
正常な場合、胎児はこのように、頭から先に生まれてくる

１

＜Imi〉
この状態のときに強く押す。

、 爾
通常、頭は顔面を下にして出てくる。子

どもの口や鼻に便が入っている場合は直

ちにとり除く（p,262を参照)。

頭が出た後で肩がつつかえている場合

１

／

｡~---全一

暖
助産師は頭を両手で受けて、肩が出られ

るように、非常に注意深く押し下げても

よい。

一生

２

この状態では強く押さないようにす

る。短くて早い呼吸をたくさんする。

こうすると出産口は裂けない（p,269

を参照)。

次に子どもの体は肩が出られるように

横向きになる。

２
へ

それから反対側の肩が出てくるよう

に、頭を少しだけ持ち上げてもよい。

力はすべて母親から出てこなければならない。助産師は、決して子どもの頭を弓1つ眼ったり、首

をねじったり、曲げたりしてはならない。子どもを傷つけてしまう。
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分娩の第三期は子どもが誕生したときに始まり、胎盤（後産）が出てくるまで続く。通常、胎盤は

子どもに遅れること５分から１時間で自然に出る。この間に新生児の世話をする。出血が多い場合

(p２６５参照)、または１時間以内に胎盤が出てこない場合は、医学的助けを求める。

■誕生時の子どもの世話

子どもが出てきたら直ちに次のことをする。

◆口とのどから粘液が出るように、子どもの頭を下に向け

る。呼吸が始まるまで、このようにしている。

◆へその緒を縛るまで、新生児の体を母親より底いところ

に保つ。（こうすると､子どもは血液をたくさん受け取り、

より丈夫になる｡）

◆新生児の体を拭き、新生児がすぐに呼吸を始めない場合

は、タオルまたは布で背中をこする。

◆それでもまだ呼吸しない場合は、指に巻いた清潔な布で

鼻と口から粘液をとり出してきれいにする。

◆誕生後１分以内に呼吸を始めない場合は、口対口人工呼【◆誕生後１分以内に呼吸を始めない場合は、口対口人工呼吸法を直ちに行う（ｐＢＯを参照)。

◆清潔な布に新生児をくるむ。風邪をひかせないことは､とくに未熟児の（誕生が早すぎた）場合、

非常に重要である。

へその緒の切り方

子どもが生まれた時には、へその緒は脈打っており、太く青い。待つ。

しばらくすると、へその緒は細く白くなる。脈は止まる。ここでへその緒を二箇所、非常に清潔

で乾燥した細い布切れ、紐、またはリボンで縛る。これらは最近アイロンをかけたか、オーブンで

熱したものでなければならない。結び目の中間をこのように切る。

豆参七三､章；
重要雲項Ｊへその緒は清潔な、未使用のかみそりの刃で切る。包みを開く前に、手を非常に清潔に

洗う。あるいは清潔なゴムまたはプラスチックの手袋をはめる｡新しいかみそりの刃がない場合は、

直前に煮沸したはさみを用いる。

へその緒は必ず新生児の胴体の近くで切る。子どもの側には２ｃｍしか残さない。これらの予防措

置で、破傷風を予防できる（ｐｌ８２を参照)。



旧切った後のへその緒の処置

へその緒は、常に清潔かつ乾燥を保つ。へその緒に触れる前には必ず手を洗う。

'

へその緒が汚れてきたり、乾いた血がた

くさんついている場合は、医療用アルコー

ルまたは強い飲用アルコール、またはゲン

チアナ紫でそっとふき取る。その他のもの

は、へその緒につけない。汚物や糞は特に

危険である。そのようなものは、乳児を破

傷風で死亡させる恐れがある｡p,１８２－１８４

を参照。

=_(ま

乳児がおむつをしている場合は、へその

緒より下におむつをあてがう。

霧~~詞

鶏愈参 淀
へその緒またはその周りが赤くなったり、畷が出ていたり、悪臭がしている場合は、ｐ２７２を

参照。

へその緒は、通常、生後５－７日で剥がれ落ちる。このとき、わずかな出血やさらさらした粘

液が出てくることもあるが、これは正常である。しかし、多量の血液、またはいくらかの膿が出る

場合は、医学的助けを得る。

新生児をきれいにすること

温かくてやわらかい、湿った布で、血液や羊水をそっとふき取る。

へその緒が落ちるまでは、産湯につからせないほうがよい。その後は、ぬるま湯と低刺激のせっ

けんを用いて、毎日入浴させる。

新生児はすぐに胸に抱き上げる

子どもは生まれ次第、直ちに母親の胸にのせる。子どもが母親の乳をくわえると、後産が早めに

出てくる。また重い出血を防いだり抑えたりできる。
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2６４

図胎盤の遊離（後産）

正常な場合､子どもが誕生して５分から１時間後に胎盤が出てくる｡しかし､時には何時間も遅れ

ることがある(以下を参照)。

後産を調べる：

後産が出てきたら受け取って、それで全

部かどうか調べる。裂けていたり一部分

がないように見えたりする場合は、医療従

事者の助けを得る。胎盤の一部が子宮内に

残っていると、出血が続いたり、感染した

りする可能性がある。

胎盤がなかなか出てこない場合：

胎塗を扱うときは、手袋をするか、プラスチッ

クの袋を手にはめる。後で手をよく洗う。

母親の出血が多くない場合は､何もしない。へその緒を引っ張らない。危険な出血(多迩の出血）

を起こしかねない。しゃがんで少し押すと、胎盤が出ることもある。

母親が出血している場合、膿を触って子宮を調べてみる。やわらかい場合は次のようにする‘

子宮が固くなってくるまで注意深く

さする。こうすると子宮が収縮して、

胎盤を押し出す、

胎盤がすぐには出てこず、出血が

続いている場合は子宮の頂上を非

輔に注意深く下に向かって押す、

このとき子宮の下部

はこのように保持す

る。

それでもなお胎盤が出てこず、ひどい出血が続いている場合は、出血を止める試み（次ページ参

照）をしながら、すぐに医療従事者の助けを求める。

画出、（重度の血液喪失）

胎盤が出てくると､必ず少風の出血がある。正常ならば､数分しか続かず､４分の１リットル(カッ

プ１杯）以上の血液が失われることはない。（少量の出血は数日間続くことがあるが、通舗は、亜

大なものではない)。

警告.外部への出血はそれほどでもないのに、体内の出血のひどい人もある。時々腹を触ってみる。

次第に大きくなっていくように感じらｲ1る場合は、たぶん血液がたまってきている。頻繁に脈を取

り、ショックの症状がないかよく見る（p､７７)。

’



