
赤ちゃんとの暮らしは毎日が発見です。

長い妊娠期間を経て、

ようやく赤ちゃんに出会えましたね。

ママのお腹から出てきた赤ちゃんにとって

初めての世界が待ち受けています。

それはまた、お母さんにとっても

新しい発見と勉強の毎日のスタートでもあります。

赤ちゃんの様子をじっくり見て学び、

一緒に歩んでいきましょう。

赤ちゃん編



赤ちゃんのために

初めて抱いた赤ちゃんの印象はどうでしたか。

生後28日までの新生児は、新しい生活に慣れるために

小さな体をどんどん変化させています。

赤ちゃんの変化に慌てず、落ち着いて対応できるように

よく理解していきましょう。



A．お母さんのおなかに固定した2つのマイクロホンで、胎児の心臓の音と

子宮の収縮状態をキャッチして、胎児心拍数曲線と陣痛曲線を2本の

グラフに記録する装置のことを分娩監視装置とよんでいます。

これによって、陣痛のおこり方や胎児の健康状態を知ることができ、

安心してお産を乗りきることができます。

お産で入院された時に、まずこの装置によって胎児の安全を確かめます。

その後も必要に応じてグラフをとり、分娩体位になってからは

赤ちゃんが生まれるまでずっとグラフをとりつづけます。

お母さんのおなかの中から外界へでてくるまで、たった数10センチの

移動にしかすぎないお産ですが、人生における最も短く、最も危険な

旅路とさえいわれています。

分娩監視装置は、いわばこの旅路を安全に導くためのレーダーなのです。

Q．分娩監視装置というものがあるときいたのですが、いったい何を調べる
装置ですか?また、いつ、どんなふうに使うのですか?

Q&A



A．さかごの場合は帝王切開をしたほうが安全です。

妊娠の半ばごろにはさかご(骨盤位)のことが多いのですが、

お産の頃にはだいたい5%ぐらいまで減ってきます。

さかごの体操は、赤ちゃんの位置を自然に頭位に治す手助けをするわけ

ですが、治りにくい場合は1～2日入院してもらい、

点滴をして子宮の緊張をとり、外側から回して治す方法もあります。

医師とよく相談してみてください。

Q．私はさかごだと言われて矯正体操をしているのですがまだ治りません。
帝王切開になるのでは?と心配です。

Q&A



A．予定日ごろになると、胎児の発育はほとんどストップしてしまいますから、

ご心配のようなことはありません。

むしろ子宮の口がだんだん柔らかくなって出やすくなっていきます。

定期的に受診して胎児が元気でいることを確かめながらできるだけ

自然の陣痛のくるのを待つようにしましょう。

あせらずに、よく歩くことがいいでしょう。分娩予定日より前3週間、

後2週間の間に生まれるのを正期産といい、それより早いと早産、

おそいと過期産といっています。基礎体温で排卵日がわかっていたり、

妊娠初期に超音波検査で予定日を確かめた場合、2週間以上おくれることは

ほんの3%ぐらいしかありません。ほとんどの方はそれまでにお産に

なるのですから、1週間程度おくれてもゆったりした気持ちで待ちましょう。

Q．分娩予定日を1週間すぎてしまいました。赤ちゃんがどんどん大きく
なって生まれにくくなるような気がして…。大丈夫でしょうか?

Q&A



A．お産のあとは膣や子宮を支えている組織がたいへん柔らかく伸びやすい

ので、時には子宮が下がってその一部が出てきてしまうことがあります。

子宮下垂あるいは子宮脱と言われています。そのままにしておくと将来、

手術をして直さなければならないこともあるのですが、

産後の早い時期ならガーゼをつめて寝ているだけで治ってしまうことが

ほとんどです。2～3日辛抱して寝ていてください。

Q．心配していたお産も昨日無事すみました。さっきトイレにいったときに
膣から何か出てきてびっくりしました。さっそく処置をしてもらい、
寝ているのですがいったいどうなっているのでしょう?

