毒牙のかみ跡はない。

ざ

①●

無害なヘビでも有毒だと信じられていることがよくある。自分の地域で、どのヘビが本当に有毒

で、どのヘビはそうではないかを、はっきりさせるようにすること。一般の考えとは違って、オウ

ヘビ（王蛇、boaconslrictor）とニシキヘビは、毒ヘビではない。何の害も及ぼさないのである

から、撫灘のヘビは殺さないでほしい。害を及ぼすどころか、ネズミその他のたくさんの有沓帥物

を殺してくれる。毒ヘビを殺すものもある。



毒へどのかみ傷の弓E当て：

１ず安静にしている。かまれた部位を動かさない。動かせば動かすほど早く毒が体中に回る。足を

かまれた場合は、１歩も歩いてはならない。医療従頚者を呼びにやること。

２．腫れが急速に拡大すること

３．毒の広がりを遅くするため

幅の広い伸縮性の包帯また

や脚はじっとさせ、きっち

ゃ足背の脈が止まるほどき

じることができない場合は

があるので宝石類をIま

に､かまれたあたりを、

|ま潤潔な布で巻く。腕

り巻く。ただし、手首

つくはしない。脈を感

、包帯を少し緩める。

鶴嘉
４．手足を掴うように包帯を巻きつけ、腕や脚へ巻

き上げる。脈を感じ取れることを確認すること。

５．それから、手足が動くのを防ぐために、

副木をつける(p､１４を参照)。 (蝋
６．できれば担架にのせて、患者を最寄りの保健センターに運ぶ。可能ならば、かんだヘビを持っ

ていく。ヘビの種類によって､抗血清（抗毒素､ｐ３８８を参照）がそれぞれ異なるからである。

抗血清が必要な場合は、注射の準備ができるまで、包帯をしたままにしておく。そして、アレ

ルギー性ショック(p､７０を参照）に対するすべての予防措圃をとる。さらに、破傷風抗毒素

を投与する（p38g)。抗血潤がない場合は、包帯をはずす。

誰かがヘビにかまれる前に、自分の地域のヘビに対する抗血清を準備して、

使い方を理解しておくこと！

毒ヘビのかみ鰯は危険である。医療従事者を呼びにやる。しかし、上に説明したことは、直ちに

行うこと。

ヘビのかみ傷に対する民間療法は、まずほとんど効かない(ｐ３を参照)。

治療によっては、感染をおこしたり毒の影習を悪化させてしまったりすることがある。

してはいけないこと：

●かみ傷のまわりの皮唐または肉を切ること。

●かみ傷または体のまわりに何かをきつくまきつけること。

●かみ傷の上やまわりに氷をおくこと。

●電気ショックを与えること。

●かみ傷から血液や毒を吸い出そうとすること。

ヘビにかまれた後は、決して酒を飲んではならない。状態はいっそう悪化する。

1０５
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のかみ傷アメリカドクトカゲ（ヒーラモンスター）

アメリカドクトカゲのかみ傷は、毒ヘビの

かみ傷とまったく同様に手当てするが、これ

に対するよい抗血清はない。このかみ慨は非

常に危険である。かまれた部位をよく洗うこ

と。体を動かさず、かみ傷を心臓より下の位

置に保つ。

アメリカ合衆国南部とメキシコ北部

サソリの刺し傷

サソリの中には、とびぬけて有毒なものがいくつかいる。大人に

対しては、サソリの刺し傷はそれほど危険ではない。アスピリン

Aspi｢ｉｎかアセトアミノフエンAcetoaminophenを飲んで、できれ

ば刺し傷の上に氷をのせて、痛みを鎮める。数週間から数ヶ月続くこ

とのあるしびれと痛みには、温湿布が有効である(p､１９３を参照)。

５歳未満の子どもの場合、サソリの刺し陽は危険である。ことに、

頭または胴体を刺された場合が危険である。いくつかの国では、サソリ毒用の抗毒素が手に入る

(PBBB)。効果を上げるためには、子どもが刺されてから２時間以内に注射しなければならない。

鎮痛薬としては、アセトアミノフェンAcetaminophenを与える。子どもの呼吸が止まってい

る場合は、口対口人工呼吸をする(p,８０を参照)。刺された子どもが非端に幼い場合、体の大駆