重い出血を防いだり抑えたりするには、新生児に母親の乳を吸わせる。子どもが吸おうとしない

場合は、母親の乳首を誰か他の人に吸ってもらうか、静かに引いたりさすったりしてもらう。こう

すると、出血を止めるⅢきのあるホルモン（ピチュイトリン）が出るようになる。

重い出血が続く場合、あるいはゆっくりと滴る出血で多量の血液を失っている場合は、次のよう

にする。

●すみやかに医学的助けを得る。出血がすぐに止まらない場合は、静脈へ血清を注射する必要が

あるだろう（輸血)。

‘＞エルゴノビンErgonovineまたはオキシトシンOxytocinがある場合は、次ページの使用説明

に従ってそれを用いる。（胎盤がまだ内部にある場合は、エルゴノビンＥ｢gonovineではなくオ

キシトシンOxytocinを用いる｡）

や母親は水分をたくさんとらなければならない（水、くだものジュース、茶、スープ、または水

分補給飲料一p､152)。気を失いかけたり、早くて弱い脈拍、その他のショックの症状が見られ

たりする場合は、脚を高く上げ、頭を下げて寝かせる（p,７７を参照)。

や母親が多量の血液を失っている場合、また出血多量で死亡する危険性がある場合は、次の方法

で止血を試みる。

子宮が固くなったと感

られるまで腹をマッサ

ジする画

出血が止まったら、５分毎

に調べて、子宮が固いまま

かどうかを確かめる。固く

ない場合はマッサージを続

ける。

子宮が固くなり出血が止まれば、直ちにマッサージをやめるＣ

ｌ分毎に調べる。軟らかくなればまたマッサージする。

◆子宮のマッサージにもかかわらず出血が続く場合は、次のようにする。

全体重をかけながら、両手を重ねて、へその真下で腹を

押し下げる。出血が止まった後も長い間押し続けなけれ

ばならない。

◇それでも出血がどうしても止まらない場合は、次のよ

うにする。

子宮の上部に当たる部分で、腹に両手を押し込む。腹を

すくうようにして、子宮が恥骨に強く押し付けられるま

で、手前に引く。できる限り強く押す。筋肉の力が足り

ない場合は体重をかける。出血が止まった後数分間、あ

るいは医療従布者の助けが得られるまで、押し続ける。

一－一ニーーミーニ一戸-=＝=＝

留意点：ビタミンＫは、使用する医者もあるが、出産や流産、妊娠中絶に関連する出血を止める

のには役に立たない。使用しないこと。

陽1６１５
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■分娩促進薬の正しい使用（エルゴノビンErgonovine，オキシトシン
Oxytocin，ピトシンPitocin）