Q&A



A．お家のほうでもみなさんがお待ちかねでしょうにそれは残念です。

赤ちゃんは程度の差はあってもみんな黄だんは出るのです。

そのほとんどは生理的黄だんといって心配のないものです。

ふつうは退院のころまでにはその黄だんも消えかかっていることが多いの

ですが、中には貴女の赤ちゃんのようにまだかなり残っていることもあり

ます。2～3日もすれば赤ちゃんもずっと楽になり、安心して帰れるように

なりますからしばらく待ってあげてください。

退院後も母乳性黄だんといってなかなか消えないことがあります。

まず心配はありませんが、あまり黄色いようでしたら

電話でご相談ください。もし、便の色が、黄色や黄緑色でなく、

白や灰色の場合は便を持って、受診しましょう。

Q．明日は無事退院できることになり喜んでいたら赤ちゃんだけは黄だんが
強いので2～3日預けるよう言われました。何か病気があるのでしょうか？

Q&A



A．お乳が赤くなって、しこりができ熱をもってきた状態をいいます。

乳腺炎になったらマッサージや搾乳するのはやめて安静にし

冷やすことが大切です。

温めることにより症状を悪化させることになりますので、

お風呂・シャワーはやめてください。

治っていく段階で医師と相談し、マッサージ、搾乳を再開し、

授乳は体調に合わせて行いましょう。絶対に母乳だけで赤ちゃんを、

育てたいと思っておられる方も沢山いらっしゃると思いますが、

乳腺炎になったときはまず治すことから考えていきましょう。

ちょっとおかしいかな?と思われた時は自分で判断しないで、

すぐに受診されることをおすすめします。

Q．乳腺炎とは

Q&A



A．お産や産後の経過に特別の異常がなくても1ヶ月健診のときにまだ少し

出血している人はかなりあります。子宮が完全に回復するには平均6週間

かかるといわれています。1ヶ月で止まっていなくても心配する必要は

ありません。1ヶ月健診後2週間ほど様子をみて、まだ続いているようでしたら

診察に来てみてください。

それから一度完全に止まったようにみえてもまた時々出血する方が

よくあります。

妊娠中は活動を休んでいた卵巣がまだ完全に復調していないためのことが

多いようです。ほとんどの場合心配いりませんが、たびたび続くようでしたら

一度受診に来てください。

Q．もうそろそろ産後1ヶ月になるのですがまだ時々赤いおりものがでます。
家庭医学の本では20日で出血はなくなると書いてあったのですが、
どこか悪いところがあるのでしょうか?

Q&A



A．正常分娩の場合、産後2～3日後にへその少し下を2cmほど切開すると、

卵管結紮術を行うことができます。当院では、世界的にもっとも

再妊娠率が低いといわれている内田式卵管結紮術を行っています。

翌日から普通に動ける程度のごく小さい切開ですから、

入院期間はのびても1～2日ぐらいです。

帝王切開の場合は手術時に避妊手術も同時に行うことができます。

Q．近く3人目の子供を出産します。産後すぐ卵管結紮術(避妊手術)を
受けられますか?また、入院期間はのびるのでしょうか?

Q&A



赤ちゃんは、おふろが大好き

●毎日おふろへ入れてあげましょう
赤ちゃんは新陳代謝が激しく、排泄回数も多いので
毎日おふろへ入れてあげましょう。1日の大半を寝て過ごしているので、
よい運動になり生活のリズムにもなります。

●時間はいつ頃がいいの
授乳前後を避け、30分以上経過していればいつでもかまいません。
寝る前に入れると寝つきがよくなります。おふろの時間は長過ぎると疲れたり、
食欲がなくなったりするので、5～10分くらいが適当でしょう。

●生後1ヶ月まではベビーバスで
新生児は細菌の感染も受けやすいのでベビーバスを使いましょう。

●こんなときはやめましょう
・機嫌が悪く元気がないとき
・熱があるとき(37.5℃以上)
・風邪ぎみのとき
・化膿したキズがあるとき



ベビーバスや
それに代わるもの

洗面器

ベビー石鹸
(無添加のもの)

爪切り

ヘアーブラシ

※必要に応じて
ベビーローション、ビニールマット、
(湯温計)

着替え一式

バスタオル

体温計

お膀の消毒セット
(入院中にお渡しします)

ガーゼ2枚

綿棒

準備するもの

赤ちゃんは、おふろが大好き



おふろのいれ方

1. 湯温は冬40～41度、
夏38～39度くらい。

4.目尻から目頭の方向に、

次は額から鼻の横、口のまわりを
３の字状にガーゼで拭く。
湿疹を予防するため顔も石鹸で
洗いましょう。頭は手のひらで
石鹸を泡立ててから洗う。

3.お尻から静かに湯に入れ
片腕で支える。

2.衣類を脱がせ、頭を支えます。



5．お母さんの手で石鹸を泡立てて

首、胸、お腹は手のひらで
円を描くように洗い、
石鹸を洗い流す。

8．赤ちゃんのわきの下に手を差し入れ、

しっかり支えてうつ伏せにする。

7．足を洗う。

6．脇の下などくびれた部分を丁寧に

手のひらは指を入れて洗う。

おふろのいれ方



9．背中とお尻を洗う。このとき、

顔が湯につからないように注意を。
その後上に向けてお股を洗う。
(女児の場合は必ず前から後ろへ)