な部位を刺されている場合、刺したサソリが命にかかわる種類であることがわかっている場合は、

迅遠に医療従事者の助けを求めること。

クロクモおよびその他のクモのかみ傷

クモのかみ傷は、タランチュラも含めて、大部分が非徽に痛

むが、危険ではない。クロクモやその仲間などいくつかの種類

のクモにかまれると、大人は非常に気分が悪くなる。小さな子

どもには危険である。クロクモにかまれると、非常に痛い筋肉

の厘蕊が全身に起こり、胃の筋肉は硬直して、特にひどく痛む。

(時には虫垂炎と間違えられることがある！）

、､、
Ｉ

アセトアミノフェンAcetaminophenまたはアスピリン

Aspi｢ｉｎを与えて、医学的助け荘求める。村の売店では、殿も

有用な薬の類が手に入らない。（１０％のグルコン酸カルシウム

溶液１０ｍlを、非常にゆっくり、１０分以上かけて獅脈内に洋陽溶液１０ｍlを、非常にゆっくり、１０分以上かけて静脈内に注射すると、筋肉の症塗を和らげるこ

とができる｡ジアゼパムDiazepampS90も有効だろう｡ショックの症状が進行する場合は､ｐ､７０

のアレルギーショックに対する手当てをする。子どもには、コーチゾンＣＯ｢Iisoneの注射が必要

かもしれない｡）さらに破傷風抗,１J素を投与する（ｐＢ８９を参照)。よい抗血清はあるが、入手が

困難である‘，



栄養：健康であるためには何を食べたらよいか

■食事がよくないために起こる病気

よい食物は､人間が丈夫に育ち､よく働き､健康でいるために必要であ

る｡充分に食べていないために起こるありふれた病気がたくさんある。

充分に食べてい芯かつたり、体が必要とする食物を食べていなかった

りしているために、虚弱であったり病気であったりする人は、栄養状態

が悪い、つまり栄鎚失縛であるといわれる。そういう人は、栄露霞害

MaInut｢itionに苦しんでいる。

ＣＨＡＰＩＥＲ
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正しい栄養を摂らないと､次のような健康上の問題が起こる可能性がある。

子どもの場合

●子どもの正常な発育や体壷増加が得ら●元気がなく、陰気で、遊ばない。

れない(p､２９７を参照)。●足、顔、手が腫れて、皮膚にただれやあざがあ

●歩くこと、しゃべること、思考が遅い。ることが多い。

●腹が大きく、手足がやせている。●髪の毛が薄くなったり、縮れがなくなったり、

●ありふれた病気や感染が長引いて、抜けたりし、色つやが失われる。

いっそうひどくなり、死に至ることが●夜間の視力が低下し、眼の乾燥や失明の恐れが

多くなる。ある。

次のことはみなに当てはまる

●衰弱と疲労●口の角のただれ

●食欲消失●舌の痛みまたはただれ

●貧血● 足 の く 灼 熱 感 ＞またはしびれ

次の諸問題には､原因が他にあるかもしれない。しかし、しばしば栄養不良が原因のこともあり、

栄疑不良により悪化することもある。

● 下痢●胃の不快感

●頻 繁 に 感染する●皮唐の乾燥とひび割れ

●耳鳴り、耳の中のざわつき●心臓または胃のくくぼみ＞の重い拍動（動惇）

●頭痛●精神的不安およびさまざまな神経的精神的問題

●歯茎の出血または発赤●肝硬変 （肝臓病）

●皮膚の打ち身ができやすい

●鼻血

妊娠中の栄喪不良は、母体の衰弱と貧血をひき起こし、出産中あるいは出産後に死亡する危険性

を増加させる。また、流産、死産の原因になったり、小さすぎたり、障害を負って生まれたりする

原因になる。

1０７
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正しい食事は、病気に対する体の抵抗を高める。

正しい食事をしないことが、下記の健康問題の直接的原因となるかもしれない。しかし、最も重
要なことは、栄養不良が、あらゆる種類の病気に対して体の抵抗力を弱める、とりわけ感染症に対
する抵抗力を弱めることである。