分娩促進薬は、エルゴノビンＥ｢gonovine、エルゴメトリンＥ｢gometrineあるいはオキシトシ

ンOxytocinを含む薬である｡子宮とその中の血管を収縮させる｡重要ではあるが､危険な薬である。

間違った使われ方をすると、母親または子宮内の胎児の死を招く可能性がある。正しく用いられれ

ば、生命を救うことができる。以下に、正しい使用について述べる。

１．出産後の出血を止めるため。これがこれらの薬の最も重要な使い方である。胎盤が出た後の重

い出血の場合、出血がおさまるまで４－６時間毎に、エルゴノビンErgonovineまたはエルゴメ

トリンＥ｢gometrineのマレイン酸塩（エルゴトレート日召､”鱈など、ｐ３９１）の0.2ｍｇア

ンプル１本を注射する（あるいはＯ２ｍｇ錠剤を２錠飲ませる)。出血が止まった後は、２４時間

の間､４時間ごとに１アンプル(または１錠)与え続ける。エルゴノビンＥ｢gonovineがない場合、

または胎盤が出てくる前に重い出血が始まった場合は、代わりにオキシトシンOxytocin（ビトシ

ンＰ/ｍｃﾉh，Ｐ,391）を注射する。

重要事項：出産予定の母親と助産師は、重い出血が起こった場合に対処できるように、オキシトシ

ンOxytocinとエルゴノビンErgonovineのアンプルを、充分に用意しておかなければならない。

しかし、これらの薬は重大な場合にしか用いてはならない。

２出産後の重い出血を防ぐため。以前の出産の後ひどく出血したことがある人には、胎盤が出て

きた直後と、必要ならば、その後の２４時間の間４時間ごとに１回、エルゴノビンErgonovine

lアンプル（または２錠）を与えてもよい。

３流産による出血を止めるため（p､281)。分娩促進薬の使用は危険である可能性があるから、

経験をつんだ保健ワーカーだけが使用すべきである。しかし、出血が急速で、医療従事者の助けが

遠方である場合は、上に説明した方法で分娩促進薬を用いる。オキシトシンOxytocin（ビトシン

Ｐ/ｍｃｍ）が最もよいだろう。

醗告:エルゴトレートE7gD”鱈､どトシンＲ/ｍｃｊｈ,ヒチュイトリンＰ/”ｔ７１ｎを､出産を早めたり、

分娩中の母親に力をつけたりするために用いることは、母親と子どもの双方に対して非常に危険で

ある。子どもが生まれる前に分娩促進薬が必要になることは非常にまれで、その場合も訓練を受け

た出産介助者だけが用いるのが望ましい。分娩促進薬は、子どもが生まれる前には決して用いては

ならない！

分娩中の母親にく力をつけ

る＞ために分娩促進薬を用

いれば、

ノーーヘ 母親や子ども、ある

M蓮 いはその双方を死亡

させる可能性がある。

母親に力を与えたり、出産を早めたり、あるいは楽にしたりするための薬で、安全なものはない。

女性に出産のための力を備えていてほしいと思うのなら、妊娠の９ヶ月間、栄養のある食物を

たくさん食べさせることである（p､１０７を参照)。また、出産の間隔をあけるように強く勧める。

体力が完全に戻るまで充分に時間をとって、妊娠しないようにすべきであると助言する（ｐ２Ｂ３

の家族計画の項を参照)。



■難産

分娩中に何か重大な問題が生じた場合は、できるだけ早く医療従事者の助けを得ることが重要で

ある。問題や面倒なことはたくさん起こりうる。小さなものもあれば、重大なものもあるだろう。

以下に、かなり一般的なものをいくつか取り上げる。

１．分娩が止まる、または遅くなる、すなわち陣痛が強くなった後、または破水した後、非常に長

い時間が経過する場合。これにはいくつかの原因が考えられる。

●母親がおびえたり興爾したりしているかもしれない。この場合、収縮が遅くなったり止まった

りする可能性がある。話しかけ、緊張を解き、安心させてあげる。分娩が遅いこと、しかし重

大な問題は起こっていないことを説明する。体位を頻繁に変え、飲んだり食べたりし、排尿す

るように促す。乳首を刺激（マッサージ､乳を搾るしぐさ）することも分娩を早める効果がある。

●胎児が異常な位圃にいるのかもしれない。収縮の合間に

腹を触ってみて、胎児が横を向いていないかどうか調べ

る。助産師が母親の腹を静かに動かして、胎児の位置を

変えることができる場合もある。頭が下にくるまで、収

縮の合間に少しずつ胎児を回してみる。しかし、力は加

えない。子宮または胎盤を破ったり、へその緒を締めつ

けたりしてしまうかもしれないからである。胎児の位置

が変わらない場合は、母親を病院に入れるようにする。

〃

、

一争一心

●胎児の顔が後ろ向きではなく、前を向いている場合、触

ると、丸い背中ではなく、ごつごつした腕や脚が感じら

れるだろう。通常、これは大きな問題ではない。しかし、

分娩は長引き、母親はかなり背中が痛いだろう。頻繁に

体の位迩を変えるべきで、そうすると胎児の向きが変わ

るかもしれない。よつんばいにならせてみる。

●胎児の頭が大きすぎて、母親の腰の骨（骨盤）をうまく通れないのかもしれない。これは腰が

非常に細い人、または体が充分に成長していない若い女性や少女によくあることである。（以前

に正常分娩した人では起こりにくい｡）胎児が下がってこないのが感じられるだろう。この問題

が疑われる場合は、手術（帝王切開）が必要かもしれないので、母親を病院に入れる。特別小

柄な人（小人)、非常に腰の細い人、または特に若い人は、少なくとも最初の子どもは、病院内

または病院の近くで出産すべきである。

●母親がおう吐している、あるいは液体を飲んでいない場合は、脱水状態にある。この場合、収

縮は遅くなるか、または止まる可能性がある。収縮の後に毎回、水分補給飲料その他の液体を

吸わせる。
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２．骨盤位分娩（尻から先に出てくる)。助産師は母親