12．おへそとその周囲を消毒する。11．湯上りタオルで全身の水分を

丁寧に拭き取る。

10．洗い終わったら、

用意しておいた上がり湯を
全身にかける。

おふろのいれ方



13．むかえそでをして服を着せる。

16．欲しがるようなら

水分補給のためおっぱいを
あげましょう。

15．顔などをひっかかないよう、

手足の爪はこまめに切る。

14．綿棒で奥まで入れすぎないように

耳と鼻の入口を拭く。

おふろのいれ方



おへその消毒の仕方

1 お臍の根元の部分をぐるりと消毒します。

※怖がらず、お臍をめくって、しっかり消毒します。
※表面だけちょんちょんの消毒は不十分です。
※赤ちゃんは痛がって泣くわけではなくくすぐったいので
泣くのです。

※消毒液がなくなったら、市販の消毒液をお使いください。

臍が取れてからも、5日間位消毒しましょう。２

※出血が多い場合は、乾燥剤を散布しガーゼを
あてましょう。

※出血やじくじくしているのが
いつまでも続くようであれば、
新生児室に相談のお電話をください。



赤ちゃんのために、最良の環境を

 伝染病に対する免疫を母体からもらって
生まれてくるので6～7ヶ月頃まではあまり病気をしませんが、
免疫をもらっていない風邪などのウイルスには
感染しやすく注意が必要。
家族が風邪をひかないように気をつけるとともに
お祝いの方にものぞいてもらう程度に。

 衣類、部屋、布団、ベッド、調乳器具、手や乳首なども
常に清潔を心がけましょう。

退院して自宅に帰ることは、赤ちゃんにとっては大きな環境の変化。
健康で快適に過ごせるよう配慮しましょう。
特に感染予防、睡眠、保温に気をつけてください。

感染予防



赤ちゃんのために、最良の環境を

保湿

 陽当たりがよく換気が十分でき、静かでホコリの少ない部屋が
赤ちゃんには理想的。室温は冬20℃前後、夏25～26℃前後で
湿度は60%前後でしょう。

 日常的な音の刺激には慣れさせましょう。ひそひそ話や抜き足、
さし足で歩くなど必要以上に気づかう必要はありません。

 専用の部屋がないときは、隅をカーテンで仕切ったり、ホコリが
かかりにくく、世話がしやすいベビーベッドを利用すると便利。

睡眠

 新生児は体温調節がうまくできないので、
外気温とあまり差をつけないように。

 暖房器具は空気を汚さないタイプを。
体の水分を奪う電気毛布は不適当です。

 換気や温度調節も忘れずに。
 着せすぎ、ふとんのかけすぎは体から放熱できなくなり、
発熱や運動不足につながるので注意しましょう。

 室温20℃で肌着・長着の2枚の上に毛布か薄い掛け布団の
どちらか1枚。それくらいが適度でしょう。



お母さんが赤ちゃんと触れ合う時間を多く持ちましょう。
おむつ交換、授乳、検温など繰り返し行うことで、
はじめての赤ちゃんもたちまち上手にお世話できるように
なります。

母子同室にしましょう

母乳育児成功のカギは赤ちゃんとお母さんがいつも一緒に
いることです。時間にとらわれずに赤ちゃんの要求に応じて
おっぱいを飲ませることが大切です。

体調に合わせて行います。早い方はお産当日から可能です。
(帝王切開の方は2日目以降になります)
可愛い赤ちゃんがいつもそばにいることでお産の疲れも癒やされることでしょう。

いつからするの?

赤ちゃんを母乳育児で！



ふつうおっぱいの出が良くなるのは産後2・3日目からですので、
それまでは赤ちゃんもお母さんも辛いかもしれません。
この時期を乗り越えるために私たちスタッフがお手伝いをします。
がんばりましょう。

でも大変そう…?

妊娠中にしておくことは?

