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スーパードクター

子育て

season
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する
小児科 中野教授とお伝え

役立つ子育て情報！
スーパードクター

③ 絶食させて腸を休ませる

② 点滴が必須

① 下痢止めを使う

どの対処法が正しいでしょう？

かかって下痢の症状が出たときは︑次の

田中先生 万が一︑ウイルス性 胃 腸 炎に

できます︒
水1ℓに対して︑
塩2・6g
︵小さじ

でも良いですし︑
家庭でも簡単に作ることが

ことが大切です︒経口補水液は市販のもの

茶ではなく︑
塩分と糖分を含む水分である

ます︒
効率よく水分を補給するには︑
水やお

水分を摂ることで点滴と同じ効果が得られ

田中先生 症状が強くない場合は︑
口から

症状に対しては
最新の情報をもとに
正しく対処しましょう

④ 水分補給はお茶が良い

︵大
2分の1︶
︑
砂糖 g

小児科／ 中野 貴司 教授

専門医・指導医
日本小児科学会専門医・指導医／日本感染症学会専門医・指導医／ICD制度協議会認定インフェクションコント
ロールドクター
（ICD）／国際渡航医学会 渡航医学専門医／臨床研修指導医

専門領域 小児科、
感染症、
予防接種、
国際保健

今回のテーマ

お子さんの病気でよくあるのがウイルス性胃腸炎です。集団生活の中では感染を防ぎ
切れない厄介な病気ですが、
かかったときの適切な対処が、
さらなる流行を食い止める
ことにつながります。
先月号に引き続き、
小児科の田中先生に詳しく教えていただきました。

胃腸炎の予防と治療

鎌徳ママ・紗蘭ちゃん（7歳）
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金光ママ・由梨奈ちゃん（2歳）

今回のアドバイザー

■ 専門医・指導医 日本小児科学会小児科専門医／国際渡航医学会渡航医学専門医／日本旅行医学会認定医／
臨床研修指導医／ＪＡＴＥＣプロバイダー／小児Ｉ
ＴＬＳプロバイダー／ＮＣＰＲプロバイダー
■専門領域

小児感染症、
アレルギー、旅行医学、国際保健

ノロやロタウイルスなどに
よる胃腸炎を予防する
には？

田中先生 冬はもちろん︑春 先 もウイ

ルス性の胃 腸 炎の流 行 期です︒小さな

お子さんの嘔 吐・下 痢の症 状で困った

ことはありませんか？

有岡ママ 一人がかかると兄 弟にもうつ

るのか心配です︒

田中先生 有 料 の 任 意 接 種 になりま

すが︑予 防 接 種で 感 染 をある 程 度 防

ぐことはできます ︒特に︑小 さなお子

有岡ママ・凜成くん（6歳）
琉愛ちゃん（4歳）
・湊翔くん（5か月）

さんにとって ︑
ロタウイルスは 重 症 化

す ると 大 変 な 病 気

です︒任 意とはいえ︑

医 学 的に重 要 度が

〒700-8505 岡山市北区中山下2-6-1 TEL.086-225-2111
https://g.kawasaki-m.ac.jp

高いワクチンで すの

川崎医科大学 総合医療センター

で︑
かかりつけ医と相

<参考> 過去の動画をまとめたサイトもあります。
「動画で解説！知ってなっ得！感染症の予防」 http: //kansensho.jp/pc/ind/sitte̲nattoku/

談の上 ︑検 討してください︒
ロタウイル

で 検索

た か あ き

孝明 講師

スワクチンは︑注 射ではな く口から飲

BS日テレ、広島テレビで放送されている
「知ってなっ得！ 感染症予防」の 発疹をともなう感染症（2016年7月
放送）、 発熱をともなう感染症（2016年11月放送）、 咳をともなう感染症（2017年2月放送）
に中野教授が
出演されました。
残念ながらWebで公開されている動画では中野教授の出演部分は見られませんが、
感染症の予防に
関する知識・情報がもりだくさんです。
ぜひ、
ご覧ください。
〈全国放送〉
BS日テレ／
〈エリア放送〉
広島テレビ

ココが
！
ポイント

つらい嘔吐・下痢の症状をもた
らすロタウイルスですが︑予 防
には任意接種のワクチンがあり
ます︒

テレビに
出演されました！

『発疹をともなう感染症』
『発熱をともなう感染症』
『咳をともなう感染症』

広島テレビ 知ってなっ得

た な か

小児科／ 田中

planning@hughug.co.jp）
にてお問い合わせください。

KAWASAKI NEWS

【URL】http://www.htv.jp/kansensho/index.html

15階 屋上庭園にて

むワクチンです︒

スーパードクター&アドバイザーに直接質問したいパパ・ママ募集！ 詳しくはメール（

知っておきたい
経口補水液の作り方と
嘔吐物処理

さじ4・5杯︶
が目安で

す︒
飲みやすくするため

にレモン果 汁などをプ

ラスしても良いですね︒

金光ママ とてもシンプルですね︒

田中先生 また︑吐いたものを 処 理 する

ときは︑手袋やビニール袋を使って直接嘔

吐物に触れないように気をつけましょう︒

消毒には塩素系
︵次亜塩素酸ナトリウム︶

⑤ ミルクは薄めて飲ませる

鎌徳ママ 私 が 嘔 吐・

下 痢の症 状になった

ときは 絶 食していま

すが︑
子どもの場合は

どうなんでしょう？

年以

田中先生 ちょっと難しかったでしょう

か︒答えは全 部×です ︒どれも

上 前 はよ く 行われていたことですが︑

研究が進み随分と変わりました︒自己

の洗剤が役立ちます︒
水500㎖に対して

㎖
︵キャップ2杯︶
が目安です︒

有岡ママ アルコールではなく︑
塩素系を使

これからの時期は︑食中毒にも注
意が必要です︒
嘔吐・下痢の症状が
出たときは早めに受診しましょう︒

うのがポイントですね︒
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判 断ではなく ︑正しい対 処 法をかかり

つけ医に確認しましょう︒

脱水症状が見られるときは︑市
販の経口補水液が役立ちます︒
自 宅でも 作ることができるの
で︑作り方︵本文中参照︶
を知っ
ておくと何かと重宝します︒
ココが
！
ポイント
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Kawasaki
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小児科のスーパードクター・中野先生が、子どもの健康管理や病気にまつわる
知識、子育て情報を紹介。
パパ・ママの不安や悩みを解消します。

今回お集まりいただいたのは、
5か月から7歳のお子さんをお持ちの
ママたち。
「ウイルス性胃腸炎」
について、実際に嘔吐物処理の
デモンストレーションも交えて田中先生に詳しく教えていただきました。
ココが
！
ポイント

川崎医科大学
総合医療センター