の腹に触ったり（p257)、胎児の心臓の鼓動を聴いた

りして（p,252)、胎児が骨盤位にあることがわかると

きもある。

骨盤位分娩は、この姿勢がいくらか楽だろう。

胎児の腕ではなく脚が出てくる場合は、手をよく洗い、

はめて)、次のようにする。

指を内にすべりこませ、胎児の肩をこのよう

に背中に向かって押す。

1口,,（

/’ １
子どもがつつかえている場合は、母親に仰向けに

てもらう。子どもの口に指を入れ、子どもの頭を

の胸に向かって押す。同時に誰かに母親の腹をこ

図のようにおさえて、子どもの頭を外から押し下

てもらう。

母親には強く押させる。しかし、決して子どもの

を引っ張ってはならない。

3．腕前進（手が最初に出る)。子どもの手が最初

に出てくる場合は、直ちに医療従事者の助け

を得る。子どもをとり出すために、手術が必

要だろう。

４時に、へその緒が胎児の首に固く巻きついて、

へその緒の輪を出てこられない場合がある。へその緒の輪を

首の周りからはずす試みをする。はずせない

場合は、へその緒をしばって、切らなければならない。

雲
アルコールでこすり（または滅菌手袋を

あるいはこのように胎児の腕を

胴体に押しつける。

、
/〕

鋒

６

煮沸した先の丸いはさみを用いる。

5．胎児の口と風に詰まった排池物。破水のとき、その中に渡緑（ほとんど黒色）の液体が含まれ

ているのに気づく場合、これはおそらく胎児の最初の便（胎便）である。子どもは危険な状態

にあるだろう。便を少しでも肺に吸い込めば、胎児は死ぬかもしれない。子どもの頭が出たら

すぐ母親に、押さないで、短く早い呼吸をするように言う。子どもが呼吸を始める前に、吸引

球を使って鼻と口から便をていねいに吸い出す。すぐに呼吸を始めた場合でも、すべての便を

取り除くまで、吸引し続ける。



一
、ノ

６．双子。双子の出産は一人だけの出産より、多くの場合、母親と子
一

どもの両方にとって、いっそう困難かつ危険である。

裂けてしまった場合は、胎盤が出た後で、やり方を知っている人が注意深く縫って、閉じなけれ

ばならない（ｐＢ６とｐ､３８１を参照)。

安全のため、母親は病院で双子を出産すべきである。

双子の分娩は早目に始まることが多いので､妊娠７ヶ月が過ぎたら、

病院にすぐ行ける場所にいるようにすべきである。

j､?デ力､生まれそうな兆候：

●腹が大きくなるのが早く、子宮は通常より、ことに臨月に大き

い（ｐ２５１を参照)。

●体寵の増えかたが正常より速い場合、あるいは妊娠中の一般的な症状（つわり、背中の痛み、

静脈癌、痔、むくみ、呼吸困難）が通常よりひどい場合は、双子ではないか確認する。

●特別大きな子宮の中に、三つ以上の大きなもの（頭と尻）を感じ取ることができる場合は、

おそらく双子である。

●二つの異なる心臓の鼓動を（母親のもの以外に）聞くことができる場合もあるが、これは難

しい。

臨月の間、母親が充分休息し、きつい仕事を避けるように注意すれば、双子が早めに生まれるこ

とはなさそうである。

双子は小さく生まれることが多いので、特別の世話が必要である。しかし、双子には不思議なつ

まり魔術的な力が備わっているという俗信は、まったく正しくない。

■出産口の断裂

出産口は胎児が出てくるために大きく伸びなければならない。時には、裂ける。母親にとって最

初の出産の場合は、裂けやすい。

断裂は処置をすれば、通常、防ぐことができる。

子どもの頭が出てきているとき､母

親は押さないようにしなければな

らない｡こうすれば出産口が伸びる

時間的余裕ができる｡押す代わり

に､あえぐような呼吸(短くて速い

呼吸)をしなければならない。

出産口が伸びてきたら、助産

師は一方の手で保持し、も

う一方の手でこのように頭

をそっと支えて、出てくる

のが早すぎないようにする。

出産口の真下の皮膚に温湿布

をするのも有効だろう。伸び

始めたら行う。伸びた皮膚を

オイルでマッサージしてもよ

い。

／
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暑い日（または子どもに熱があるとき）