おっぱい指導を受け、妊娠中よりおっぱいの手当を
しっかりしておきましょう。お腹の赤ちゃんに
「ママのおっぱい上手に飲んでね」と語りかけましょう。

赤ちゃんを母乳育児で！



1.寝具

●敷布団は指で押しても跡が残らない固さ(アイロン台程度)が目安。
赤ちゃんは、寝ているときに、頬をつけるので、顔がうもれるような
フカフカのものは避けて選びましょう。

●上掛けは薄くて軽いものが基本です。
●シーツはピンとはり、しっかりとマットの下に折り込みます。
たるんで赤ちゃんの口をふさがないよう気をつけましょう。

●シーツはよだれなどで汚れやすいので、こまめに洗うことも忘れずに。
●枕は使わない。ドーナツ枕も必要ありません。

安心して寝かせてあげましょう

マット
掛けふとん

シーツ
パット



2.環境

 室温は汗をかかず寒くもない、20～25℃。
 赤ちゃんは想像以上に動きが活発です。おもちゃやタオルなどを
ベビーベッド内に置かないように。

 ベビーベッドなどの柵は、閉め忘れないように心がけましょう。

安心して寝かせてあげましょう



ちょっと気になる赤ちゃんの症状

●青色斑
お尻や手足の青いあざは大きく
ても成長に従い自然に消えます。

●性器出血、おりもの
母体のホルモン作用により生後数
日は外陰部が赤く腫れたり出血、
おりものが少量出ることがありま
すが、生理的なものなので心配い
りません。

●鼻づまり
生後1ケ月頃には鼻の音(いびき
のように)がよく聞かれます。
おっぱいが飲めるようなら心配
ありません。

●乳房のふくらみと乳汁分泌

魔乳といって母体のホルモンの
影響で男女を問わず、乳房がふ
くらみ乳汁がでることがありま
すが、1～2週間すれば自然にな
くなります。

鼻糞があれば綿棒
や先の丸いピン
セットで見える範
囲でお掃除してあ
げましょう。

さわらずその
ままにしてお
きましょう。



●へそがじゅくじゅくしている

乾燥するまで消毒し、出血には
乾燥剤もつけてください。1週
間以上続いたり、量が増えるよ
うであれば診察を受けましょう。

ちょっと気になる赤ちゃんの症状

●しゃっくり

生後1～2ヶ月は横隔膜を調節する
神経が未熟、しかも皮膚や粘膜も
過敏のため、ちょっとした気温の
変化、のどへの刺激でしきりに
しゃっくりをすることがあります。
おむつを替える、ミルク、湯ざま
し、番茶を飲ませてみましょう。

●お乳を吐く
授乳の後赤ちゃんを立てて抱き、
ゲップさせてから寝かせましょう。
それでもお乳をよく吐くようなら
医師の診察を受けましょう。

●口の中の白い塊

ガーゼでとれるよう
ならお乳の残りカス。
なかなかとれなけれ
ばカビの一種による
感染症の可能性があ
ります。



ちょっと気になる赤ちゃんの症状

●くしゃみ

鼻やのどの粘膜が敏感なため、く
しゃみをよくしますが、機嫌がよ
く頻繁でなければ大丈夫です。

●斜頚(しゃけい)

生後2～3週間頃、首に固いしこり
があるようなら一度受診してみて
ください

●頭血腫(ずけっしゅ)
生まれて2～3日後にできる頭の
こぶのことで頭の中の出血ではな
いので気にしなくて大丈夫です。
数カ月で自然に吸収されます。

●目やに
涙が鼻に流れる管(鼻涙管)が狭い
ときによくみられます。
①きれいに拭いてあげます。
②鼻涙管マッサージをします。
(方法をお尋ねください)
③よくならない場合は、眼科を受
診しましょう



ちょっと気になる赤ちゃんの症状

●赤あざ

出生時からまぶた・鼻・うなじに
ある赤いあざは、消えていくこと
が多いものです。退院後、赤いあ
ざが出ることもあります。ほとん
どの場合自然に消えます。
もりあがりのある赤あざが顔に出
てきたときには、早めにレーザー
治療します。

●おへそが出ている

ほとんどの出べそは自然に治りま
す。1年以上治らなければ小児科で
受診しましょう。

●緑色の便
緑色の便は酸化したもので大丈夫
です。灰白や、赤、黒色の便なら
検査が必要です。

●おむつかぶれ
おむつは頻繁に替え、お尻を乾
燥させましょう。赤くなるよう
なら、便の後おしりふきで拭き
取らず、洗い流すようにしま
しょう。ひどい場合は診察を受
けましょう。

●聴力検査

詳しくは、[聴力検査申し込み書]
をご覧ください。
※当院ではきこえ（聴覚）に障害
をもつ赤ちゃんを早期に発見する
ための検査を実施しております。
検査費用は3,000円です。



