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６か月から１歳まで：

１．母乳を与え続ける。できれば子どもが２－３歳になるまで。

ａ乳児が６か月になったら、母乳に加えて他の食物も与え始める。必ず、母乳が先、それから他

の食べ物という順序で与える。トウモロコシ粉やコメなどの主食(ｐｌｌｌ）を水またはミルク

で調理したかゆから開始するとよい。次に追加のエネルギーとして、少量の食用油を加え始め

る。数日後に、他の補助食(p､１１０を参照）を加え始める。しかし、新しい食物は最初はほん

の少量から始め、１度には１稲類しか加えない。そうしないと、乳児は消化不良を起こすかも

しれない。これらの新しい食物には、よく火を通し、つぶす必要がある。はじめは乳児が飲み

やすいように、少鼠の母乳を混ぜてもよい。

３．主食に補助食を加えることによって、乳児のための安くて栄養のある食事を作る(ｐｌｌＯを参

照)。一番大切なことは、エネルギーを与えてくれる食品（油のような）を加えることである。

さらに、可能な場合はいつでも、鉄分（緑色葉菜のような）を加えることである。

子どもの胃は小さく、一度にたくさんの食物を受け入れることができない、ということを心に留

めておこう。頻繁に食事をさせたり、エネルギーの高い補助食を主食に加えたりするのは、このた

めである。

子どもの食物に食用油を一さじ加えれば、その子ど

もが必要とするエネルギーに見合うだけのその地域の

主食を、４分の３食べるだけでよくなる。追加の油の

おかげで、子どもが満腹したときに、エネルギー（カ

ロリー）が充分にとれているようになっている。雲
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HIVに感染している母親のために：生後６か月を過ぎると、あなたの子どもはもっと大きく

強くなり、下痢で死ぬ危険性も少なくなる。もし今まで母乳を与えていたのであれば、この

時期に、他のミルクや食べ物に切り替えるほうがよい。そうすれば、子どもがＨＩＶに感染す

るリスクを減らすことができる。

注意：子どもが最も栄養失調になりやすい時期は、６か月から２歳の間である。これは母乳

だけでは、６か月以降の乳児に対して、充分なエネルギーを供給できないことによる。他の

食物が必要になるが、与えられるその食物もまた、充分なエネルギーを含んでいないことが

よくある。それに加えて母親が授乳をやめるのであれば、子どもはいっそう栄饗不良になり

やすくなる。

この年令の子どもが健康でいるために、私たちは次のことを守ろう。

◆できるだけ、以前同様に授乳を◆子どもの飲み水は．ろ過した

続ける。り煮たりして清潔にしておく。

◆ほかの栄壁ある食べ物も与え◆子ども自身とその環境を清潔

る。必ずごく少湿から始める。にする。

◆１日最低５回食事をさせ、中間◆子どもが病気になった場合は、

にはおやつを与える。いつもよりよい食事をいつも

◆食べ物は潤潔で、作り立てであより頻繁に与え､飲み物をたつ

ること。ぶり与える。
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1歳以上：

１歳になったら子どもは大人と同じ食物を食べてもよい。しかし、母乳はやり続けなければなら

ない（あるいは、可能な限りミルクを飲ませる)。

みなが食べている主食を、子どもに毎日たっぷり与えるように心がける。主食と同時に、高いエ

ネルギー、たんぱく質、ビタミン類や鉄やミネラル(p､１１１に示したように）が得られるよう補助

食も与える。こうすれば、子どもは強く健康に成長するはずだ。

子どもが十分に食べていることを確認するために、その子ども専用の器に入れてやる。自分の食

事をちゃんと食べ終えることができるように、子どもが必要とするだけ時間をたっぷり与える。

子どもとキャンディー：小さな子どもに、キャンディーや甘い菓子をたくさん食べたり、ソフトド

リンク（コーラなど）を飲む習慣をつけさせてはならない。甘いものを食べ過ぎると、本来必要な

ほかの食物をあまり欲しがらなくなる。その上、甘いものは、子どもたちの歯によくない。

しかし､与えられる食べ物が不足していたり､主食に水分や繊維質が多かったりする場合は､もっ

とエネルギーが得られるよう、少亜の砂糖や植物油を主食に加える。こうすれば、子どもたちは、

食物中のたんぱく質を丸ごと利用できるようになる。

母乳だけ

ものは与

よい

小さい子どものために一番よい食事
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１日に何回も食べさせる。