■新生児の世話

へその緒

切ったばかりのへその緒を感染から守るためには、澗潔と乾燥を保たなければならない。乾くに

つれて脱落しやすくなり、へそが盛り上がってくる。従って、腹巻はしないほうがよい。使用する

場合は、非常に緩くしておく（p,１８４とｐ２６３を参照)。

270

新生児の眼を危険な結膜炎から守るには、１％テトラサイ

クリンTetracyclineか工リスロマイシンＥ｢yth｢omycin

O5％－１％の眼科用軟盲を少々、生まれて２時間以内に、

それぞれの眼につける（ｐ２２１とＰ､379を参照)。両親の

どちらかに淋病またはクラミジアの症状がある場合は、こ

の処置はことに重要である（ｐ236)。

‘通園蕊ジ

新生児を温かくしておくこと。しかし暑すぎないように。

新生児を寒さから守る。しかし暑すぎてもいけない。自分が着るつもりで、ちょうどよい温かさ

に着せてやる。

、
ジ

寒い日

第１２章で論じた清潔の指針に従うことが、大切である。下記のことに特に注意する。

◆新生児のおむつ（おしめ）または寝具は、湿ったり汚れたりするたびに取り替える。皮膚が赤

くなる場合は、より頻繁に取り替える。外してしまうほうがなおよい！（ｐ２１５を参照｡）

◆へその緒が脱落した後は、低刺激のせっけんとぬるま湯を用いて、毎日入浴させる。

◆ハエや蚊がいる場合は、ベビーベッドを蚊帳または薄い布で覆う。

◆開放性のただれ、風邪、咽頭炎、結核、その他、感染性の病気がある人は、新生児や出産中の

女性に触れたり近づいたりしてはならない。

◆新生児は清潔な場所で、煙やほこりから遠ざけておく。

清潔

裸にしておく。

新生児を充分温かくしておくには、母親の体にぴったりつけることである。これは子どもが早め

に､あるいは非常に小さく生まれた場合は､特に重要である。ｐ４０５のく小さい乳児､早産の乳児、

体重の足りない乳児に対する特別な世話＞の項を参照。

子どもをしっかりくるむ。



給食

（p､１２ｏのく小さな子どものための最良の食事＞をも参照｡）

子どもにとって、母乳に勝る食物はない。母乳で育てられる子どもは、より健康で、より強く育

ち、死にかけることが少ない。その理由は次の通りである。

●生乳、缶詰め、粉ミルクなどのミルクのどれよりも、母乳には乳児が必要とするものがずつ

とバランスよく含まれている。

・母乳は清潔である。ことに瓶を用いて他の食物を与える場合は、子どもが下痢その他の病気

にかからないように充分な清潔さを保つのは、きわめて難しい。

●母乳の温度は、いつもちょうどよい。

●母乳には子どもが下痢、はしか、ポリオなどの病気にかからないようにする物質（抗体）が

含まれている。

母親は子どもが生まれたらすぐに母乳を与えるべきである。通常、最初の数日間、母乳の出は非

常に悪い。これは正常である。母親は頻繁に、少なくとも２時間ごとに、授乳を続けなければな

らない。子どもが吸うことによって､乳が出やすくなる。子どもが健康そうに見え､体重が増加し、

おむつが普通にぬれるようであれば、その母親の乳は充分に出ている。

子どもにとって最もよいのは、最初の６ヶ月間、母乳だけで育てられることである。その後

は、母親は母乳を与え続けつつ、他の栄蚕のある食品も与え始めなければならない(ｐｌ２２参照)。

ＨＩＶに感染している母親は、子どもが６ケ月になったら母乳をやめ、他の食物を与え始めなけれ

ばならない。

どうすればもっと母乳が出るようになるか

母親がすべきこと。

◆水分をたくさん摂る。

◆できるだけよく食べる｡特にカルシウムを多く含む食品(乳製品など)や､体を作る食品(ｐｌｌＯ

を参照)。

◆睡眠をたくさんとる。疲労や興雷を避ける。

◆もっと頻繁に、少なくとも２時間ごとに授乳する。

鴫乳瓶で育てられる子どもは、病気 母乳で育てられる子どものほうが

にかかりやすく、死にやすい。 健康である。
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新生児に薬を与える場合の注意

