
おじいちゃん、おばあちゃんが孫育てに戸惑いを感じた時に
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ガイドブック

ま ご い く

地域において子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、
子育ての相互援助活動を行っている会員組織。

援助活動の例　■保育施設への送り迎え　■保育施設の時間外や、学校の放課後などに子どもを預かる　■保護者が買い
物など外出の際、子どもを預かる　■保護者の病気や冠婚葬祭などの急用時に子どもを預かる　■病児・病後児預かり　等



NPO法人ラサーナ

　核家族化、無縁化が進んでいる現代、子育ては“孤育て”とも言われるほ
ど、おじいちゃん・おばあちゃんが子育てしていた時代と育児環境は変化し
ています。そんな中、おじいちゃん・おばあちゃんが子育てに関わるのはとっ
ても大切なこと。

　しかしながら、時代と共に変わっていく子育て論。「食べ物は親が噛み砕
いて食べさせる」「母乳の出を良くするにはお赤飯」「抱っこのしすぎは抱き
癖が付く」など、昔はあたりまえでも今では考えられない様な情報差に互い
に困惑しているのも現実です。

　昔の良いところ、今の良いところを取り入れた、子どもの幸せを一番に願
う子育て情報があれば、家族はもっと幸せになれる。そんな想いから育児の
今昔差を解消する孫育ガイドブックを作成することとなりました。

　この孫育ガイドブックを通じて、おじいちゃん・おばあちゃんが子育ての主
体であるパパ・ママを力強くサポートし、お孫さんにとっての息抜きの場とな
り、また地域の子育てにも意欲的に参加いただけることを願っております。
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「食べ物は親が噛み砕いて食べさせる」「母乳の出を良くするには
お赤飯」など、イマドキママには「ありえない」昔の子育て常識。時
代と共に変わりゆく子育て論の今昔差を解消し、育児の最大のサ
ポーターであるおじいちゃん・おばあちゃんが孫育にスムーズに
携われるように、イマドキママのエピソードとイマドキじじ・ばばの
知りたいをＱ＆Aでお答えします。

アドバイザー
助産師・鈴木香代子さん

子育て今昔ものがたり
～イマドキの子育てを知る！～

急な発熱、どうしたらいいの？ 薬の上手な飲ませ方って？

イマドキじじ・ばばの知りたい
２児のママとして仕
事と子育てを両立す
るワーキングママ

初めてのおんぶ、初めての遊
園地など、子どもの【初めて体

験】には最初に立ち会いたいのに、
祖父母に先を越されて、悲しい気持
ちになりました。

『お散歩、遊園地、離乳食作り』等、パパ・ママが最
初に見届けたい、我が子の【初めて体験】は、挙げ

たらキリがありません。かわいいお孫さんにしてあげた
いことはたくさんあるかとは思いますが、親子の【初めて
体験】をそっと見守ってあげましょう。

孫がかわいいのは分かるけ
ど、突然の来訪は…。寝かしつ

けたばかりの子どもが起きてしまっ
たり、身支度が整っていない時など、
本当に困ります。

赤ちゃん時代の育児は、授乳するママにとって1日
があっという間です。オムツをかえて、授乳して、寝

かしつけて…と、まとめて寝られる時間は2時間くらい、な
んてことも珍しくありません。ママの体調を考えて、事前
に連絡してから訪問するといいですね。

祖父母が子どもに服やおもちゃ
などを買ってくれるのですが、趣

味が合わなかったり、与えたくないも
のだったり…。どうしたら良いですか。

赤ちゃんや子ども服って、ちょうどいいサイズや着せや
すさ等、デザインが様々です。表示月齢とサイズが赤

ちゃんに合わなかったり、好みの問題もありますしね。おもちゃ
も多種多様です。パパ・ママと一緒に買い物に行ったり、どん
なものがいいのか聞いてみるとうまくいくかもしれません。

乳幼児はお昼寝から覚めた時や、夕方などに熱を出すこ
とが多いもの。ほとんどの熱は様子をみていて大丈夫。
慌てずにお子さんの様子を観察してください。ただし、生
後3ヵ月未満の乳児に38℃以上の熱がある、脱水症状
がある、嘔吐・下痢を繰り返す、けいれん、あやしても笑
わない等の症状がある場合は早めに受診しましょう。