■食事についての有害な考え方

１．出産後の母親の食事

多くの地域に､出産直後の女性はある種の食物を食べてはならないという危険な民間信仰がある。

この民間の食養生法では、母親になったばかりの人に最も栄養のある食物を禁じて、ただトウモロ

コシ粉や麺類やコメのスープのようなものだけを食べさせるので、母親は衰弱したり貧血になった

りする。このため、出血や感染に対する抵抗力が弱くなって、死を招くこともある。

出産後の母親は、入手できる限りの

最も栄養ある食物を食べる必要がある。

感染や出血に対抗するために、そして、わが子のため十分な母乳を出すために、母親になった人

は、主食のほかに、豆、卵、鶏肉、そしてできれば乳製品、肉、魚のような体を作る食品を、たっ

ぷり食べなければならない。くだものや野菜のような体を守る食べ物や､高エネルギーの補助食(油

や脂肪分の多い食物）もまた必要である。これらの食物は､どれも害にはならない。母親を保護し、

より丈夫にする。

ここには、出産後にいろいろな

稲類の栄養のある食物を食べた

ので、健康な母親がいる。

ここ

れな

には、出産後、栄養のある食物を与えら

かつた母親が眠っている。

２．風邪やインフルエンザや咳のある人に、オレンジ、グァパその他の果物はいけない、という

考えは正しくない。実際には、オレンジやトマトは、風邪その他の感染とたたかう働きのある

ビタミンＣが豊富である。

３．豚肉やスパイス類やグァバなどの食物は、薬を使用しているときは食べることができない、と

いう考えは正しくない。しかし、患者が胃その他、消化器系統の病気の場合には、薬を飲んで

いるいないにかかわらず、油や脂っこいものの食べすぎは、病気を悪化させる。

1２３
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特定の健康上の問題に対応した特別食

■貧血

貧血の人の血液は薄い。これは、血液が失われたり、破壊されたりする速度のほうが、体が血液

を補充する速度より速いときに起こる。大きな傷からの血液の流失、出血性潰揚、あるいは赤痢な
どは、貧血を招く可能性がある。赤血球を破壊するマラリアも、貧血の原因になりえる。鉄分に富
む食物を充分に食べないと、貧血を起こしたり、いっそう悪化したりする。

女性は、体が必要とする食物を食べないと、毎月の出血（月経）または出産による血液の流失に

よって、貧血になる可能性がある。妊娠中の女性は、成長している胎児の血液も余分に作らなけれ
ばならないので、重い貧血になる危険性がある。

子どもの貧血は、鉄分に富む食物を食べていないことが原因となることがある。また、乳児が６

か月を過ぎても母乳に追加して他の食物を与え始めなかった場合にも起こる。子どもの函い貧血の
一番多い原因は、鈎虫の感染(p､１４２を参照)、慢性的な下痢、赤痢などである。