ちょっと気になる赤ちゃんの症状

●湿疹
赤いぷつぷつにきびのような湿疹
はそれほど心配はいりません。
石鹸で洗い、清潔にしましょう。
広がるようなら受診してください。

●頭やまゆ毛の黄色いかさぶた
赤ちゃんは皮脂の分泌がさかんな
ため、皮膚の分泌物がこびりつい
たものです。

ビタミンK欠乏性出血症
生後1ヶ月から半年までの赤ちゃんにビタミンK不足が原因で起こる突然出血。
数千人にひとりという珍しい病気です。当院では、予防のため入院中の赤
ちゃんにビタミンK入りのシロップ剤を飲ませます。



新生児マス・スクリーニング検査

さまざまな先天性代謝異常症やクレチン症、先天性副腎過形成症などが、

心身の発育に障害を起こします。早期発見のため生後4～6日目に検査

を実施しています。結果がわかりにくいときは(念のため)退院後再検査

が必要なこともあります。その場合には電話連絡をさせていただきます。

(お申し込み用紙が必要です)

結果は１ヶ月健診時にお知らせします。

赤ちゃんの血液検査について

血液型、黄疸などの検査を行います。退院時に説明しますが、治療が必

要なときにはその都度説明します。

ちょっと気になる赤ちゃんの症状



「乳幼児突然死症候群」をご存じですか。

欧米などでは以前から知られていた病気で、2歳ごろまでの乳幼児が

寝ている間に、突然呼吸を止めてしまうものです。

最近は日本でもみられます。今のところは、原因不明ですがうつぶせ寝、

温めすぎ、周囲の喫煙などとの関連が言われています。

気をつけてあげましょう

※うつぶせ寝を希望される方は、自宅でも使える

乳児用呼吸モニターベビーセンスがあります。

詳しくは２F入院会計前のパンフレットをご覧ください。

突然死から守ろう



1.なるべくあおむけ寝で育てる。

2.赤ちゃんを1人にしない。

3.温め過ぎに注意する。

4.妊娠中や赤ちゃんの周囲で、喫煙をしないようにする。

5.できるだけ母乳で育てる。

気をつけてあげましょう

予防としての5項目を心がけましょう



外気にあてることで気候の変化に慣らせ、体温調整能力の向上と

抵抗力・食欲増進が外気浴の目的です。

夏は生後2週間以降、冬は3週間以降

部屋の窓を開けるところから徐々に慣らせる

外気浴を開始して1ヶ月以降は散歩がよい

1日5分(1回)から始めその後30分まで伸ばす

あまり強い日焼けはしないようにしましょう

気をつけてあげましょう

外気浴をさせましょう

方法



時速50kmで走行中に衝突した場合、体重の30倍の力が前方に

かかり飛び出してしまいます。

交通事故から赤ちゃんを守るために車に乗せるときは

チャイルドシートの使用を厳守しましょう。

(新生児を含め、6歳未満の幼児には、原則チャイルドシートの使用が
義務づけられています)

気をつけてあげましょう

交通事故から守ろう



乳児用(0～9ヶ月程度)

首が座るまで寝かせ
ておけるタイプを使
用します。

幼児用(4ヶ月～4歳程度)

自分で座れるように
なったらこのタイプ
を使いましょう。小
さいうちは後ろ向き、
大きくなったら前向
きに。

学童用(4～10歳程度)

大人のシートに座れ
ても座高を上げ、
シートベルトに
フィットするよう調
整しましょう。

気をつけてあげましょう

チャイルドシートの使用例



異常がなくても必ず受けましょう。
母子健康手帳を持参し、分娩した病院で
受けるのがよいでしょう。
母体の回復、赤ちゃんの発育状態もわかり、
異常の早期発見にも役立ちます。
(赤ちゃんの健診は退院前日に予約します)

1ヶ月健診

健診・諸届け



母子健康手帳発行時に、住民票のある区や市の保健所に台帳が
作成されます。この台帳をもとに3・4ヶ月健診の通知が送付されます。
通知に従い、各保健センターで健診を受けましょう。

※住所変更した場合は、住民票の変更を必ず行ってください。
そうすれば、台帳も新しい住所に変更され、
その地域の保健センターから
健診の通知を受けることができます。

3・4ヶ月健診

健診・諸届け



出生後14日以内に病院の出生証明書に必要事項を記入し、
印鑑、母子健康手帳を持って出生届を提出します。

妊婦一般健康診査受診票や出産育児一時金直接払い制度をご利用いただけます。
(詳しくは、受付までお問い合わせください)

