
アトピーやあせも、虫刺され、すり傷などを手で触ったりかいたりすると、
皮膚の表面に複数の細菌が付着して繁殖し、皮膚がただれたり、水ぶく
れになったり、かさぶたになったりします。黄色ブドウ球菌は高温多湿を好
むため、夏になると流行します。 

 患部を触った手で体の他の場所に触れると、感染がさらに広がります。
ガーゼなどで覆って、患部に直接触れないようにしましょう。状態がひどい
場合は、医療機関に相談することで、内服の抗生物質を処方してもらう場
合もあります。子どもの間で感染しやすいので、家庭でもタオルの共有や、
兄弟との入浴は控えるようにしましょう。虫刺されやすり傷などは放置せ
ず、しっかりと消毒をして清潔にし、とびひにならないよう注意が必要です。 

とびひにならないための予防法！ 
 
・汗をかいたらこまめに着替える 
・爪は短く切る 
・毎日シャワーを浴びて体を清潔に保つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｎｏ．76 

 

令和 

4 年  

8 月 

 

とびひ 

寝冷えに 
気を付けましょう 

クーラーを使用する時期となり、冷やし過ぎなど

による寝冷えが増えています。クーラーや扇風機は

様子を見ながら止めるようにしましょう。また、パジャ

マは汗を吸収しやすい綿やタオル地の物を着せ、

上着はズボンの中に入れます。寝る時は、お腹にタ

オルケットなどをかけましょう。 

大人の体は７割近くが水分です。乳幼児はさらにその割合が増

え、生まれたばかりの乳児だと、なんと８割近くになります。その分、

失われる水分量も多く、こまめな水分補給が必要になります。 

●いつ飲ませればいいの？ 
起床時、就寝前、運動の前後、入浴前後など、汗をか
く前と後に飲ませるのがよいでしょう。 

●どのくらいの量がよい？ 
一度に大量を与えるのは避け、コップ１杯程度の量をこ
まめに与えましょう。 

●何を飲ませればよい？ 
病気にかかっていなければ白湯や麦茶などがよいでしょ
う。糖分の多いジュースや、消化に時間のかかる牛乳、
硬度の高いミネラルウォーターは、水分補給という点で
はあまり適しません。失われた電解質を補充する時は、
経口補水液が役立ちます。 

首がしっかりと座って離乳食を

始める準備ができるようになった

ら、スプーンを使って、白湯など

を少しずつ与えてみましょう。 

水分補給 

乳児への水分
 

Ｑ＆Ａ 

～すくすくハウスの 1 コマ～ 

 「今日は良い天気やな～」「暑くなりそう・・・」と窓から外 

の様子を見た T 君。「こんな暑い日やとアイスが食べたく 

なるよね」と話を続けると「僕は、チョコがいいな」と隣にい 

た H 君。じゃあ、アイス作ろうかと誘うと、「うん！」と嬉しそ 

に机に座り、色マジックやシールを貼っていました。 

「このアイスは何の味？」と 

尋ねると、「ぶどう！」「メロ 

ン！」「いちご！」と答えてく 

れました。暑い時期には、 

アイスが恋しくなりますよね。 

暑い日が続くようになり、熱中症が心配な時期となりました。子ども達は暑さの中でも夢中で遊ぶので、水分の補給には十分に気

を配りましょう。水遊びが気持ちいい時期ですが、日焼け止めやラッシュガードの着用などで対策を行うといいですね。また、アデノウイルス

が原因で引き起こるプール熱には注意です。感染してしまった場合は、タオルの共有を避け、家族内での感染も防いでいきましょう。 

夏本番です。子どもたちにとっては待ちに待った夏休みですね。 

オミクロン株 BA5 によると思われる感染症の感染爆発が治まり 

ませんが、なんとか工夫して楽しい夏の思い出を残してあげたい 

ところです。当院は引き続き小児用コロナワクチン接種（成人用 

ワクチンも 8 月一杯は）やってます。 

右の QR コードからご予約お願いします。 

 

新型コロナウイルス感染症 先月は 163 名。ほとんどが軽症で熱も 1～2 日、食欲も普通だ

ったりして点滴したり入院になったケースはありませんでした。お子さんの新型コロナ感染

症は大抵軽くすむようですが、感染すると重症化する高齢者や基礎疾患のある方に感染

させないよう気を付けましょう。 

手足口病  先月は 85 名。今年の手足口病は最初に熱がでて後から発疹のことが多いみた

いです。原因ウイルスは、コクサッキーA 群・B 群ウイルス、エコーウイルスなどです。学

校・保育園には熱がなく元気で食べれるようになれば行って構いません。 

アデノウイルス感染症 先月は 4 名。結膜炎なしで高熱が続くタイプのアデノが流行してるみ

たいです。 

胃腸炎  先月は 27 名。嘔吐・発熱はなく２～３日便がゆるくなる程度の胃腸炎が多いようで

す。ノロウイルスやロタウイルスによるものではなさそうです。 

RS ウイルス感染症 先月は 13 名。昨年大流行しましたが、今現在は福井市内の保育園で

再流行してるようです。去年かかっていても今年また感染した例も少なくありません。2 才

未満のお子さんにとって感染した時の重症度は RS ウイルス＞新型コロナウイルスですの

で要注意です。 

ヒトメタニューモウイルス感染症 先月は 1 名。福井県ではまだ流行してませんが、山陰・丹

後地方で流行してるらしいです。 

ヘルパンギーナ 先月は 1 名。             溶連菌感染症 先月は 1 名。 

水痘 先月は発生なし。                  伝染性紅斑 先月は発生なし。 

マイコプラズマ感染症 先月は発生なし。       百日咳 先月は発生なし。 

麻しん・風しん 妊娠適齢期の方、風しんにかかったことのない方、風しんの予防接種を受け

ていない方（３０代から５０代の方）は抗体検査のうえ予防接種をお勧めします。 

おたふくかぜ 先月は発生なし。 

-------------------------------------------------------------------- 

つちだ小児科「アイチケット」のサイトは「丸岡町近郊の子どもの感染症」をお届けしていま

す。感染症情報に加えて、感染予防対策についても書いているので一度覗いてみて下さい。 

お盆休みのお知らせ 
８月 12 日（金）～15 日（月）まで 

すくすくハウスはお休みさせていただきます。 
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