臓季＄
●貧血が非常に重い場合は、顔

と足がむくみ､心拍動が速く、

息切れがすることもある。

●土を食べたがる子どもや女性

は、通常、貧血である。

◆鉄分に富んだ食物を食べること。肉､魚､鶏肉は鉄分に富んでいる。レバーは特に豊富である。

緑色葉菜、ソラマメ、さや豆、レンズマメもいくらか鉄を含んでいる。鉄なべで調理するの

も有効である(p､１１７を参照)。できるだけ多くの鉄を体が吸収できるように、食事のときに

生野菜やくだものをあわせて食べるようにし、食物と一緒にコーヒーや茶を飲まないように
する。

◆貧血が中等度または重度の場合は、患者は鉄剤（硫酸第一鉄の錠剤、p3g3)を服用しなけれ

ばならない。これは、貧血の妊婦の場合ことに重要である。ほとんどすべての貧血の症例に

対して、肝臓エキスやビタミンＢｌ２より、硫酸第一鉄の錠剤のほうが有効である。原則とし

て、鉄は注射をせずに、口から与えられなければならない。鉄の注射は、危険な場合もあり、

鉄剤に劣る。

◆貧血が赤痢（血液の混じる下痢)、鈎虫、マラリア、その他の病気によってひき起こされてい

る場合は、それらの病気の治療もしなければならない。

◆貧血が重かったり、改善しない場合は、医学的助けを求めること。妊婦の場合、ことに重要
である。

貧血の女性は多い。貧血の女性では、流産のリスクが大きく出産時、危険な出血の恐れが大きく

なる。女性は、ことに妊娠中は、鉄分に富んだ食物をできるだけたくさん食べることがきわめて函

要である。妊娠と次の妊娠との間隔は２年ないし３年をおき、女性の体力を回復させ、新しい血液
を作らせてあげること（第２０章を参照)。



日光は、くる病の予防と手当てに最もよい。

1２５

図くる病

皮膚が日光にほとんど当っていない子どもは、足が

がに股になり、やがてほかの骨の変形（くる病）まで

起こしてくる。この病気には、強化ミルクとビタミン

，（魚の肝臓油で発見された）を子どもに与えること

が効果的だ。しかし、最も手っ取り早くて安上がりな

予防方法は、少なくとも１日１０分、もしくはそれよ

りも長く頻繁に、子どもの皮閥に直接日光がとどくよ

うに気をつけることである。（皮膚が日焼けしないよ

うに注意すること｡）決してビタミンＤを、大屋に長期

にわたって与えてはならない。子どもにとって有害に

なりうるからである。

骨大@

高血圧にﾇｱする予防と記感の仕方：

◆体園が標準より多い場合は、体霞を減らす（次ページを参照)。

◆脂っこい食物､ことに豚脂､および砂糖や澱粉の多い食物は避ける。ラード（豚脂）の代わりに、

必ず植物油を使うこと。

◆食塩をごく少園か、まったく含まない食事を作って食べる。

◆禁煙すること。アルコール、コーヒー、茶を飲み過ぎないようにする。

◆血圧が非常に高い場合は、保健ワーカーから降圧薬をもらうことができるだろう。太っている

場合は体重を減らしたり（次ページ)、リラックスすることを学ぶことによって、血圧を下げる

ことのできる人はたくさんいる。

旧高血圧

多くの病気をひき起こす可能性がある。太った人は特高血圧は、心臓病や腎臓病や脳卒中など、多くの病気を［

に高血圧になりやすい。

危険な高血圧の症扶：

●頻繁に頭痛がする。

●軽い運動で、勤惇や息切れがする。

●身体が弱く、めまいがする。

●左肩と左胸が時々痛む。

これらの問題はどれも、ほかの病気によっても起こる。

だから、自分が高血圧ではないかと疑いを持った場合は、

保健ワーカーをたずねて、血圧を測定してもらわなければ

ならない。

Ｉ
Ⅲ
１
１ 血匡を測定するための

カブ式巾庄測定器

趣

鱈告：高血圧は、はじめは何の症状も示さない。危険な症状が出る前に、血圧を下げておかねばな

らない。肥満の方、高血圧ではないかと自ら疑っている人は、定期的に、血圧測定をしてもらうべ

きだ。血圧測定の仕方については、ｐ,４１０とｐ４１１を参照。
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園肥満の人

太りすぎは、健康的ではない。体'１のありすぎる人は、高血圧、

脳卒中、胆石、ある型の糖尿病、脚や足の関節炎、その他の病気

にかかりやすくなる。ときに肥満は病気を招き、ときに病気が肥

満の原因となる。

私たちの食習慣が変わり､伝統的な食覗が加工食品､とくに｢ジャ

ンク・フード」と呼ばれる、高カロリーだが、栄擬的にはよくな

い食べ物で置き換えられていくにつれ、人々は健康的とは言えな

いほど太るようになってきた。

体重を落とすことは、上に掲げたようないくつかの病気を予防

する上で役立つことだろう。体重を落とすことは、あなたが日常

の活動lを困難にしている場合にも、重要だろう。体霞を減らすために’