粉薬や液体の薬の場合、ヨーグルトやゼリ
ー、ジュースなどに混ぜてみてはいかがでし
ょう？　それでも嫌がる時には、薬を少量の
水で溶いてスポイトで飲ませる方法や、粉
薬を少量の水で固まりにして頬の内側に塗
ってみるのもおすすめです。

反抗期は、育児成功の証？
一般的に反抗期は、3歳前後、小学
校入学前後、思春期と言われていま
す。親を信じ、安心しているからこそ子
どもは反抗できるもの。大人は、反抗
期の次にやってくる成長期を楽し
みに、子どもの逃げ場をとっておく
余裕がほしいものですね。

母は私と自分の子育ての違い
をあれこれ言って、最終的に

は自分の育て方が正しいと言い張っ
て困ります。

新米ママは、心配事が多く、自信もありません。お孫
さんを想うことと同じくらい、ママが元気で明るく過ご

せるような言葉掛けをしてあげることが大切です。ママが
前向きな姿でいられるかどうかは、周りのサポートによるも
のも大きいでしょう。他との比較はＮＧとお考えください。

娘は赤ちゃんが泣くたびに
抱っこをします。「抱き癖が付

くから」と注意したところ、「そんなの
は昔の話でしょ」と言われます。本当
ですか？

赤ちゃんは抱っこが大好きです。抱っこをたくさんし
たからといって抱き癖がつくことはありません。反対

に、泣いている赤ちゃんを抱っこしないでいるともっと泣く
と思います。赤ちゃんはママの温もりに包まれるとホッと
することでしょう。抱っこはたくさんしてあげてください。

赤ちゃんに対して絶対にしては
いけないことってありますか？

赤ちゃんをかわいがる時に、生命に関わること以外に
NGはありませんが、喫煙による副流煙には配慮が必

要です。また、アレルギーへの注意についても、パパやママと
よく話しておきましょう。赤ちゃんの成長には個人差がありま
すので他と比べず、大きな心で見守ってほしいと思います。

昔は堅い食べ物などを親が噛
み砕いて食べさせていました

が、今はやってはいけないとか。ま
た、乳児の頃は手で顔に触れては
いけませんか？

確かに、大人の口内には虫歯の元となるミュータンス
菌がいる場合があるので、噛み砕いた食べ物を口移

しで食べさせることは、虫歯を移してしまう原因になります。
ただ、手で乳児の顔に触れても、病気にかかるということは
ありませんので、安心してスキンシップを図ってください。

嫁はベビーラックやらバウン
サーなど、ベビー用品に子守をさ

せています。おんぶ紐があれば十分だ
と思うのですが…。

育児のスタイルには時代の流れが影響しています。ベ
ビーラックやバウンサーに居る赤ちゃんがごきげんで、

穏やかな時間が過ごせているのなら、それでいいと思いま
す。『愛情不足』『かわいそうに』と感じることもあるかも知れま
せんが、ママ自身を全面否定するような言葉は控えましょう。

ワーキングママのサポートをど
の程度したらよいのでしょうか？

子育ての主役はパパとママであり、おじいちゃん・
おばあちゃんは、サポート役に。ワーキングママは

時間に追われがちなので、お孫さんがママを必要として
いる時は、ママと子どもが関われる時間が持てるよう、配
慮いただけると、とても助かると思います。

最近、「産後うつ」という言葉を
良く聞きますが、どのような症状

ですか？　また、産後うつにならない
ためにできるサポートはありますか？

産後２週間以上続く抑うつ状態、イライラ、涙もろさ、な
どの状態を「産後うつ」と呼びます。ママは、出産の疲れ

や授乳による不眠等でうつ状態になりやすいので、不安にな
るような発言は控えましょう。時々、ママがしっかり眠れるよう
に赤ちゃんを見てあげることもママが嬉しいサポートです。

ま と め
子どもの体調や成長について、「まだなの？」「大丈
夫？」と、かわいいお孫さんを思いやるはずの言葉
が、実はママにとってはストレスのもと。子育ての
主役はあくまでもパパとママ。おじいちゃん・お
ばあちゃんはサポート役に徹してくださいね。