●栄護の足りない子どもは、栄養のよい子どもよりも、ひどい下痢を起こしやすく、そのため
に死亡することがはるかに多い。

●栄饗不良の子どもが多い地域では、はしかが特に危険である。

●栄養不良だと結核にかかりやすく、いったんかかると急速に悪化する。

●アルコールの飲みすぎが原因の一端である肝硬変は、栄養不良の人でより多くみられ、より
重症化する。

●単なる風邪といったありふれた病気でも、患者が栄養不良だと、重症化しやすく、治るのに

時間がかかり、肺炎に移行することが多くなる。

正しい食頚は病気の回復を助ける。

よい食物は､病気を予防するだけでなく､体が病気とたたかって､健康を取り戻すのに役立つ｡よっ

て、病気になったときは、栄養のある食物を充分に食べることが、特に重要である。

残念ながら、母親の中には、子どもが病気になったり下痢をすると、食事を与えるのをやめたり、

ある樋の栄養のある食物を与えるのをやめる人がいる。そのため、その子どもはいっそう衰弱し、

病気を撃退できず、死ぬこともある。病気の子どもには食物が必要である！病気の子どもが食べな

い場合は、何とか食べるように促すこと。

病気の子どもには、食べられるだけ食べさせ、飲めるだけ飲ませる。根気が必要である。病気の

子どもは、たくさんは食べたがらないものである。従って、１日のうちに何回も、何かしら食べさ

せる。また、その子どもが水分をたくさん飲んで、１日に何回もおしっこをするようにしてやる。

子どもが固形の食物を食べない場合は、つぶしてから、トウモロコシやオートミールの粥のように

して与える。

栄養が悪いという症状は、何か他の病気にかかったときに、まず現れることが多い。たとえば、

数日間下痢をしている子どもは、手足のむくみ、顔の腫れ、黒い斑点、脚の皮がむけるただれなど

が出てくる。こうなって重い栄義失調だとわかる。この子どもはもっとたくさんのよい食物を必要

としている！そして、もっと頻回に食べなければならない。１日、何回でも．食事をさせること。

どのような病気でも、病気中および病後は、よく食べることが非常に重要である。



■正しい食事はなぜ重要なのか

正しい食廟をしないと、栄養失調MaInutritionになる。栄養失調の原因は、食顔に関係があり、

主に３つある。どんな種類であれ、食物を充分に食べていないために起こるもの（一般的な栄養

失調、つまりく低栄養＞)、適切な種類の食物を充分に食べないために起こるもの（特定のタイプ

の栄餐失調)､そしてある種の食物の食べすぎによって起こるもの（肥満､ｐｌ２６を参照)､である。

ー般的な栄養失調は誰にでも起こる可能性がある。しかし､つぎの人々にとっては､危険である。

●子ども･子どもはよく育ち、健康でいるために、たくさんの食物を必要とするからである。

●出産可能年齢の女性。ことに妊娠中または授乳中の女性は、自分の健康を保ち、乳児を健康

にし、日々の仕事をこなすために、余分の食物を必要とするからである。

●高齢者･歯を失っていたり、食物の味を感じなくなっていたりするので、一度の食事でたく

さんの凪を食べることができない。しかし、健康でいるためには、やはり、きちんと食べな

ければならない。

●ＨＩＶ陽性の人々･感染とたたかうために､彼らはより多くの食物を必要としているからである。

栄餐失調の子どもは満足に育たない。他の子どもたちよりやせていて､背が低いのが普通である。

また、他の子どもより怒りっぽく、しょっちゅう泣き、動きや遊びが少なく、病気にかかりやすい

ことが多い。下痢症になったり、他の感染にかかったりすると、体寵が減る。子どもが栄獲失調か

どうかを調べるよい方法は、上腕の周りの長さを測ることである。

子どもが栄餐失調かどうかをチェックすること：上腕に見られる症状

１歳を過ぎたときに上腕の中央を測って、１３．５ｃｍ以下の

子どもはみな、たとえ手足や顔がく太って＞見えても、栄養

不良である。二の腕の中央が１２５ｃｍ以下の子どもは、ひ

どい栄養不良である。

子どもの栄養状態がよいか悪いかを知るもうひとつのよ

い方法は、定期的に体重を測定することである。生後１年

までは毎月１回、以後は、３か月ごとに測定する。健康な、

栄墾状態のよい子どもは、体重が一定の割合で増加する。

子どもの体重測定と、子どもの健康チャートの使用につい

ては、第２１章で充分に論じてある。

■栄養失調の予防

~｡

〆Ｉ

健康でいるために、私たちの体は、よい食物をたくさん必要とする。私たちが食べる食物は、さ

まざまな要求を満たさなければならない。第一に、その食物は、私たちが活動的で元気であるため

の充分なエネルギーをもたらさなければならない。また、私たちの体の、いろいろ違った部分を作

り上げ、修復し、保瞳する働きもなければならない。このすべてを行うために、私たちは毎日、食

物を組み合わせて食べる必要がある。
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1１０

園主食と補助食

世界の多くの地域でたいていの人は、毎度の食甑に、１種類の低価格の主食を食べている。地域

によって異なるが、この主食は、コメ、トウモロコシ、キビ、コムギ、キャッ･け（、ジャガイモ、

パンノキの実、バナナなどである。通常、この主食が、体に必要な一日の食物の大部分をまかなっ
ている。

とはいえ、主食だけでは、人の健康を保つのに十分ではない。一定の補助食が必要である。これ

は成長期の子どもや、妊娠中あるいは授乳中の女性、あるいは高齢者について、特に言えることで
ある。

子どもは、いつも満腹するほど十分に主食を食べていても、やせて細くなるかもしれない。この

理由は、主食にはたいてい水分と繊維質が多く含まれるため、成長を助けるのに十分なエネルギー

を猿得しないうちに、子どもはおなかがいっぱいになってしまうからである。

そのような子どもが必要なエネルギーをとれるようにする方法は、２つある。

１．食事回数を多くする。子どもがごく幼い場合、やせすぎている場合、発育がよくない場合は、

食事回数を１日最低５回にする。また、食間におやつもあたえる。

子どもはニワトリと同じで、いつも何

かつまんでいなければならない。

巳さらに、油脂や、砂糖や、螺蜜のようなエネルギーの高いく補助食＞を主食に加える。植物油、

あるいはナッツ類、地豆（ピーナツ)、種子類、ことにカボチャやゴマの種子などの、脂肪を

含んだ食物を追加するのが最もよい。

－Ｚ言,（

必要なエネルギーに見合うだ

け食べる前に、その子どもが

満腹してしまうと、子どもは

やせてひ弱になる｡

必要なエネルギーをまかなうには、

ご飯をこんなにたくさん食べさせ

なければならない。

ご飯に植物油を少し混ぜてやる場合

は、この程度の分吊で十分である“

主食にエネルギーの高い食物を加えれば、エネルギーが追加される。主食に、さらにもう２種類

の補助食を加えなければならない。

できれば、豆類、ミルク、卵、ピーナツ、魚、肉などの、体を作る食品（たんぱく質）を加える。

また、オレンジ色や黄色のくだものと野菜、緑色葉菜などの体を守る食品も加えるよう試みる。

体を守る食品は、重要なビタミンとミネラルを供給する(p､１１３を参照)。
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健康保持のための正しい食事