回便秘

◇油脂の多い食べ物を極力減らすこと。

◇砂糖や菓子類の摂取を極力減らすこと。

◆もっと運動すること。

◇加工食品を食べるのをやめること。代わりに、

新鮮なくだものや野菜を食べること。

便が固く、３日以上便通がなければ、便秘であるという。便秘は、不適切な食事（ことに、＜だ

もの、緑黄色野菜、全粒粉のパンのような自然の繊維質を含む食物を、充分に食べていない）や辿

勤不足によって起こることがしばしばだ。

水をもっとたくさん飲むこと。緩下剤を用いるよりも、くだもの、野菜、繊維質の多い食物一た

とえば全粒粉のパン、キャッサバ、小麦のフスマ、ライ麦、ニンジン、カブ、乾しブドウ、ナッツ、

カボチャやヒマワリの種子など一を、もっとたくさん食べるほうがよい。毎日、食べ物に少迅の植

物油を加えても効果がある。高齢者は、規則正しい排便があるように、もっと歩いたり、運動する

必要がとりわけ高いようだ。

４日以上便通がなくて、腹部に鋭い痛みがない場合は、マグネシウムミルクのような塩類性の緩

下剤を用いてもよい。しかし、下剤はあまり使い過ぎないこと。

乳児や幼児には､緩下剤を用いない。乳児の便秘がひどい場合は､少量の調理用油を直腸（虹門）

に入れる。あるいは、必要ならば、油を塗った指で固い便をそっと砕いて取り除く。

強い緩下剤または下剤は、特に腹痛がある場合には、

決して用いてはならない。



、糖尿病

糖尿病の人は血液中の糖分が多すぎる。糖尿病は､患者が若くても（若年性糖尿病)､高齢になっ

てからでも（成人糖尿病）起こる可能性がある。通常若者のほうが重く、特別な薬（インスリン）

を用いて病気をコントロールする必要がある。しかし、大食で、太っている４０歳以上の人がなる

ことが最も多い。

鰯尿病ＺＤ勿朗症扶：

⑪いつものどが渇いている

⑨頻尿、かつ量が多い

⑪いつも疲れている

⑪いつも空腹である

①体重が減る

後に出る、もっと函(,助唐Ｍｆ：

●皮膚がかゆい

●目がぼやけてくる

●手足の感覚が少しうすれる

●瞳の感染症が頻繁に起こる

●足のただれが治らない

●意識を失う（特に重い場合）

これらの症状はすべて、他の病気でも起こる。患者が糖尿病かどうかを見極めるには、尿を検査

して､糖が含まれているかどうかを調べることだ。尿検査の方法のひとつは､味を見ることである。

甘いと感じる場合は、ほかに２人の人に味をみてもらう。その人たちには、別の３人の尿の味も見

てもらう。もし、味見をした人みなが、ある－人の尿がほかの尿より甘いということで一致するな

ら、甘い尿の人は、おそらく糖尿病である。

尿検査のもうひとつの方法は、特別な試験紙（たとえばウリスティックスur7S鰍）を用いるも

のである。尿に浸したときに､この試験紙の色が変化する場合は､その尿中には､糖が含まれている。

患者が子どもまたは若者の場合は､経験を積んだ保健ワーカーか医者の診察を受けるべきである。

４０歳を過ぎて糖尿病になった場合は、薬を使わなくても正しい食事を摂る方法で、十分改善でき

ることが多い。糖尿病患者の特別食は非常に重要で、一生涯、注意深く従わなければならない。

穂尿病憲書の食箪:糖尿病で太っている人は、正常値になるまで、体重を減らさなければならない。

稲尿病患者は、砂糖や甘い菓子や甘い味のする食物を一切食べてはならない。糖尿病患者は、全粒

粉パンのような、繊維質の多い食品を食べることが大切である。しかし、マメやコメやジャガイモ

のような澱粉質の食品や、高たんぱく質の食品も食べなければならない。

大人の糖尿病は、ヒラウチワサボテン（ノパルサボテン、オズンチン弓厨）の液汁を飲んでも効く

ことがある。サボテンを小さく刻み､つぶして､汁を絞って作る。毎日３回食前に､この液汁を１５

カップ飲む。

感染や皮層の怪我の予防には、食後に歯を磨き、皮膚を潤潔に保つ。足の怪我を防ぐためには、

いつも靴を履く。足の血行が悪い（色が黒っぽい、しびれる）場合は、頻繁に足を上げて休める。

静脈癌に対する助言(ｐｌ７５)に従っておけばよい。

1２７
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■胃酸過多、胸焼け、胃潰潟

胃酸過多とく胸焼け＞は、脂っこい食物の食べ過ぎ、またはアルコールやコーヒーの飲みすぎが

原因のことが多い。これらは胃に余分の酸を作らせ、それが胃または胸の中央部の不快感、いわゆ

る焼けるような感覚をひき起こす。ハート・バーン（胸焼け）と名付けられているせいか、この胸

のあたりの痛みを、消化の問題ではなく、心臓の病気だと誤解している人がいる。横になったとき

に、痛みがひどくなるようであれば、おそらく胸焼けである。

頻繁に起こったり、胃酸過多が長引いたりするのは、潤鶏の驚告症状である。

胃または腸の中の

開放性のただれである。

潤潟は､消化管(胃腸)の慢性的なただれである｡普通、

細菌が原因となって起きる。胃の中の酸が過剰である

ことが潤鰯の治癒を妨げる。澗癌は胃のくぼみ部分に、

慢性的で鈍い（時には鋭い）痛みを起こす。胃酸過多

の場合には、食物を食べたり水をたくさん飲んだりす

ると、痛みが和らぐことがよくある。痛みは通常、食

後１時間かそれ以上たって、あるいは食事を抜いたり、

アルコールを飲んだり、脂っこいものや香辛料の入っ

たものを食べたりした場合に、悪化する。痛みは、夜

に悪化することも多い。胃がしばしば痛くなる人に潤

傷があるかどうかは、特別な検査（内診鏡検査）をし

ない限り、なかなかわからない。

潤傷がひどい場合は、おう吐する可能性がある。時Iｉ

消化された血液を伴う。潤鰯からの血液を含んだ便は、

おう吐する可能性がある。時には、鮮血や、コーヒーかすのように見える

潤鰯からの血液を含んだ便は、通常、タールのように黒い。

誉告：痛みのないく沈黙＞型の潤鳴もある。その最初の症状は、吐物中の血液、または黒くてねば

ねばした大便である。これは、医学的緊急事態である。患者は急に出血して、死亡する可能性があ

る。迅速に医療従頚者の助けを求めること。

予防とうE当て：

胃または胸の痛みが、胸焼け、胃酸過多、あるいは潤鶏からきている場合は、いくつかの基本的

な注意事項に従うことで、痛みを鎮めたり、再発を予防したりできる。

◆食べ過ぎない。１回の食事の通を少なくして、頻繁に間食をする。痛みを和らげる食物や、痛

みを起こさない食物を主体に食べる。

◆どのような食物と飲み物が痛みを悪化させるかを知り、それらを避ける。避けるものの中には、

通常､アルコール飲料､コーヒー､香辛料､胡淑､炭酸飲料（ソー

ダ、ポッブ、コーラ）および油分の多い、こってりした食品が

含まれる。

◆夜、平らに寝ると胸焼けが悪化する場合は、上半身をいくらか

高めにして休むようにする。
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◆水をたくさん飲む。毎度の食事の前と後に、大きなグラスに