Q&A

イマドキママの本音Q&A
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原材料の後のほうに
表示されている材料は、風
味や保存性を良くするために
後から追加している添加物の場
合があります。子どもの安全の
ために、なるべく添加物が少
ない商品を選ぶことも一
つの目安です。

表示されている栄養
成分表は、あくまでも原材
料に含まれる栄養成分の値で
あり、ビタミンなどの加熱により
栄養素が損失するものもありま
すので、実際の含有量とは
異なる場合があります。

原材料名は、多く含まれ
ている材料順に表示されてい
ます。白く精製された砂糖やトラン
ス脂肪酸は、人工的に作られたもので
すから、おすすめできません。なるべく
天然の安心な食品を選んであげましょ
う。また、ハチミツにはボツリヌス菌な
どが入っていることがあるので、1
歳をすぎてから与えましょう。

「子ども（孫）の喜ぶ顔が見たいから…」とついついお菓子をあげてしまいがち。しかし、
子どもに食べさせる前に、その商品の安全性をパッケージに明記された食品表示で確
認してみましょう。意外と知らない食品表示表の見方を少しだけ伝授しちゃいます。

ドロドロ状のもの
子どもを育てる食生活
～知っていると安心！　心と身体を育てる食事～

そのおやつ、本当に安全？
知っておきたい
食品表示のマメ知識●子どもの栄養の昔と今

【さつまいもボール】

与える時期を注意する食べ物

STOP!

1歳
過ぎてから

6・7ヵ月…1日1回

つぶつぶ、みじん切り状のもの
（舌でつぶせる固さ）　

8・9ヵ月…1日2回
1歳半
過ぎてから　

ハチミツ・卵白

そば・えび・かに・
たこ・いか・魚卵・貝

2歳半
過ぎてから

お刺身

さつまいも…中3本　
きな粉……大さじ1
豆乳…………適量

　さつまいもは皮をむき、薄めの輪切りにし、柔らかくゆでる。
　ゆでたら湯を切り、ボールに移して熱いうちにつぶす。
　きな粉と豆乳を入れ混ぜる。（生地がまとまるように豆乳の
量は加減する。）
　2～3cmくらいの大きさに丸め、オーブンシートを敷いた天
板に並べる。
　200℃に温めたオーブンで10～15分焼いてできあがり!

【卵ボーロ】

卵黄……1個分
きび糖……15ｇ
片栗粉……60ｇ

　卵黄ときび糖をボールに入れ白っぽくなるまでよく混ぜる。
　①に片栗粉を入れ、さらに良く混ぜる。ひとまとめにしたら、
ラップに包み冷蔵庫で30分以上寝かす。
　生地を1cmくらいの大きさに丸め、オーブンシートを敷いた
天板に並べる。 
　200℃に温めておいたオーブンで5分焼いてできあがり！

【チーズまきまき】

餃子の皮………10枚
ゆでた枝豆……適量
パプリカ…………適量
ピザ用チーズ……適量

　枝豆はサッとゆで、さやを剥いておく。
　パプリカを細めにスライス。（ニンジンやじゃがいもなど家にあ
る野菜を軽くゆでてから 細切りにしてもOK）
　餃子の皮にゆでたパプリカと枝豆・チーズをのせ、くるくる巻く。
　オーブンシートを敷いた天板に並べ、オーブントースターで5～
10分焼く。

【おからきな粉クッキー】

おから………50ｇ
全粒粉………12ｇ
きな粉………25ｇ
きび糖………25ｇ
すりごま…大さじ1
卵…………1/2個

　計りの上にビニール袋を置き、卵以外を計り入れる。
　①を袋のまま混ぜる。
　②の中に卵を入れ、ひと固まりになるまで混ぜる。
　③を4～5ｍｍの厚さにし、型抜きなどで好みの形にする。
　180℃に予熱したオーブンで10～15分焼く。