家族がいつも食べるく主食＞は通常、身体に必要なエネルギーとその他の栄養素のほとんど一全

部ではない－を、まかなう。主食に補助食を加えれば、安くて栄養のある食事をつくることができ

る。健康であるために、ここに列挙した食物全部を食べなければならないわけではない。これまで

食べなれている主食を食べればよい。そして、＜補助食＞として、地域で手にはいるものを、何で

もよいから加える。できるだけ各グループから、補助食に含めるものを選んでみること。

栄蕊士への留意点:食物要求を満たすためのこの計画は、＜食品群＞についての教育に似ているが、

伝統的なく主食＞を十分に与えること、その上で、エネルギーに富んだ補助食品をたっぷりと頻繁

に与えることに、いっそうの重みを霞いている。この方法は、利用できる食物の種類やお金に制限

のある家族にとって、ずっと合っている。

心に留めておこう:子どもたちにどのよ
ＧＯＦＯＯＤＳ

(エネルギー補助食品）

例：

脂肪(植物油､バター､ギ頁
ラード)、

霊夢

沙

ナッツ類（ピーナツ、クルミ、カシューナッツ、

アーモンド)、

油をとる梱子（ゴマ、ヒマワリ)、

勘物性食品（ミルク、卵、チーズ、ヨーグルト、
魚、渇肉、肉、ネズミなどの小動物、昆虫）

巷

うな食物を与えるかということよりも、

充分な食物を頻繁に(１日に３－５回)与え

ることの方が､通常はより重要である。

,=丙〕

;議渉
例：シリアルと穀物（コムギ、トウモロコシ、

コメ、キビ､サトウモロコシ)、

澱粉質の根菜（キャッサバ､ジャガイモ、

タロイモ)、

澱粉質のくだもの(バナナ､料理用バナナ、

パンノキ）

和

留愈点:ヨ

リアル（リ

ンを安価（

姉

ＧＲＯＷＦＯＯＤＳ

(たんぱく質、すなわち体を作

る補助食品）

例：マメ科植物（ソラマメ、さ

や豆、レンズマメ）

、

1１１

熟議誌
例：

野菜(浪緑葉菜,トマト､ニンジン､カボ

チャ､サツマイモ、トウガラシ類）

くだもの(マンゴー､オレンジ､パパイ

ヤなど）

、

澱粉

澱粉

主食は安価なエネルギー源である｡シ

(穀物)も､たんぱく質や鉄分やビタミ

iに供給する。ノ

。。

ノ



1１２

園栄養失調かどうかの見極め方

貧しい人々 の間では、栄養失調は子どもで最も重症化することが多い。子どもは、よく育ち、健

康でいるために、栄養のある食物をたくさん必要とするからである。栄狼失調には、いくつかの異
なる型がある”