２杯飲むよう心がける。また、食間にも頻繁に水を飲む。痛

みがしきりに起こる場合は、痛んでないときにも、このよう

に水を飲み続けること。

◆タバコを避ける。喫煙や噛みタバコは、胃酸を増加させ、

症状を悪化させる。

冒冒
ごｘＦｊ』！

◆制酸薬を飲む。最もよい、安全な制酸薬には、マグネシウムとアルミニウムの水酸化物が含ま

れている。（どういう薬か、投与量、さまざまな制酸薬についての警告などは、ｐ､３８１を参照｡）

◆もし上記の治療が効かない場合は、あなたは溺窺を病んでいるのかもしれない。潤鰯を起こす

病原菌を治療する２種類の薬を使ってみるべきだ。アモキシシリンAmoxicillin（p､353）ま

たはテトラサイクリンTet｢acycIine（p､356）のいずれか、

とメトロニダゾールMet｢onidazole（p､369)。これらと

併用して、シメチジンCimetidine（タガメット７百gameｵ、

ｐ382）またはラニチジンRanitidine(ザンタックZantac

p3B2参照）を飲んで、胃酸の生産を減らすこと。これら

２つの薬には、痛みを和らげ、潰揚の傷を癒す働きがある。

◆アロエベラは、多くの国にある植物で、潤揚を治すといわれ

ている。スポンジ状の葉を小片に刻んで、一晩水に浸し、ど

ろっとした苦い汁を、２時間ごとにグラス１杯ずつ飲む。

鑓篇：

１．重炭酸ナトリウム(膨らし粉)やアルカゼルツアーAjka-S己ﾉZz巳rのようないくつかの制酸薬は、

胃酸過多を速やかにしずめるが､すぐに､もっと胃酸が出るようにさせてしまう。これらの薬は、

たまに起こる消化不良だけに用いるべきだ。決して潰癌に用いてはならない。カルシウムを含

む制酸薬の場合にも、同じことが言える。

２．アスピリンAspi｢ｉｎや鉄剤のような薬は潰揚を悪化させる。胸焼けや胃酸過多の症状のある人

は、これらの薬を避けなければならない。アスピリンの代りにアセトアミノフエンを使うこと。

副腎皮質ステロイドＣＯ｢tico-steroidsも同様に、潰傷を悪化させたり発生させたりしてしま

う（ｐ５１参照）

潰鱈は、早めに手当てするのが大切である。さもないと、危険な出血や、腹膜炎に移行するかも

しれない。潰揚は、患者が自分の飲食物に注意を払うことによって通常はよくなっていく。怒り、

緊張、神経過敏は、胃の中の酸を増加させる。くつろぐ習慣をつけ、平静を保つことが有効である。

抗生物質による治療は、潤揚の再発を予防する意味で必要だ。

食べ過ぎず、アルコールやコーヒーを飲みすぎず、タバコを吸わないことによって、ささいな胃

の問題が悪化してしまうことを防ぐことができる。
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■甲状腺腫（のどの腫れまたはこぶ）