新生児にとって、危険な薬がたくさんある。新生児に対して使ってもよいことがはっきりしてい

る薬だけを、どうしても必要なときにだけ用いる。正しい投与量を確認し、過剰に与えない。たと

えば､クロラムフエニコールChloramphenicoIは､新生児には危険である。子どもが未熟児であっ

たり、標準体重未満（2ｋｇ以下）であったりする場合は、いっそう危険である。

新生児に薬を与えることが重要な場合もある。例えば、母親がＨＩＶに感染している子どもに

コトリモキサゾールCot｢imoxazoIeを与えることによって、子どもの健康を守ることができる。

ｐ３５８を参照。

■新生児の病気

新生児に何か問題はないか、病気はないかに注意し、気づいたら速やかに対処することが、非常

に重要である。

数日ないし数週間で大人を死亡させる病気は、

数時間のうちに新生児を死亡させる可能性がある。

生まれつきの病気(ｐ３１６をも参照）

この原因は、子どもが子宮の中で成長していく過程で何かよくないことがあったか、あるいは生

まれてくるときに損傷を受けたかによることがある。生まれたらすぐに注意深く子どもを調べる。

次のような症状がひとつでも見られる場合は、おそらく重大な、何かよくないことがある。

●生まれてすぐに呼吸しない場合。

●脈拍が感じられない、または聞こえない、あるいは１分間に１００以下の場合。

●呼吸し始めた後、体が白かったり、青かったり、黄色かったりする場合。

●腕や脚がぶらぶらしていて､自分から動かさなかったり､つままれても動いたりしない場合。

●ぶうぶういう呼吸音、または最初の１５分後に呼吸が困難な場合。

これらの問題のいくつかは、誕生時に脳に損傷を負ったために起こっている可能性がある。感染

のせいであることはほとんどない（誕生の２４時間より前に破水した場合を除く)。普通の薬はお

そらく役立たない。新生児を温かくしておく。暑すぎてはいけない（P､270を参照)。医療従事者

の助けを得るようにする。

新生児が血を吐いたりまたは血便をする場合、あるいはあざがたくさん広がっている場合は、ビ

タミンＫが必要だろう（p､394を参照)。

最初の２日間に新生児が排尿または排便しない場合にも、医療従事者の助けを求める。

新生児誕生後（最初の数日または数週間）に起こる問題
1．へそ（へその緒）が化麗したりまたは悪臭がしたりするのは危険な症状である。破傷風の初

期症状（Ｐｌ８２）または血液の細菌感染（p,275）がないか注視する。へその緒をアルコー

ルに浸し、空気にさらしておく。へその周りの皮麗が熱く赤くなる場合は、アンピシリン

AmPicillin（ｐＢ５３)、またはベニシリンPeniciIIinとストレプトマイシンＳｔ｢eptomycin

（p,354）で手当てする。



２．体温が低い(35℃以下)場合も高熱の場合も､感染の症状である可能性がある｡高熱(３９℃以_とノ

は、新生児にとって危険である。衣服をすべて取り去り、ｐ,７６に示したようにして、水（冷

たくない)を含ませたスポンジで体をぬぐう。また､脱水の症状がないか探す(ｐｌ５１を参照)。

これらの症状が見つかった場合は、母乳と、水分補給飲料も与える（p､１５２を参照)。

３発作（ひきつけ、けいれん、ｐ,１７８を参照)。新生児に熱もある場合は、上に述べたように手

当てする。脱水がないかどうか必ず調べる。生まれた日に始まる発作は、出生時に脳が損傷

したために起こる。発作が数日後に始まる場合は、破傷風（ｐｌ８２）または髄膜炎（ｐｌ８５）

の症状を、注意深く探す。

４．新生児の体重が増えてこない。最初の数日の間、ほとんどの新生児はほんの少し体重が減る。

これは正常である。第１週の後、健康な新生児は一週間に２００ｇずつ体重が増加するはずで

ある。２週間以内に、健康な子どもは生まれたときの体重にならなければならない。体重が増

えない場合、あるいは減る場合は、何かがよくない。その子どもは生まれたとき健康そうに見

えただろうか？たくさん乳を飲んでいるだろうか？感染、その他の病気の症状がないか、注意

深く診察する。原因を発見できず､症状を改善することができない場合は､医学的助けを求める。

5．おう吐。健康な乳児がげっぷをする（乳と一緒に飲み込んだ空気を

吐き出す）と、乳も出てくることがある。これは正常である。授乳

のあとは、図のように母親の肩にもたせかけるように抱いて、背中

をそっとたたいて､げっぷが出やすいようにしてやる｡～L
授乳の後子どもを寝かせるとおう吐する場合は、授乳のたびにその

後しばらく、座らせてみる。

f悪』

、．，

~申･

授乳の後はげっぷ

をさせる

激しくおう吐する場合、あるいは体重が減ったり脱水したりするほ

どたびたび多函におう吐する場合は、病気である。下痢もしている

なら､おそらく腸の感染症だろう(ｐｌ５７)・血液の細菌感染(次べ－

ジを参照)、髄膜炎（p､185)、その他の感染症もおう吐をひき起こす。

吐物が黄色または緑色の場合は、腸閉塞かもしれない（p,９４)。こと｜

れていたり、排便がなかったりする場合は、その可能性がある。直ちＩ

行く。

ことに子どもの腹が非常に膨

直ちに保健センターに連れて

６．子どもが乳をよく吸わなくなる。４時間以上たっても子どもが乳を飲もうとしない場合、こと

に眠そうだったり具合が悪そうだったりする場合、あるいは泣き方や動き方がいつもと違う場

合は、危険な症状である。このような症状を示す病気はたくさんあるが、生まれて２週間の新

生児において最もよく見られ､かつ危険な原因は､血液の細菌感染（次からの２ページを参照）

と破傷風（p､182）である。

新生児が生まれて２－５日の間に乳を飲まなくなれば、

血液の細菌感染かもしれない。

新生児が生まれて５－１５日の間に乳を飲まなくなれば、

破傷風かもしれない。

２７３
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新生児が乳を吸わなくなったり、病気のように見えたりする場合