軽い栄養失調

これは最もよくある型だが、必ずしもすぐに栄溌失調だとはわからない

こともある。栄養状態のよい子どもと比較すれば、単に成長が遅いとか体

重が増えないというだけである。いくらか小さくてやせてはいるが、通常

は病気のようには見えない。とはいえ、栄養が悪いので、感染に対してた

たかう力（抵抗力）に欠けているかもしれない。従って、栄誕のよい子ど

もに比べて、重い病気になりやすく、治るのに時間がかかる。

この型の栄養失調の子どもは、すぐに、下痢をし、風邪をひく。風邪は

通常長引き、肺炎に移行することが多くなる。このタイプの栄撰失調の子

どもにとって、はしか、結核、その他多くの感染症は非常に、危険なもの

になる。死亡することも多い。

重い病気になる前に、このような子どもには､特別な世話と充分な食べ物を与えることが重要だ。

幼児の体重と、上腕周囲径を定期的に測定することが重要なのは、このためである。これにより、

軽い栄義失調を早期に見つけて、治療することが可能になる。

栄養失調予防のガイドラインに従うこと。

重い栄養失調

重い栄養失調がもっともよく起こるのは、母乳栄蚕が早い時期に、あるいは突然中止された乳児

や、エネルギーの高い食物を充分かつ頻繁に与えられていなかった乳児だ。重い栄義失調は、子ど

もが下痢や、他の感染症にかかったりしたときをきっかけに始まることがしばしばある。重度の栄

養失調の子どもは、這常、なにも計測しなくてもそれとわかる。主な例を２つ示す。

乾燥栄喪失調：マラスムスＭＡＲＡＳＭＵＳ

この病気の子どもは、食物の種類を問わず不充分にし

か食べていない。この子は乾いた栄養失調、またはマラ

スムスと呼ばれる。言い方を変えれば、この子どもは飢

餓状態にある。身体は小さく、細く、消耗している。骨

と皮だけだと言える。

この子にはもっとたくさんの食物、ことに高カロリー

の食物が必要である。

この子どもはまさに骨と皮だけ、



湿った栄養失調：クワシオルコルKWASH10RKOR

この子どもの病状は、足や手や顔がむ

くんでいるので、湿った栄鍵失鯛と呼ば

れる。子どもがく体を作る＞補助食品、

つまりたんぱく質を十分食べていない

と、このような病気になる可能性がある。

子どもがエネルギー食品を十分に食べて

いないと、いっそうこのようになりやす

い。せっかく摂取したたんぱく質を、エ

ネルギーとして燃やしてしまうからだ。

湿気のある場所で貯蔵され、カビの生

えてしまったソラマメやレンズマメなど

の食物を食べることも原因の一部となる

かもしれない。

この病気の子どもには、エネルギーの

高い食物をたっぷり、そしていくつかの

たんぱく質に富む食物も、もっとたく

さん、もっと頻繁に与える必要がある。

(p,１１１を参照）

●むく

のよ

●成長

●皮膚

むけ

●むく

b、_j1リ

まず子どもはむくんでくる。他の症状は後

になって現れる。

この子は骨と皮に水がたまった状憩である。

さらに、古くなって、傷んだりカビが生えているような食物は避けることが大事だ。

と皮

素脱

い様

上腕

筋肉

いく

肪が

もし

）

他の型の栄饗失調

貧しい人々の間では、最も普通の栄饗失調の型は、飢えが原因のもの（マラスムス）と、たんぱ

く質不足が原因のもの（クワシオルコル）である。しかし、他の型の栄謎失調も起こる。人々が食

べている食物の中に、ビタミンやミネラルが含まれていない場合である。このような特別な型のい

ろいろな栄餐失調については、この章の後のほうと、この本の他の章で、もっと十分に議論する。

●ビタミンＡを十分にとっていない子どもの夜盲症(ｐ２２６を参照)。

●ビタミンＤ不足が原因のくる病(p､１２５を参照)。

●くだもの、野菜、およびある種のビタミンを含む食品を充分に食べないことが原因の、いろ

いろな皮層病、唇と口のただれ、歯茎の出血(p､208とＰ２３２を参照)。

●鉄分を充分にとらない人に起こる貧血(ｐｌ２４を参照)。

●ヨウ素不足による甲状腺腫(ｐｌ３０を参照)。

栄養に関連した健康問題についてより群しくは、保鯉ワーカーの学習を助ける第２５章および、

嬉害のある村の子どもたちの第１３章と第３０章を参照。

1１３
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この母親と子どもの家庭は貧しく、共に栄養失調である。父親は懸命に働いているが、家族を満

に春えるだけの収入がない。母親の腕にあるあざは、栄饗失調のひとつであるペラグラの症状で足に養えるだけの収入がない。母親の腕にあるあさは、栄墾失調のひとつであるベラクラの症状で