甲状腺腫は、甲状腺と呼ばれる腺が異常に大きくなってできる、のどの腫れや大きなこぶのこと

である。

ほとんどの甲状腺狸は、食顎にヨウ素が不足しているために起こっている。また、妊娠中の女性

の食事にヨウ素が不足すると、子どもの死亡や、知的障害や、聴覚障害（ろう）の状態での誕生を

招くことがある（クレチン病、ロ３１８)。これは、母親に甲状腺腫ができなくても起こる可能性が

ある。

甲状腺腫とクレチン病は、土や水や食物に天然のヨウ素が少ししかない山岳地帯で、きわめて普

通に見られる。これらの地域で、キャッサバのような特定の食物を大量に食べている人は、いっそ

う甲状腺腫にかかりやすくなる。

jﾗ日２７(瀕腫のララ防法とﾉ嵩旋法およびクレチン病の予防：

甲状腺腫患者が発生している地域に住む人はみ芯ヨード添加塩を用いなければならない。ヨウ素

化食塩を使用すれば、普通の型の甲状腺腫は予防できるし、甲状腺腫をなくすことができることも

多い｡(古くて固い甲状腺腫は､外科手術でしか取り除くことができないが､通常はその必要はない｡）

ヨード添加塩が手に入らない場合は、ヨードチンキを用いる。毎日、カップ１杯の水に１滴落と

して飲む。充分に注意すべきことは、多すぎるヨードチンキは有毒である、ということである。１

日に１滴という指示された堕以上の場合、甲状腺腫は、悪化する可能性がある。薬の瓶は、子ども

たちが触れない場所に保管すること。ヨード添加塩のほうが、ずっと安全である。

甲状腺腫のための家庭療法は、ほとんど役に立たない。とはいえ、カニその他の海産物にはヨウ

素が含まれているから、いくらか役に立つ。少量の海草を食物に混ぜても、ヨウ素を加えることに

なる。しかし、最も簡単な方法は、ヨード添加塩を用いることである。

いつもヨード添加塩を用いる。決して普通の食塊を用いてはならない。

留意点：甲状腺腿患者がひどく鯉えたり、非常に神経質であったり、眼が飛び出している場合は、

別の種類の甲状腺腫（中毒性甲状腺腫）かもしれない。医療従事者の助言を得ること。

また、甲状腺腫が普通に見られるような地域で暮らしている場合、あるいは自分の甲状腺腫が進

行し始めている場合は、多量のキャッサバやキャベツを食べるのをひかえる。

1３０

ヨード添加塩

ほかの食塩より少ししか高

くない．しかもずっと良質
である、

一

戸伊

藤
ヨード

需加塩
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予防：いろいろな病気の避け方
で２

７オンスのう弓防な７ボンバの治療に匹敵するノ私たちみんなが充分に食べ、自分自身と自分

の家と村を清潔に保ち、自分の子どもたちに予防接楓を必ず受けさせることにもっと気を使ってい

たなら、たいていの病気は、それが発生する前に食い止めることができたはずである。第１１章で

は充分に食べることについて議論した。この章では、清潔と予防接種について話し合う。

ｍ清潔について一不潔によって生じる問題

清潔は、さまざまな種類の感染、すなわち腸、皮膚、眼、肺、全身の感染の予防において、きわ

めて重要である。一人一人の清潔（厘人厳生）と社会の清潔（公衆衛生）がともに重要である。

たくさんの一般的な腸の感染症が、個人衛生と公衆衛生が貧弱なために、人から人へ広がってい

る。病原菌と寄生虫（またはその卵）は、感染した人の大鱈つまり麓（うんこ）から、無数に出て

くる。これらは、一人の人の糞便から他の人の口へと、よごれた手や、濯梁された食物または水に
ふＡこう

よって運ばれる。便竹'らE7へという伝染経路の（蕊口感染）病気Iこは、次のものがある。

●下痢および赤痢（アメーバと細菌による)。

●腸内寄生虫（数種類)。

●肝炎、腸チフス熱、コレラ。

●ポリオのようなある種の病気は、これと同じようにして広がることがある。

これらの感染症の感染の仕方は、きわめて直接的である。

たとえばこのような場合である。

友だちにクラッカーをあげている子どもがいる。

この子どもには寄生虫がいるが、さきほど大便をし

た後に手を洗うのを忘れている。自分の便がついて

いてきたないままの指には、（小さいので見えはしな

いが)、寄生虫の卵が無数についている。この寄生虫

の卵が、クラッカーにこびりつく。もらった友だち

がクラッカーを食べれば、寄生虫の卵も一緒に飲み

込むことになる。

すぐにこの友達は寄生虫持ちになる。母親は、こ

れはお菓子を食べたからだ、と言うだろう。そうで

はない。子どもが便を食べたからである！

堅三

1３１



1３２

ブタ、イヌ、ニワトリその他の動物が、腸の病気と寄生虫の卵を広めていることがよくある。た

とえば次のような場合である。

下痢をしていたり寄生虫が

いたりする人が、家の裏で

大便をする。

ブタがその大便を食べ、

鼻や足をよごす。

家の中では子どもが床の上で遊んでいる。こうし

て、その人の大便の一部は、子どもにも移る。

一＝ーー

弓で

それからブタは家の中に

入る。

■‐＝

一毎申q

jやがてその子

どもI洪泣

め、母親

の中に抱

げる。

その後その母親は、食窮のし

たくをする。子どもを抱いた
後、手は洗っていない。

家族みんながその食物を食べる。

すぐに家族全員が下痢をした

り、寄生虫持ちになったりす

る。

童



寄生虫の卵と同じように、さまざまな種類の感染が、いま述べた経路で、－人の人からもう一人

の人へ移される。

もしあの家族のみなが、次に示す予防措置のいずれかを行っていたなら、病気の広がりは防げた

はずである。

●掘り便所すなわち屋外の便所を使用していたなら。

●ブタを家の中に入れていなかったなら。

●ブタのいたところで子どもを遊ばせていなかったなら。

●母親が子どもに触ったあと、食事を作る前に手を洗っていたなら。

あなたの村で、下痢や、寄生虫病や、その他の腸内寄生虫のさまざまな病気がある場合、人々は

潤潔に関して、十分注意していないことになる。下痢のために死ぬ子どもが多いようであれば、貧

しい栄養も問題の一部だろう。下痢による死亡を防ぐには、清潔とよい栄養の両方が大切である

(P､１５４と第１１章を参照)。

図清潔についての基本指針

個人の清潔（個人衛生）

ヂ･ｐ.ー

1．朝起きたとき、排便後、

食事の前には、必ず両手

をせっけんで洗う。

F予込

ａ頻繁に水浴びする。暑い時期には毎日水浴びする。たくさん働

いたり、汗をかいたりしたときにも水浴びする。頻繁に水浴び

すれば、皮膚の感染、頭のふけ、面ぽう、かゆみ、発疹などの

予防になる。病人と乳児は、

毎日水浴びしなければなら

ない。

３．鈎虫症（十二指腸虫症）がよくある地域においては、素足