　時代の流れに応じて、おじいちゃん・おばあちゃん世
代の常識とは変わりつつある赤ちゃんの栄養摂取。そ
れには、食生活の変化やミルク成分の充実、アレル
ギー問題などを考慮し、今の時代に適した指標に育児
書等が追随したことが背景にあります。
　栄養状況の良い昨今、母乳は『完全栄養食品』であ
ることが周知され、ミルクも母乳により近い成分となっ
ているので、生後６ヵ月までは母乳（ミルク）以外のもの
は与えなくても大丈夫なのです。
　また、最近では離乳食（おっぱいから離れるための

食事）ではなく、補完食（足りない部分を補う食事）とい
う考えがメジャーになりつつあります。あくまでも赤ちゃ
んの栄養摂取の中心は母乳（ミルク）ですので、補完食
（離乳食）がスタートしたからといって断乳を促すことは
せずに、赤ちゃんが欲しがるうちはおっぱいを与えてあ
げてください。
　昨今では両親が共働きの家庭も多く、子どもの孤食
が問題視されています。そんな時こそ、おじいちゃん・お
ばあちゃんがサポートしてください。お孫さんと一緒に
食事をすることこそ最高の食育になります。食事は“楽
しい・幸せなもの”だと実感できるように時間のプレゼ
ントをしてあげましょう。

2児のママ。自身の育児経
験を交えた乳幼児の栄養
相談に対応する

アドバイザー
栄養士・小川淳子さん

※補完食は与える人に余裕
のあるときは、ごはん・野菜・
たんぱく質をできるだけ混
ぜずに1品ずつ与え、赤ちゃ
んの味覚を育てましょう

「知り合いのお孫さんはもう○○を食べてるよ」
「こんなにモグモグして、もう食べ物を食べたいん
じゃないの？」「湯上りには湯ざましを飲ませなくっ
ちゃ」。孫かわいさについつい口に出してしまう一
言。でも、昔と今では赤ちゃんに与える食べ物の
常識が変わっているものもあるのです。おじい
ちゃん・おばあちゃんは優しく見守ってくださいね。

熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
ナトリウム

カルシウム
鉄
ビタミンB1
ビタミンB2

7.4kcal
0.11g
0.19g
1.3g
4.8mg

500mg
5mg
0.2mg 
0.2 mg

188kcal
2.8g
5g
32.8g
122mg

名称
原材料名

栄養成分

ビスケット
小麦粉、砂糖、牛乳、ショートニング、バターオ
イル、加糖練乳、植物油脂、食塩、貝カルシウ
ム、膨脹剤、香料、乳化剤、ピロリン酸鉄、ビタ
ミンＢ1、ビタミンＢ2

1袋当たり 1枚当たり

20mg
0.2mg
0.008mg
0.008mg

母乳（ミルク）育児から補完食へ

作り方

材料 材料（50個分）

材料（10個分） 材料（20枚分）

作り方 作り方
作り方

安全＆カンタン手作りおやつ作って
みよう

！

補完食の進め方の目安

刻み、バナナくらいの固さのもの
（歯ぐきでつぶせる固さ）

大人の取り分けを少し柔らかくして
（歯ぐきで噛める固さ）

10・11ヵ月…1日3回

1歳頃～1歳6ヵ月…
1日3回

第2章
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（アレルギーが心配  
  な人は1歳半から）

05 06



メディアが普及する昨今、子どもたちの遊びの中心はテレ
ビやDVD、ゲームへと移行しつつあります。その結果、コ
ミュニケーション能力に欠ける子どもたちが増えているのも
現実。こんな時だからこそ、おじいちゃん・おばあちゃんの
出番です。昔ながらの遊びを伝えたり、手遊びなどを通じ
て人と関わる遊びをお孫さんと一緒に楽しみましょう！

子どもの心をくすぐる遊び
～一緒にやってみよう！～

手遊び

絵本

手作りおもちゃ
紙コップロケット タオルdeイモムシ　

わ ら べ う た

「パン屋さんに
              お買い物」

「お料理」
顔の名前をおしえよう 幼児にも大人気！  くすぐろう

ちょうちちょうち　

「ちょちちょち あわわ」

2回拍手をします

8回手拍子をします
あわわ　

「初めての孫育、孫とどんなふれあい方をすればよいのか…」。
そんな、おじいちゃん・おばあちゃんにオススメの手遊び。
恥ずかしがらずにお孫さんと一緒になって楽しみましょう。