第３章で説明したように、注意深く徹底的に子どもを診察する。次の点に注意して調べる。

●呼吸困難かどうかに気をつける。鼻が詰まっている場合は､ｐｌ６４に示した方法で吸い出す。

呼吸が速い（１分間に５０回以上)、青ざめている、ぶうぶう音をさせながら息をする、両胸

の肋骨の間の皮膚が呼吸をすると引っ込む、などは肺炎の症状である（p､171)。小さな子ど

もは肺炎でも咳をしないことが多い。肺炎の一般的な症状が何もないこともある。肺炎が疑

われる場合は、血液の細菌感染に対するように手当てする（次ページを参照)。

●新生児の皮層の色に注目する。

唇と顔が青い場合は、肺炎（または心臓病その他生まれつきの病気）を考える。

生まれた日、あるいは５日後以降に顔と白目が黄色くなり始める場合（黄痘）は危険であ

る。医療従事者の助けを得る。２－５日の間にいくぶん黄色いのは、通常、それほど深刻で

はない。母乳をたくさん飲ませる。必要なら､スプーンを用いる。新生児の衣服を全部脱がせ、

窓際の明るい日差しの中に寝かせる（直射日光はいけない)。

●頭の頂上の柔らかい点（泉門）に触ってみる。ｐ,９を参照。

軟らかい点が

くぼんでいる

場合は、新生

児は脱水して

いるだろう。

重要騒項：新生児が髄膜炎であり、同時に脱水状態でもある場合は、軟らかい点は正常であるよう

に感じられるだろう。脱水（p,151）と髄膜炎（Ｐｌ８５）の両方について､その他の症状がないか、

必ずよく調べる。

●新生児の動きと顔の表慣を注視する。

霞
体の硬さや奇妙な動きは、破傷風、髄膜炎、または誕生時や発熱

による脳の損傷の症状かもしれない。体に触られたり動かされた

りしたときに、顔と体の筋肉が突然ぴんと張る場合は、破傷風

に違いない。あごが開くかどうかを見て、ひざの反射を調べる

(p,183)。



新生児が突然激しい動きをしたときに、眼がぎよるつと回転したりぴくぴくしたりする場合は、

おそらく破傷風ではない。そのようなひきつけは、髄膜炎が原因かもしれないが、もっと普通には

脱水や高熱によって起こる。新生児の頭をひざの間に持っていくことができるか？体が固すぎてで

きない場合、あるいは痛がって泣き出す場合は、おそらく髄膜炎である（ｐｌＢ５)。

●血液の細菌感染の症状をさがす。

血液の細菌感染（敗血症）

新生児は感染に対して充分にたたかえない。従って、誕生のときに皮膚やへその緒から侵入した

細菌が､血液中に入り、全身に広がることがしばしばある。これには１両日かかるので､敗血症は、

生まれて２日目に起こるのが最も普通である。

』膳捌j：

新生児の感染の症状は、年長の子どものものとは違っている。新生児では、ほとんどすべての症

状が血液の重い感染から来ている。次のような症状がありうる。

●乳をよく吸わない●腹が膨れている

●非常に眠そうにしている●皮膚が黄色い（黄痘）

●非常 に 青 白い（貧血）●ひきつけ、けいれん

●おう吐または下痢●青黒くな る

●発熱または低体温(３５度以下)。

これらの症状はいずれも、敗血症以外のものでも起こりうるが、新生児にこれらの症状が同時に

いくつも見られる場合は、敗血症であると考えられる。

新生児は重い感染のときに、いつも熱が出るとは限らない。体温は高いことも、低いことも、正

常なこともある。

新生婚に敗血症の疑【,)がもたれる場合の誤当て｡．

◆１２５ｍｇのアンピシリンAmpiciIlin(p,353)を１日３回注射する。あるいは１５０ｍｇ(２５

万ユニット）の結晶ペニシリンPenicillin（p､353）を１日３回注射する。

◆できれば、カナマイシンKanamycin（p､359）またはストレプトマイシンＳｔ｢eptomycin

（p,354）も注射する。２５ｍｇのカナマイシンKanamycinを１日２回与える。あるいは

新生児の体重１キログラムにつき２０ｍｇのストレプトマイシンＳｔ｢eptomycin（3ｋｇの新

生児なら６０ｍｇ）を１日１回与える。これらの薬はいずれも、与えすぎないように充分注

意する！

◆新生児が充分に水分をとるように気をつける。スプーンで母乳を与える。必要な場合は、水

分補給飲料も与える（P,１５２を参照)。

◆医療従事者の助けを得るよう試みる。

新生児の感染は認識するのが困難なことがある。発熱がないことが多い。

できれば医療従事者の助けを得る。不可能な場合は、上に述べた方法で、

アンピシリンAmpicilIinを用いて手当てする｡アンピシリンAmpiciIIinは、
新生児にとって最も安全かつ有用な抗生物質のひとつである。 虜

275



276

■出産後の母親の健康

食事と清潔

第１１章で説明したように、子どもを生んだ後の母親は、手に入るあらゆる楓類の栄養のある食

品を食べてよいし､またそうするべきである｡避ける必要のある食物などひとつもない｡母親にとっ

て特によい食品は、ミルク、チーズ、鶏肉、卵、肉、魚、くだもの、野菜、穀物、豆類、ピーナツ

などである。トウモロコシと豆しかない場合は、毎食にこれらを一緒に食べるべきである。よい食

事は、母親の母乳を出やすくする。

母親は出産後数日以内に､水浴びしてよいし､また､すべきである｡最初の週は､水に浸からずに､ぬ

れたタオルで拭き清めるほうがよい｡出産後の水浴びが害を及ぼすことはない｡実際､何日も水浴びし

なかった人の場合は､皮膚が不健康になり､子どもを病気にしてしまうような感染症にかかるだろう。

出産後、数日間から数週間もの間、母親は次のようにすべきである。

栄養のあるものを食べる、そして定期的に正しく水浴びする。

索,雷琶

~

さんじよくねつ

産縛熱（出産後の感染）

母親は出産後に発熱したり感染したりすることがあるが、これは往々にして、助産師が何もかも

を渦潔に保つということに充分に気を配らなかったり、母親の体内に手を入れたりしたためである

ことによる。

産綱熱の症淡段寒気または発熱、頭痛または背中の下部の痛み、時には腹痛、悪臭がしたり血液が

混じったりする、睦からのおりもの。

妻当て；

３種類の薬を与える：アンピシリンAmpicillinを初回に２９､その後､１９を１日４回注射する。

そして、ゲンタマイシンGentamicin80mgを１日３回注射する。また、メトロニダゾール経

口薬500ｍｇを１日３回飲ませる。熱が下がって２日過ぎるまでこれらの薬を与え続ける。

産褐熱は非常に危険である可能性がある｡母親が翌日に回復し始めない場合は､医痕従事者の助け

を得る。



次に手を前に向かっ

て勤かして絞る。

■授乳および乳房の手入れ

乳房の手入れをよくすることは、母親と子どもの両方にとって大切である。授乳は出産直後に始

めるべきである。子どもはすぐに母乳を吸いたがったり、乳首をなめたがったり、抱きしめられた

がるだろう。母乳が出始めるのを助けるので、子どもが吸うよう促す。また．こうすることは子宮

が収縮するのを助けるので、後産がすぐに出るようになる。最初の母乳はとろみのある黄色い液体

である（初乳と呼ばれる)。初乳は新生児の感染を防ぐために必要なすべてのものを含み、たんぱ

く質に富んでいる。この初乳は新生児のために、非常によい。従って、

乳を搾り出すため乳首を後

から押す。

母乳は早めに与え始める。
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できるだけすぐに子どもに乳房をあてがう。