で歩かないようにし、子どもたちにもそうさせる。鈎虫の

感染は、ひどい貧血をひき起こす。この寄生虫は、足の裏

から体の中に入る（ｐｌ４２を参照)。

よい

望昌i望

４．毎日、そして甘いものを食べた後に、歯みがきをす

る。歯ブラシや歯みがき粉がない場合は、食塩と膨

らし粉で歯をこする（p､230を参照)。歯の手入れ

についての詳細は、第１７章を参照。

1３３



４シーツや毛布はつるしたり広げたりし

て、頻繁に日光にあてる。トコジラミ

に熱湯をかけ、シーツと毛布を洗う。

じ日のうちに行う（p,200を参照)。

家での清潔

トコジラミがいる場合は、寝台

桶を洗う。これらはすべて、同

1．ブタその他の動物を、家の中や、子どもが遊ぶ場

所に入れない。

==塞蓋雲≦

２．イヌに子どもをなめさせたり、ベッド

に上げたりしない。イヌもまた、病気

を広げる。

ヘ
ィ
ィ
Ｊ
ｊ
ｊ

５．頻繁に家族全員のシラミ退治をする（ｐ２００を参照)。シラミとノ

ミは､たくさんの病気を運ぶ。イヌや他の動物にはノミがつくから、

家の中に入れてはならない。

３．子どもや動物が家の近くで大便をして

いる場合は、ただちに清掃する。子ど

もたちには便所を使うこと、少なくと

も家から離れたところへ行ってするよ

うに教える。

cも'１〃

ｅ

1３４

７．家の掃除をこまめに行う。床、壁、家具の下を掃いて、洗う。床や壁のすきまや穴には、ゴキ

ブリ、ナンキンムシ、サソリなどが潜んでいるかもしれないので、穴をふさぐ。

＝＝

６．床につばを吐いてはいけない。つばを吐

いても、病気が広がる。咳やくしゃみを

するときは、手や布、またはハンカチで

口を覆う。



念徴震一==一ｺ

飲食における清潔

Lｊ

１．理想的には､消毒済みの上水道の水でない水はすべて､飲む前に煮沸､ろ過､あるいは浄化すべき

である｡これは小さな子どもや、HIV陽性者､そして下痢や腸チフスや肝炎やコレラが多発している

ときに､ことに重要である｡とはいえ､病気の予防には､きれいな水があることより､充分な量の水が

あることのほうが､ずっと重要である｡また､飲料水を煮沸するためのまきを得ることに多くの時間

と金を賀やしなさいと､貧しい人々に言うことは､子どもたちへの食物を減らし森林を破壊すること

灘 驚驚 ／ 華る､第１５章を参照。

磯騨溌驚磯鴬一霧く量産洋

ｒ~、
Ｌノ

ａハエその他の昆虫を、食物の上にたからせたり、這わせたりしない。

これらの昆虫は、病原菌を運び、病気を広める。食物の食べ残しや汚

れた皿を、あたりに放置してはいけない。ハエを寄せつけて、病原菌

を繁殖させる。覆いをしたり､箱か網戸棚に入れたりして､食物を守る。蕊
夕

5．鶏肉は、下痢を起こす可能性のある病原菌を運ぶ。鶏肉の調理をした後

前に両手を洗う。

６．古かったり、いやな臭いがしたりする食物は食べない。有毒であるかも

しれない。缶詰は、カンが膨らんでいたり、開けたときに噴出したりす

るものは食べない。特に魚の缶詰には注意する。調理してから数時間

たった鶏肉にも、特に注意する必要がある。調理済みの食べ残しを食

べるときは、その前に、充分高い温度で再加熱する。できれば､子ども、

高齢者、重病人などには、新しく作った食物だけを与える。

公

３．地面に落ちていたくだものは、食べる前によ

く洗う。子どもに、落ちていた食物を拾ってそのまま食べるようなこと

はさせない。まず洗う。

他の食物にさわる

４．肉と魚は、よく火を通してから

食べる。焼いた肉は、ことに豚

肉と魚肉は、内側に生焼けの部

分がないようにする。生の豚肉

は、危険な病気を運ぶ。

1３５

竃、《、

鶏肉の調理をした後は、

／

７．結核、インフルエンザ､風邪､その他の感染性の病気の人は、

ほかの人と別に食頚をしなければならない。病人が使う皿

などの食器類は、ほかの人が使う場合は、その前によく洗

浄しておかなければならない。

三
一

一
皇

ー イワシ 一
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子どもたちの健康を守るには

雪－１ このような病気の子どもは

健康な子どもたちと離して
一屋

寝かせなければならない

病気の子ども、またはただれや皮膚のかゆみやシラミのある子どもは、健康な子どもといつも離

して寝かせなければならない。百日咳、はしか、普通の風邪などの感染性の病気の子どもは、別の

部屋で寝かせ、可能な限りその子どもを乳児や幼児に近寄らせない

ようにしなければならない。

２．子どもを結核から守る。慢性的な咳その他の結核の症状がある

人は、咳をするときは必ず口を覆わなければならない。そのような

人は、決して、同じ部屋で子どもと一緒に寝てはならない。保健ワー

カーに見てもらい、できるだけ早く手当てする。

結核の人と共に弊らしている子どもたちは、結核に対する予防注

射を受けさせなければならない（ＢＣＧワクチン)。

３．子どもは頻繁に入浴させ､衣服を取替え、指の爪を切っ

てやる。病原菌や寄生虫の卵は、長く伸びた指の爪に潜ん

でいることが多い。

４．感染症の子どもは、できるだけ早く手当てして、病気

が他に広がらないようにする。

５．この章で述べた清潔の指針すべてに従う。子どもたち

にこの指針に従うべきことを教え、なぜそうすることが大

切なのかを説明する。家庭や村を、より健康に暮らせる場

所にするための計画に、子どもたちも協力するように促す。

‘

、

／

冬~.:、
ハ、(

－〆△

)／

６．子どもたちがよい食物を充分に得られるようにする。よい栄護

は、たくさんの感染症から体を守る働き猛する。栄狸失調の子ども

を死なせてしまうような感染性の病気に対しても、栄撰のよい子ど

もなら、涌常、抵抗して撃退する（第１１章を読む)。



■公共の清潔（公衆衛生）

１．井戸や公共の水ためを清潔に保つ。人々が飲料水を汲む場所の近くに、動物を近づけない。必

要なら、動物が入れないように、その場所の周りに垣根をめぐらせる。

水ための近くで排便（うんこ）したり、ごみを投げ捨てたりしない。飲料水を汲む川や小川

の上流は、特別の注意を払って清潔を保つ。

２．燃やすことのできるごみは、すべて燃やす。燃やせないごみは、専用の穴、または家、人々

が飲料水を汲む場所からはるかに離れた場所に埋めなければならない。

３．便所（屋外便所、トイレ）を建て､ブタその他の動物が人間の排池物に近づけないようにする。

小屋がけをした深い穴が、有効である。穴は深いほど、ハエや臭いの問題が少なくなる。
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もっとよい