ある。この母親は主にトウモロコシの実を食べていて、豆、卵、くだもの、肉、緑色菜菜のような

栄謎のある食物を、充分に食べていない。

この母親は、自分の子どもを母乳で育てず、トウモロコシのかゆしか与えなかった。トウモロコ

シのかゆで乳児の腹は満たされたが、強く育つために必要な栄獲が足りなかった。その結果、この

２歳の子どもは寵い栄雛失調になっている。腹が膨れ、非附にやせて小さい。疑の毛は薄く、身体

力も知力も､正端より発達が遅れている。このようなことを防ぐために､母親たちも子どもたちも、

もっとよい食事をする必要がある。



■金や土地がたくさん無くても､よりよい食事をする方法

飢えと貧弱な栄養の原因はいろいろある。主な理由のひとつは、 穆二三二
貧困である。世界の多くの地域では、少数の人々が大部分の富と土

地を所有している。彼らが栽培するのは、コーヒーやタバコといった作物であり、これを売って金

もうけするわけだが、そのような作物には食物としての価値はない。一方、貧しい人々は、小さな

土地を借りて耕作しているが、収種の大部分を得るのは土地の所有者だ。飢えと貧弱な栄養の問題

は、公平に分け合うという考え方が人々に根付くまでは、根本的には解決しない。

しかし、金をかけずによりきちんとした食事をして、それによって自分たちの権利を求めて立ち

上がるだけの力を得るため、貧しい人々にできることはたくさんある。ノ討の儒鱈ワーカーヘの言

葉/のページｗ７３とｗノイには､食料生産を増やす方法についてのいくつかの提案がある。例えば、

輪作、山腹周囲に排水澗を作ること、沼潔といった土地利用の改善。また、魚の養殖、養蜂、穀物

貯蔵、家庭粟閥の考えも示している。村全体あるいは何家族かが－緒になって作業をすれば、栄蚕

を改善するために多くのことができる。

食物と土地の問題を考えるとき、今の広さの土地では一定の人数しか養えない、ということを思

い起こすことが重要である。＜小家族のほうがよい暮らしができる＞と主張する人々の論拠はここ

にある。とはいえ、多くの貧しい家族にとって､子どもが多いことは経済的な必要性になっている。

貧しい家庭の子どもたちは、１０歳から１２歳になれば、自分たちが消費するよりも多くを稼ぎ出

していることが多い。子どもがたくさんいれば、親は高齢になったとき、必要な助けや世話を得る

機会が増える。

要するに、社会的経済的な保障がないから、子だくさんになるのだ。従って、貧しい人々に対し

て、人間の数と土地の広さのバランスを図るために家族を小さくせよ、と説いても解決にはならな

い。答えは、より公平な土地の再配分、それなりの額の賃金の支払い、貧困を克服するための策を

ほかにも講じることである。そうなって初めて、人々は小家族にする気Yともなり、人と土地の持続

的なバランスを達成しようと思うようになる｡(健康と食物と社会問題の議論については､｢保腫クー

カーの学習を助ける」を参照。）

金に限りがあるならば、賢く使うことが大切である。つまり、協力と未来を向く姿勢だ。貧しい

家庭の父親が、栄護のある食物や、卵を産むめんどりとか、その他何か家族の健康増進に役立つも

のを買う代わりに、なけなしの金を酒やタバコに費やしてしまうことが多すぎる。飲み仲間でも、

例えばしらふのときに一緒に集まって、こういう問題について話し合ったり、健全な解決策を探し

たりすることができるはずだ。

両親の中には、卵、ミルク、ナッツ、その他栄養のある食品が買えたはずの額の金で、甘い菓子

やソフトドリンク(炭酸飲料)を､子どもたちに買い与える人がいる｡同じお金で､子どもたちはもっ

と健康になれたはずである。このようなことを家族らと話し合い、解決策を見つけよう。

に育ってほしいと望むなら

金が少しあるなら、そして自分の子どもが丈夫

…＄ ソフトドリンクや甘い菓子を買い与えてはいけ

ない。２個の卵とか、手のひら一杯のナッツとか

を買い与えよう。

よい

建つ

1１５



1１６

安くてよりよい食品

世界では多くの人が､かさのある澱粉質の食品を､充分な補助食を加えずにたくさん食べている。

補助食は、追加のエネルギーを生み、体のもとを作り、病気から体を保護してくれる。人々 が補助

食を充分に食べられないわけは、一つには、それらがミルクや肉のように動物から来ているため、

高価だからだ。

ほとんどの人は動物性食品が買えない。動物というのは、飼って食物を得ようとすれば、かなり

の土地が必要になるからである。しかし、貧しくても貧しいなりにもっとよい栄養状態になること

ができる｡肉や魚のような値の張る動物性食品を買う代わりに､ソラマメやさや豆､レンズマメ､ピー

ナツのような植物性の食品を､トウモロコシやコメといった主食と共に育てるなり鯛入すればよい。

たんぱく質や他の補助食を植物から得られれば、

人々は強く、健康になれる。

そうは言っても、家計や地域の習慣が許す場合は、できれば動物性食品をいくらか食べるほうが

賢明である｡というのは､植物がたんぱく質(体のもとをつくるのに役立つ栄養素)に富むとしても、

人体が必要とする異なる種類のたんぱく質を必ずしも全部含んでいるわけではないからだ。

いろいろな秘類の植物性食品を食べるようにするのがよい。種類の違う食物は、種類の違うたん

ぱく質、ビタミン、ミネラルを身体にもたらす。たとえば､豆類とトウモロコシを一緒に食べれば、

豆だけあるいはトウモロコシだけよりも、体の要求にずっと良くかなう。ほかの野菜とくだものが

加われば、さらによくなる。

以下に、もっとたくさんのビタミンやミネラルやたんぱく質を安価に得るための提案を示す。

Ｉ母乳。これは乳児にとって、最も安く、最も健康的な、最高の安

全食品である。母親は、植物性食品をたくさん食べて、それを完

壁なベビーフードである母乳に変えることができる｡母乳育児は、

乳児にとって一番よいだけでなく、節約になるし、病気を予防す

る！

２．卵と鶏肉。多くの地域で、卵は最も安く、最もよい動物性食品の

ひとつである。調理して、母乳をもらえない乳児の食物に混ぜて

もいいし、子どもの成長に合わせて母乳と共に与えてもいい。

ゆで卵のからは、細かく砕いて食物に混ぜれば、妊婦のカルシウ

ム補給になり、ただれ、歯が抜ける、筋肉がつるなどの症状に効

果がある。

鶏肉は良質で値段の安い動物性たんぱく質である。ことに家でニ

ワトリを飼えればなお有利だ。

３．肝臓、心臓、聞臓、血液。これらは、たんぱく質、ビタミン、鉄

（貧血に効く）を特に多く含み､たいていは他の肉類に比べて安い。

魚も他の肉類より安いことが多いが、栄養は同じようにある。

,一一一、
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4．ソラマメ、さや豆、レンズマメ、その他のマメ科植物は、安くて