お孫さんとのスキンシップの1つとして活用したいのが絵本の読み聞かせ。お孫さんを
お膝に乗せてゆったりとした気持ちで読みましょう。どうしても大人は本の通りに読み
たいと思いがちですが、子どもはめくったり、絵を見るだけでも十分楽しいもの。お孫さ
んが楽しいと感じる読み聞かせをしてあげましょう。読んであげる絵本は年齢にもより
ますが、乳幼児であればシンプルでゴチャコチャしていないものが楽しめますよ。

お店に行けば何でも揃う現代。お孫さんにとって流行りのおも
ちゃも魅力的だけど、おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に作っ
て遊んだおもちゃは永遠に記憶に残る遊びになるでしょう。

24時間営業の託児所や医院内
託児ルームなどで、保育の仕事
に携わること10年。子どもと楽し
く遊ぶためのコツを伝授

なんでもすぐに「いやだ」って
言うルルちゃん。それなら、お
母さんも、おいしいおやつも、
おひさまも、みんな「いや
だ」っていうよ…。「そうしたら
ルルちゃんはどうするの？」と
いう問いかけで終わる見事
な構成のお話に、子どもと一
緒に答えを考えてみましょう。

　好きなシールを片方の紙
コップに貼る（手書きでイラス
トを描いてもよい）

　①の紙コップの吸い口部
分に4か所、1cmほどの切り
込みをハサミでいれる

※目の部分にシールを使用してい
るため、誤飲しないよう大人が必
ず見守った状態で遊ばせましょう。

　ハンドタオルを二つ折りにする
　センターに向かって両端を丸める
　二つ折りにして棒状にする
　輪ゴムで4か所を止める
　片方の端に目を書いた丸いシールを付
ければ赤ちゃんのニギニギのできあがり！　その切り込み部分に左右を

手で持ちピンと伸ばした輪ゴ
ムを十字になるように挟む
　切り込みに挟んだ輪ゴム
の両端をセロハンテープで
止める

　何もしていない紙
コップの上に、④の紙
コップを重ね押し、手
を離すとロケット発射！

アドバイザー
保育士・平山美紀さん

お
す
す
め
絵
本

作
・
絵
　
せ
な
け
い
こ
　
　

福
音
館
書
店

『いやだいやだ』　
夜はおばけの時間だから、夜中
に遊ぶ子どもは、おばけになっ
て飛んで行け…という子どもに
とって怖いお話も、大好きな大
人が読んであげるからこそ安
心してドキドキを楽しめるもの。
おばけの世界から子どもが
帰って来られるように、やさしく
読んであげましょう。

『ねないこだれだ』　

口に手をあて3回
軽くたたきます

かいぐりかいぐり

とっとのめ

おつむてんてん

はらぱんぱん

こっちのたんぼたんぼや

こっちの
たんぼ
たんぼや

かいぐりかいぐり

両手を胸の前でグルグルまわします 両手でほっぺを
真ん中によせます

両手で頭を2回
軽くたたきます

両手を胸の前でグルグルまわします

左手で右腕を2回たたきます

右手で左腕を2回
たたきます

両手でお腹を2回軽くたたきます

パーにした左手
の手のひらを右
手の人差指で2
回つつきます

パンパンパンやさんに
おかいもの

おみずであらって
ゴシゴシゴシ… ・紙コップ2個　・輪ゴム2個　・シール適量

・ハンドタオル1枚
・輪ゴム4個　
・丸いシール2枚

おしおでもんでキュッ
キュッキュッ…

おみずをきって
シャッシャッ
シャッ…

ほうちょうで
トントントン…

手をあわせていただきますをします
それでは、いただきます

お腹をたべます
パクパクパク…

手を合わせてごちそうさまをします
ごちそうさまでした

サンドイッチに

目をやさしく下
へひっぱります

メロンパン

鼻をやさしく
つつみます

ねじりドーナツ

耳をさわります
パンのみみ

4回手拍子をします
チョコパンふたつ

両手を前に出します
くださいな

できあがり♪

できあ
がり♪

体を絞るように
つかみます

体を洗うように
さすります

手の指で水をは
じき飛ばします

手のひらで軽
く叩きます

第3章
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材料
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皮下組織まで
達するやけど