便所の設圃は

ここに、作りやすい、簡単な屋外便所

の絵を示す。

臭いを減らし、ハエを遠ざけるために

は、毎回使用後に、石灰、土、灰などを

少し投げ入れるのが有効である。

屋外便所は、家や水源から少なくとも

20ｍは離れたところに建てなければな

らない。

屋外便所がない地域の場合は、人々が

水浴びをしたり、飲料水を汲んだりする

場所から遠く離れた場所まで行く。子ど

もたちにもそうするように教える。

便所の使用は、

多くの病気の予防に有効である。

便所の案は、次からのページに示してある。

、畑のためのよい肥料を作ることにもなる。

1３７
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もっとよい便所

前ページに示した屋外便所は、非常に単純で、作るのにほとんど費用がかからない。しかし上が

開け放しになっているために、ハエが入る。

リ、臭いは内にとどまるので、よりよいものといえる。

その穴の上を梱うふたがある。台は、木材またはセメ

閉鎖型の便所のほうが、ハエは外にとどまり、臭いは内にとどまる

閉鎖型の便所には、穴をあけた厚板の台と、その穴の上を梱うふたカ

ントで作ることができる。セメントのほうが、隙間のない腐らない

台ができる。

セメントの台の作り方の一例：

１．１ｍ四方、深さ７ｃｍの浅い穴を掘る。穴の底が水平でなめら

かになるように気をつける。

２．１ｍ四方の金網または格子を作る｡針金の太さはＯ２５－Ｏ５ｃｍ、

約１０ｃｍの間隔にする。格子の中央に、直径約２５ｃｍの穴を

あける。

ａ掘った穴の中に格子を道く°針金の先をまげるか、格子の四隅

の下に小石を置くかして、格子が地面から３ｃｍ上に浮くよう

にする。

４．古いバケツを格子の穴の中に画く。

５．セメント､砂､砂利､水を混ぜて､５ｃｍの厚みになるように､掘っ

た穴に流し込む。（割合は､セメント:シャベル１，砂:シャベル２，

砂利：シャベル３）

６．セメントが固まり始めたら、バケツを取り除く（約３時間)。そ

して、セメントの上を､湿った布､砂､干草､あるいはプラスチッ

クのシートのようなもので覆って、湿気を保つようにする。３

日後に台を取り出す。

便所を使うときに腰掛けたい場合は、

席をセメントで作る。大きさの違う（

鋳型を作ればよい。
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便所を清潔に保つ｡台は頻繁に洗う｡台の穴にはふたを取り付け、

必ずふたを閉めるように気をつける。簡単なふたは、木の板で作

ることができる。

閉鎖型の便所を作るには、地面に掘った丸い穴の上に、この台をのせなければならない。直径１

ｍ弱、深さ１ー２ｍの穴を掘る。安全のため、便所は、すべての家、井戸、泉、川、小川から、少

なくとも２０ｍは離して作らなければならない。人々が潅測している場所が近くにある場合は、便

所は必ず下流に設慨する。
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空気口つきの改良穴（ＶＩＰ）便所を建てるには、穴が２

つある大きな台（２ｍ四方）を作る。一つの穴の上には、

先端を網で覆った換気用の管を取り付ける（金属の網が長

持ちする)。もうひとつの穴には小屋をかける。内部は暗

くしなければならない。こちらの穴にはふたをしない。

,慧一Ⅷノ
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改良型八工捕獲式便所：

この便所は臭いと八工を除く伽きがある。臭いは管をⅢ

して逃げ、ハエは捕独されて死ぬ！
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■寄生虫およびその他の腸管寄牛牛物

さまざまな寄生虫と微小な動物（寄生生物）が人間の腸に住んで、さまざまな病気をひき起こし

ている。かなり大きなものが、大便（糞便、うんこ）の中に見られることもある。
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大便中によく見られる寄生虫は、カイチユウ、ギヨウチユウ、サナダムシだけである。鈎虫とベ

ンチュウは、便の中には見られなくても、腸管内に無数にいる。

虫下しについての留意点：〈虫下し〉の多くはピペラジンPipe｢azineを含んでいる。これらはカ

イチュウとギョウチュウにしか効かない。また乳児と幼児に用いてはならない。メベンダゾール

MebendazoIe（ベルモックズレbm7ox）のほうが安全で、もっといろいろな種類の寄生虫を攻撃

する｡アルペンダゾールAlbendazoIeとピランテルＰｙ｢anteIもさまざまな種類の寄生虫に効くが、

高価だろう。チアベンダゾールThiabendazoIeはさまざまな種類の寄生虫を攻撃するが、危険な

副作用があり、通常は用いるべきでない。これらすべての薬について詳しくは、ｐ３７４－ｐ､３７６
を参照。

■カイチュウ（回虫、アスカリス）

長さ：20-30ｃｍ。色：ピンクまたは白

カイチュウの広がり方：

便からロｂ消潔さを欠いた場を介して、 カイチュウの卵は一人の大便からもう一人の□へ移る。

健康へ及ぼす影響：

ひとたび卵が飲み込まれると、幼虫がかえり、血流に入る。このため、全身がかゆくなる。幼虫

はやがて肺まで移動し、時には空咳をひき起こし、最悪の場合は、噌血を伴う肺炎を起こす。幼虫

が咳とともに出ると、それが飲み込まれて、腸にやってくる。幼虫はその場所で目いつぱいに成長

する。

カイチュウが腸管内にたくさんいると、不快感や消化不良や衰弱をもたらす。カイチユウがたく

さんいる子どもは、非常に大きく膨れた腹をしていることが多い。まれに、カイチユウが原因で瑞

息になったり、危険な腸閉塞すなわち腸が詰まってしまう病気になったりする(p,９４を参照)。こ

とに子どもに熱があるときには、カイチュウが便の中に出てきたり、口や鼻から這い出してきたり

することがある。時には、気道の中に入りこみ、息をつまらせる。