すぐれたたんぱく質源である。調理して食べる前に発芽させてお

くと、ビタミン類の含有園がいっそう高くなる。マメをよく煮て

から、こし網でこし、あるいは皮をむいてつぶすと、ベビーフー

ドを作ることもできる。ソラマメ、さや豆、その他のマメ科の植

物は、安上がりのたんぱく質源というだけではない。これらの作

物を育てると土地が肥えるため、その後、他の作物の育ち方がずっ

と良くなる。輪作や混作がよい方法であるというのは、このため

である(p,ｗｌ３を参照)。

５．緑色葉菜には、多少の鉄分、多国のビタミンＡ、たんぱく質少々

が含まれている。サツマイモ､ソラマメ、さや豆､カボチャ、スカッ

シュ（瓜科の野菜)、バオバブなどの葉は、特に栄獲がある。乾燥

させて粉にし、乳児用のかゆに混ぜることができる。

霞意点：キャベツやレタスのような淡緑色の野菜は、栄養的な価値が

劣る。なるべく色の濃い葉野菜を育てるほうがよい。

６．キャッサバ（マニオク）の葉は根の７倍ものたんぱく質と、根より

も多いビタミン類を含んでいる。根と共に食べれば、余分の出費

無しに、食吊としての価値が高まる。若葉が最もよい。

７．石灰水に浸したトウモロコシ。ラテンアメリカで普通に行われて

いるように、調理する前に、石灰水に浸すと、トウモロコシのカ

ルシウムが増す。また、石灰水に浸すと、ビタミン（ナイアシン）

とたんぱく質は、身体にいっそう多く利用されるようになる。

８．コメ、ムギ、他の穀類は、製粉中に外皮が除去されないほうが栄

餐がある。中づきのコメや、コムギの全粒粉は、つきすぎた白い

ものより、ずっとたくさんのたんぱく賀やビタミンやミネラルを

含む。

欝蔵点ロムギ､コメ、トウモロコシその他の穀物中のたんぱく質は､ソ

ラマメやレンズマメと共に食べるほうが､体にとって利用しやすい。

９．野菜、コメ、その他の食品は、少園の水で調理する。また、煮過

ぎないこと。こうすると、ビタミンやたんぱく質の損失が少なく

なる。ゆで残りの汁は、飲むなり、スープその他の食物に用いる。

１０.野生のくだものやイチゴ類には、ビタミンＣや天然の糖に富む。

それらは、ビタミンとエネルギーを追加してくれる。（有毒なイチ

ゴやくだものを食べないように注意すること｡）

１１．マメその他の食品を、鉄なべで調理したり、古い鉄器や蹄鉄のか

けらをなべの中に入れたりすることは、食物に鉄分を加え、貧血

を予防する働きがある。トマトも加えれば、もっとたくさんの鉄

分を取ることができる。

1１７
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1１８

もうひとつの鉄分のとり方では、少量のレモンジュースに数本の

鉄釘を数時間入れておく。そしてこのジュースでレモネードを作っ

て飲むのである。

１２.低価格の出来合いのベビーフードが手に入る国もいくつかある。

これは大豆、綿実、スキムミルク、干し魚をいろいろな割合に

配合したものである。味の良し悪しはあるが、おおむねバラン

スの取れた食品である。かゆや､調理した穀物や､他のベビーフー

ドに混ぜれば、安上がりに栄養価を高めることができる。 ｡f厩
■ビタミン類はどこからとるべきか：

錠剤か、注射か、シロップか、それとも食物か？

野菜とくだものを含め、いろいろな食品をよい組み合わせで食べるなら、必要なビタミンはみな

とれる。よい食駆をするほうが、ビタミンの錠剤や、注射や、シロップや、強壮剤を買うより、い

つだってよい。

鼎7,③
よ

ビタミンを摂りたい場合は､錠剤や注射ではな

く､卵やその他の栄養のある食品を買うこと。

、

＝

、

時には栄養のある食吊自体が足りないこともある。すでに栄養不良になっている人やＨｌＶのよ

うな重大な病気をもつ人の場合は、できるだけバランスよく食べることが必要で、これに加えてビ

タミン剤を飲んでもよい。

口から摂取したビタミンは、注射と変わらないはたらきをするが、費用は少なくて済み、注射の

ような危険がない。ビタミン類を注射しないこと！ビタミン剤は口から飲めばすむ。もっとよい

のは、栄譲のある食物を食べることだ。

ビタミン調合剤を鯛入する場合は、次に示す

ビタミンとミネラルをすべて含んでいることを

確認すること。

◆ナイアシン（ナイアシナマイド）

◆ビタミンＢ１（チアミン）

◆ビタミンＢ２（リボフラビン）

さらに、次のものを必要とする人もいる。

◆葉酸（フォリシン）：妊婦中の女性のため。

;霞含!…鋤|鋤嶋･瞳”
◆ヨウ素（甲状腺腫がよく見られる地域で）

◆鉄(硫酸第一鉄など):特に妊婦に。（貧

血の人には、複合ビタミン錠剤では鉄

分が少なく、十分な効果が上がらない。

鉄だけの錠剤のほうが有効である｡）