（第３度）や、やけどの範囲が大
人の手のひらより広い時。

まずは楽な姿
勢で安静を保

ち、様子を見ます。次に、鼻の
軟骨を押さえて下を向かせま
す。物を詰める場合は、清潔な
脱脂綿やガーゼをこより状にし
て詰めましょう。

高熱時に全身が震え
てけいれんを起こし、

意識を失う状態のこと。繰り返
すと将来てんかんの原因にも
なるので、適正な処置が必要
です。

突然の発熱や怪我、誤飲、事故など、子どもにはいつ何が起こるか分からないですよね。
もしも、大事なお孫さんを預かっているときに、突発的な体調不良や怪我が起きてしまったら…？
こんなときこそ、大人が冷静に対応して、万が一に備えたいもの。
ここでは、いざという時のために知っておきたい
応急処置の方法を症状別にご紹介します。

子どもを救う！
～救急救命法と応急処置法～  

けいれんが1回だけ
で、しかも5分以内に

止まり、目をあけて周囲の呼び
かけに反応したり、泣いたりし
た時。

しばらく
大丈夫

事故や誤飲、乳幼児突然死症候群などの要因で、突然起こる子どもの呼吸停止や心肺停止。
心肺停止により脳への酸素供給が途絶えると、意識は数秒以内に消失し、３～５分前後で脳障害をきたし、
５分以上経過すると蘇生率は20％に下がるといわれています。
119番してから救急車が来るまでの平均時間は約８分間（高崎市平均）。
心肺停止の際の応急処置は「秒」を争いますので、一刻でも早く救命処置を始めましょう。

知っておきたい心肺蘇生法
素早い処置が命を救う

熱性けいれん 初めてけいれん
を起こした時、5

分以上けいれんが続いた時、繰
り返し嘔吐が続く時などは、早
めに救急外来を受診しましょう。

けいれんが起
きたら、体をゆ

すったりたたいたりせず、けい
れんが何分続くかを観察しま
す。嘔吐物を飲み込まないよう
顔を横にして寝かせましょう。窒
息の危険があるので口の中に
物や指を入れるのは厳禁です。

誤飲・誤食はまず、何
を飲んだかという情

報が大切。病院へは、飲んだも
のの現物や説明書など、その
成分が分かるものを持参しま
しょう。

観察
ポイント

水を
飲ませる

牛乳を
飲ませる

吐かせる

タバコ葉・
吸い殻

タバコを
浸した
溶液

強酸又は
強アルカリ

医薬品
石油製品

芳香剤、
消臭剤

防虫剤 香水、
ヘア
トニック

ボタン
電池

飲み込んだとたん
に咳がはじまった、

医薬品・洗浄剤・殺虫剤などを
飲んだ、けいれんを起こしてい
るなどの場合は早めに病院へ。

早めに
救急外来へ

誤飲・誤食をした時

異物を飲み込んだ時、
医療機関を受診するまでに家庭で行う応急処置 「119番」に

電話をかける時の注意

子どもは、フィ
ルムケースに

入るぐらいの大きさのものは全
て誤飲する可能性が。特にボタ
ン電池は胃を焼いてしまうの
で、素早い対応が必要です。ま
た、気道に物が詰まり、咳をさ

せても出ない場合
は膝の上にうつ
ぶせにして抱え、
背中を叩きま

しょう。

ワンポイント
アドバイス

ワンポイント
アドバイス

やけどは、範囲と深さ
が重要です。深さの

目安は下記の表を参照下さい。

皮膚の表面が赤くなっ
ている時で、水ぶくれに
はならない程度

皮下組織まで達するや
けどで、皮が黒く焦げて
いたり、白くなっている
ような場合

水ぶくれができているよ
うな場合

観察
ポイント

観察
ポイント

やけどをした時 早めに
救急外来へ

早めに
救急外来へ

まず、流水で10
分以上冷やし、

水ぶくれは破らないようにして
清潔を保ちましょう。また、油や
アロエを塗るなどの民間療法を
せずに、すぐに受診しましょう。
乳幼児の場合は、ホットカー
ペットやカイロなどでも低温や
けどになる危険があります。