普通は、新生児が必要なだけの母乳が出る。子どもが飲みつくしてしまえば、もっとたくさん出

るようになる。子どもが飲み残せば、少ししか出なくなる。子どもが病気になって、吸わなくなれ

ば、数日後に母乳は出なくなる。よって、子どもが再び吸えるようになって、母乳の今蹴を必要と

するようになったときに髄が足りなくなるだろう。従って、

通常の水浴びで乳房は潤潔に保たれているだろう。子どもに乳を与えるたびに乳房や乳首をわざ

わざ洗う必要はない。せっけんは用いない。皮膚を荒らし、乳頭炎と感染を起こすかもしれない。

子どもが病気になって母乳をたくさん吸えなくなっても、

母親は手で乳を搾って、

母乳がたくさん出続けるようにすることが大切である。

手で乳を搾る方法

吸えないほど弱い子どもには、母乳を手で搾り出して、スプーンまたは点滴器を使って与える。

乳房をこのように頚から

支え持つ。

型(壷２

子どもが乳を吸わなくなったときに乳を搾っておくことが大切であるもうひとつの理由は、こう

すれば乳房が張りすぎるのをおさえられるからである。乳房はいつぱいになりすぎると痛む。痛い

ほどいっぱいになった乳房は、膿湯になりやすい。また乳房がいっぱいになっていると、吸うのが

難しいかもしれない。

４

一
｛

灘



２７８

授乳時に子どもが乳首と乳房の一部を口に入れるのではなく、 乳首

鐘

乳首のただれ、ひび割れ

乳首のただれやひび割れは、授乳時に子どもが乳首と

だけを吸う場合に進行する。

与E当て：

たとえ痛くても、授乳を続けることが大切であ

る。乳首のただれを防ぐためには､授乳は頻繁に、

子どもが吸いたがるだけの時間吸わせて、子ども

が乳房をできるだけ大きく口の中に入れるように

気をつける。授乳のたびに子どもの付置を変える一ヶ
のもよい。

片方の乳首だけがただれているのであれば、まずただ

れている乳首を吸わせるようにする。子どもが吸い終わ

る乳首に塗ってさする。乳首を衣類で覆う前に、乳汁を

助ける。乳首から多量の血液や膿がしみ出している場合

乳首だけがただれているのであれば、まずただれていない方から吸わせて、その次にただ

乳首を吸わせるようにする。子どもが吸い終わったら、乳汁を少し搾り出してただれてい

塗ってさする。乳首を衣類で覆う前に、乳汁を乾かしておくこと。乳汁は乳首が治るのを

乳首から多量の血液や膿がしみ出している場合は、乳首が治るまで、手で乳を搾る。

乳房の痛み

乳房の痛みは、ただれた乳首や、非常に張って固くなっている乳房のせいで起こる。頻繁に授乳

して、ベッドで休み、多厘の水分をとるようにすれば、痛みは一両日中におさまる。通常、抗生物

質は必要ないが、次節を参照すること。

乳房の感染（乳腺炎）と膿潟

乳房の痛み、乳首のただれやひび割れは、感染や腰湯（腿の袋）に進行する

可能性がある。

』定》f：

●乳房の部分が熱く、赤く、腫れて、非常に痛い。

●発熱または悪寒。

●わきの下のリンパ節が炎症を起こして腫れることが多い。

●重い膿揚は、破れて膿が流れ出すことがある。

与昌当て：

◆膿癌になった乳房からの授乳を続けるなり、手で乳を搾るなり、どちらか痛みの少ない方法

で頻繁に授乳を続ける。

◆休息して多塁の水分をとる。

◆毎回授乳の前に、ただれた乳房に１５分間温湿布をする。授乳と授乳の間には痛みを和らげ

るために、冷湿布をする。

◆子どもが乳を吸っている間、ただれた乳房を穏やかにマッサージする。

◆痛みにはアセトアミノフェンAcetaminophen(p,380)を用いる。

◆抗生物質を用いる。ジクロキサシリンDicloxacillinが最もよい（p,351)。７日間毎日４

回、１回につき500ｍｇを口から飲む。ペニシリンPenicillin（ｐ351)、アンピシリン

AmpicilIin（ｐ353)、工リスロマイシンＥ｢yth｢omycin(p355)を用いてもよい。

ﾗ弓防：

乳首がひび割れないようにし（上記を参照)、乳房をいっぱいにしすぎない。



授乳中の母親の乳房にある痛くて熱い塊は、おそらく膿癌（感染）であるｃ

痛まない乳房の塊は、がんまたは蕊胞かもしれない。

乳がん

ほとんどの女性は乳房にいくつかの小さなかたまりがある。かたまりは大きさ、形がそれぞれ違

い、月経時に触れると痛む。自然になくならないかたまりは乳がんの症状であることがある。治療

が成功するかどうかは、がんの可能性がある最初の症状を見つけて直ちに医学的な処置をするかど

うかにかかっている。通常は、外科手術が必要である。

乳かんの症状：

●乳房の自己診断でかたまりを感じる

●あるいは乳房に、異常なへこみ、ま

またはオレンジの皮のような微小な

●わきの下に大きいが痛くないリンパ

●かたまりは少しずつ大きくなる。

●通常、はじめは痛くも熱くもない。

ろう。

乳房を自分で調べる方法

女'性はみな、がんの可能性のある症状を見つけるため

に、自分で乳房を調べる方法を学ばなければならない。

毎月１回調べるべきである。月経が始まってから１０日

目に行うのが望ましい。

◇鏡を使って、両方の乳房の大きさや形に何か新しい過

いが生じていないかどうか、注意深く調べる。上記の

症状をひとつずつ探してみる。

◇枕またはたたんだ毛布を背中の下において仰向けに

なり、指の腹で乳房に触ってみる。乳房を押さえて、

指先を下に向けて滑らせる。乳首の辺りから始めて、

乳房全体とわきの下の上部まで調べる。

◇乳首をしごいてみる。血液または鯉が出る場合は，

医学的助けを得る。

ー

′、

滑らかでゴムのような手触りで、押すと皮膚の下で肋くかたまりは、心配することはない。しか

し、かたまりが硬く、でこぽこしていて痛みがなく、押しても動かない場合は、医療従頚者の助言

を得る。がんではないかたまりも多いが、早めに発見することが重要である。

四ZＩ９



子宮外妊娠

■下腹部のかたまりまたはでき物

当然ながら、もっとも普通のかたまりは、胎児の正常な発達に

よる｡異常なしこり､またはかたまりには､次のような原因がある。

●蕊砲すなわち液体による腫れ。卵巣に多い。

●胎児がたまたま子宮の外で発育し始めたため(子宮外妊娠)。

●がん。

ときに胎児が子宮の外の､卵巣から来る

管の一方の中で発生し始めることがあ

る。
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通常、これら３つの場合はどれも、はじめは痛みがないかあ

るいは軽い不快感がある程度であるが、やがて非常に痛くなる。

どの場合も医学的に注視していなければならない。通常、外科手

大きくなるかたまりに気づいた場合は、医療従事者の助言を求め

ならない。通常、外科手術をする。

医療従事者の助言を求める。

何か異常な、しだいに

子宮のがん

子宮、子宮頚（子宮の首)、卵巣のがんは、４０歳以上の女性にきわめてよく見られる。最初の

症状は員功または説明のつかない出血である。やがて腹部に不快な、あるいは痛いかたまりを感じ

るようになる。

始まったばかりの子宮頚のがんを見つけるには、パップスメア（パパニコラ法子宮頚部細胞診）

という特別な検査方法がある。入手可能であれば、２０歳以上の女性はみな、１年に１回ずつこの

検査を受けてみるべきである。別の方法は、「目視検査」と呼ばれるもので、頚部に酢溶液を塗る。

もし、細胞組織が白く変化する場合は、更なる検査もしくは治療を必要とする。

最初にがんが疑われた時点で、医療従事者の助けを求める。

陰
の

胆
外
腔

子宮

常に
妊娠の症状とともに､異常な出血およ

び､下腹部のひどいけいれんと子宮の外

に痛い塊があるかもしれない。
卵巣

卵巣

きる 子宮外で形成され始めた胎児は､生きら

れない｡子宮外妊娠は病院での外科手術

が必要である｡この問題が疑われる喝合

は､すぐに医療従事者の助言を求める。

いつ危険な出血が起こるとも知れない

からである。