◆ビタミンＢ６（ビリドキシン）：幼児

や結核治療薬を服用中の人のため。

◆カルシウム：子どもや、授乳中の母

親のため。ミルクやチーズ、または

石灰処理した食品から、十分なカル

シウムを取れないとき。



肥避けるべき飲食物

病気の時に食べると害になるとか、病気のときには絶対食べてはならない類の食べ物があるとい

うことを信じている人がたくさんいる。たとえば､食物にはく熱い＞ものとく冷たい＞ものがあり、

＜熱い＞病気に熱い食物はいけない、＜冷たい＞病気に冷たい食物はいけないと考える。あるいは

新生児のいる母親にとってよくない食物がいろいろある、と信じている人もいる。これらの俗信に

は妥当なものもあるが、有益どころかむしろ害のほうが大きいものもある。病気のときには避ける

べきだと考えられている食物こそ、病気からの回復にまさに必要だということもよくある。

病気の人は、健康な人よりずっとたくさんの栄養のある食物を必要とする。病人にとってよくな

いなどということを心配しないで､病人を健康にするための食物のことをもっと考えるべきである。

健康にするためには、たとえば、エネルギーの高い食物と一緒に、くだもの、野菜、マメ科の植物、

ナッツ、ミルク、肉、卵、魚を食べさせる。原則として、

健康なときによい食物は、病気のときにもよい。

また、健康なときに有害な食物は、病気の時には、いっそう有害である。次のものは、避ける。

アルコール飲料 タバコ

§彰

Lご愛
【二］

ＸＸＸ

、３

０iノ

たくさんの砂糖と菓子

脂っこい食品

多湿のコーヒー

轄雲 ｅフ

６

●アルコールは、肝臓、胃、心臓、神経の病気をひき起こしたり、悪化させたりする。社会的問

題行動も起こす。

●喫煙は､慢性の（長期にわたる）咳や､肺がん､その他の病気をひき起こす可能性がある(p､１４９

を参照)。結核、瑞息、気管支炎などの肺の病気の人には、特にいけない。

●脂っこい食物や、コーヒーの飲みすぎは、胃潰蕩をひき起こしたり、他の消化管の病気を悪化

させたりする可能性がある。

●砂糖や甘い菓子の食べすぎは、食欲を減退させ、虫歯を作る。しかし、少瞳の砂糖を他の食物

と共にとれば、病人や栄養不良の子どもに、必要なエネルギーを与えることができる。

ある種の食品を食べてはいけない病気もいくつかある。たとえば、高血圧の人、心臓に病気のあ

る人、足がむくんでいる人は、塩分をごく少量しか、あるいはまったく摂取してはならない。塩分

のとりすぎは、すべての人にとってよくない。胃演賜と糟尿病も、特別な食頭療法を必要とする

(p､１２７とｐ､１２８を参照)。

1１９
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■小さな子どものための最良の食事

誕生後最初のＢか月：

はじめの６か月間、乳児には母乳を与え、そのほかのものは与えない。

母乳は市販のどのベビーフードやミルクよりも、ずっと優れている。母乳

は下痢や多くの感染症から乳児を守ることができる。たとえ暑い日でも、

余分な水や茶は、与えないのが一番よい。

授乳を早くやめてしまう母親がいる。母乳は乳児にとって充分によい食則授乳を早くやめてしまう母親がいる。母乳は乳児にとって充分によい食物ではないと考えたり、

母乳の出がよくなくなってきたりしたためだ。しかし、母乳は、乳児にとって、常に栄養が豊かな

ものである。たとえ母親自身がやせて丈夫でないにしても。

もし､女性がＨＩＶに感染していると､母乳を通してこの病気を子どもに移してしまうことがある。

しかし、清潔な水を手に入れることができなければ、子どもはＡＩＤＳよりも下痢や脱水や栄餐失

調で死ぬことになるだろう。自分の家や地域の諸条件をみきわめ、どうすればよいか、決められる

のはあなただけだ。

ほとんどの母親は、乳児が必要とするだけの母乳をつくり出すことができる。

◆母親にとって、充分な母乳をつくり出し続けていくのに一番よい方法は、頻繁に授乳し、よく

食べ、水分をたくさんとることである。

◆乳児が６か月になるまでは､他の食べ物を与えないこと。乳児が他の食べ物を食べるようになっ

てからも、食物を与える前に、必ず母乳を与える。

◆たとえ、母乳が少ししか出なかったり、まったく出なかったりする場合でも、母親はよく食べ、

水分をたくさんとり続け、頻繁に乳を吸わせなければならない。両方の乳房から与えた後に、

カップで（晴乳瓶ではなく）他の種類のミルクを与える。沸かした牛乳やヤギ乳､缶入りミルク、

粉ミルクなどである。（コンデンスミルクは用いない｡）これらのミルクを用いる場合は、少量

の砂糖または植物油を加えること。

留蔵点：どのような種類のミルクを用いる場合でも、湯冷ましを少し加えなければならない。下に

灘調談義室調