心肺蘇生法の流れ

心臓マッサージの
基礎知識

気道確保 人工呼吸
乳児（1歳未満） 幼児（1歳～8歳未満）

人工呼吸

Ａ
Ｅ
Ｄ
が

使
え
る
場
合

意識の確認* 呼吸確認

人工呼吸*

YES

NO

YES

NO

反応確認

１１９番通報 気道確保*

手当てをしても30分
以上鼻血が止まらな

かったり、たびたび繰り返す場
合は、耳鼻科を受診しましょう。

症状・住所・氏名・目印などを簡潔
に答えること。

人工呼吸や心臓マッサージなど、応急
処置を指示されたらそれに従います。

携帯電話で救急車を呼ぶ場合は、所在
地や目標となる建物などを伝えましょう。

念のため
病院へ

子どもがぐったりとして、
動かなくなってしまった
ら、まずは意識の確認を。

幼児の意識を確認する
場合、「分かる？」などと声
をかけましょう。乳幼児の
場合は、足の裏を叩いて
反応するか確認します。

口と鼻を大人の口でおお
い、息を1秒かけて吹き
込みます。

おでこに当てた手の指で
鼻をつまみ、口から息を1
秒かけて吹き込みます。

片手をおでこにあ
て、片手であご
先を持ち上
げます。

＊は別記の説明を参照

※息を吹き込む量は、胸が軽くふくらむ程度

１～７まで数える間
に、胸・みぞおち・お
腹の動きや、呼吸音・
息を顔に感じますか？

呼吸が不十分なら
人口呼吸を続ける

心臓マッサージ*

呼吸がある場合は、
安静にして様子を見る

呼吸・咳・動きなどの
反応はありますか？

ＡＥＤとは、動かなくなってしまった心臓に電気ショックを与
え、元の収縮を取り戻させるための機器です。使用する前
に水や汗は拭き取り、咳止めシールなども剥がしましょう。
ＡＥＤの指示に従いながら、子ども用パットか小児用モード
がある場合は切り替えて使用します。

乳首を結んだ線の中央から足
側に向けて人差し指～薬指を
並べ、中指・薬指で圧迫。
●1分間＝100回の速さ
●心臓マッサージ30回に人工呼
吸2回の割合。

乳首を結んだ線の中央か、や
や下を手のひらの付け根で
圧迫。
●1分間＝100回の速さ
●心臓マッサージ30回に人工
呼吸2回の割合。

乳首を結んだ線の中央か、や
や下を手のひらの付け根を重
ねて圧迫。
●1分間＝100回の速さ
●心臓マッサージ30回に人工
呼吸2回の割合。

心臓マッサージは、動かない心臓
に代わって全身の臓器に血液を
送り込み、臓器が酸素不足で働
かなくなってしまうのを防ぐ救命
方法です。倒れた人の胸の真ん
中を１分間に100回以上の速さで
繰り返し圧迫する方法が基本で
すが、子どもの年齢により、圧迫
する位置に注意が必要です。

（まず2回）

子どもは、鼻の粘膜
や毛細血管が傷つ

きやすいので、鼻をほじったり
のぼせたりするだけで鼻血が
出ます。安静にしていればすぐ
に止まるので、落ち着いて応急
処置を行いましょう。また、鼻血
が出た時、首の後ろをトントン
叩く人がいますが、鼻血がのど
の奥に入って気分が悪くなっ
たりするので、絶対にしてはい
けません。

観察
ポイント

鼻血が出た時

第
1
度

第
2
度

第
3
度

●

●

●

（ナフタリ
ン等）

(灯油、マ
ニキュア、
除光液等)

（洗浄剤・
漂白剤等）

2回2回

2回2回

30回30回 30回30回

監修：新井弥生（小児科医）
参考資料：「子どもの救急ってどんなとき？」
（群馬県健康福祉部医務課発行）

ワンポイント
アドバイスワンポイント

アドバイス

第4章

意識の確認

乳児 小児 8歳以上
1分間＝100回

1分間＝100回

1分間＝100回（１歳未満）　 （１歳～
8歳未満）

応急
処置

飲んだ
もの

取材協力：
高崎中央消防署
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