在職者が妊娠、出産した際には産前6週間と産後8週間の休暇をとることや、
配置転換などを申し出ることができます。
3才までは職場で育児の休憩時間や育児休業をとることができます。

諸届けについて

健診・諸届け

●出生届

●産前、産後の休暇、休憩時間

●健康保険と公的補助



母子健康手帳についている「新生児訪問指導連絡票」を
保健所に提出しましょう。指導員の訪問指導が受けられます。

1ヶ月健診時には、
必ず赤ちゃんの名前の記入されている健康保険証をご持参ください。

市役所に出生届を提出される時に役所窓口で
お問い合わせください。

健診・諸届け

諸届けについて

●新生児訪問指導

●赤ちゃんの健康保険証について

●乳幼児医療証



赤ちゃんのからだと生理

●体重は約3000g
生後3～4ヶ月で約2倍の6000g前後、
1年で約3倍の9000g前後に
なります。

●身長は約50cm
生後3ヶ月までに10cmほど伸び、
1年で約75cmくらいになります。

●頭囲は約33～34cm
出生時は胸囲よりも頭囲の方が
少し大きく、1年で約46cmくらいに
なります。

●胸囲は約32～33cm
1年後は頭囲とほぼ同じ約45～46cm
ぐらいになります。

生まれたばかりの赤ちゃん

●姿勢
赤ちゃんはカエルのように
脚を開いています。
自然な体位におむつをあて、
自由に脚が動かせるようにして
あげましょう。

●体温
新生児の平熱は36.5～37.5℃。
体温調整がうまくできないので、
部屋と衣服で快適な環境を
つくるようにしましょう。
熱があったりいつもと違った様子の時は、
検査ができる小児科を受診しましょう。



赤ちゃんのからだと生理

●呼吸・脈拍
呼吸は30～40回/分、
脈拍は120～160回/分。大人の2倍です。

●溢乳(いつにゅう)
ゲップをさせても寝かせるとお乳が流れる
ことがありますが、生理的なもので心配い
りません。

●へその緒
2週間前後でへその緒はとれます。
その後は乾燥するまで5日間くらい消毒して清潔にしてあげましょう。

●睡眠
赤ちゃんは、ちょっと寝て、また起きて…というちょこちょこ寝を繰り返して
1日の大半を過ごします。よく眠る子もいれば、あまり眠らない子もいますが、
必要な睡眠はとっているので、睡眠不足の心配はいりません。



赤ちゃんのからだと生理

●皮膚の落屑(らくせつ)
生後2～3日頃から、皮膚が乾燥し
皮がむけてきますが心配はいりません。
無理にむかないようにしましょう。

●尿の量と回数
最初は少ない回数で濃いおしっこを少量します。
哺乳量の増加とともに増え、
1日10回前後になります。

●便の移行と回数
生後2～3日は黒褐色、黒緑色の粘りのある胎便。
お乳を飲むようになって2～3日後は、黄色っぽい便。
母乳栄養児は3回/日～哺乳回数/日
人工栄養児は1回/日
日に1度も出ない場合は次の方法を試してみましょう。
1.おへその周りを「の」の字を書くようにマッサージする。
2.オイルをつけた綿棒を1cmほど肛門に差し込み刺激を与える。



赤ちゃんのからだと生理

●生理的黄疸(おうだん)
生後2～4日たつと皮膚が黄色くなり5～6日頃には薄くなって2週間ほどで
消えます。ほとんどの場合、生理的なもので元気なら心配いりません。
母乳栄養児は1ヶ月ぐらい迄長びくことがありますが、お乳をよく飲み、
体重が増えていればまず大丈夫です。生理的範囲を超えている場合は
検査をして光をあてて黄疸を下げる治療をすることもあります。

●産瘤(さんりゅう)と応形(おうけい)
赤ちゃんの頭は狭い産道を通るため、変形しやすくなっていて、出産直後は
いびつな形をしていたり(応形)、ぶよぶよした部分(産瘤)がありますが、
数日で消えます。

●反射
• 乳さがし反射…口に触れたものに吸いつこうとする。
• 吸畷(きゅうてつ)反射…乳首がロに入るとチュウチュウ吸う
• 把握反射…手の平を押すと捕まろうとする。
• モロー反射…首や体を持ち上げたり、大きな声を出すと両手を動かす。
首がすわる3～4ヶ月頃には消失します。


