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出典：佐賀県小児救急医療パンフレット
　 　「こんな時どうする？」
監修：佐賀県、佐賀県救急医療協議会

•悪寒やふるえがでたら、全身を保温。

•水分の補給はしっかりと行う。
湯ざまし・麦茶・イオン飲料 など　

•汗が多く出るときは、ぬるま湯で絞った
タオルなどで体を拭いたり、着替えさせ
る。また、熱いところは氷枕などで冷や
し、冷たいところは保温する。特に小さ
な子どもの場合は、暖めすぎないように
注意する。　

•生後３ヶ月未満の赤ちゃんの高熱。
（概ね38℃以上）　

•顔色が悪くて、ぐったりしている。　
•激しく泣き、あやしても泣きやまない。　
•眠ってばかりいて、呼びかけてもすぐに

眠る。　
•呼吸の様子がおかしい 。
（不規則、胸がペコペコくぼむ、鼻の穴
がヒクヒクする）

•耳やのどを痛がる。　
•水分を受けつけない、おしっこが半日く

らい出ない。　
•嘔吐や下痢をくりかえし、ぐったりしている。

こんな時どうする？

子どものケガ・急病

高熱のときに、強い熱さまし
などで無理に熱を下げるのは
好ましくありません。　

水分補給は重要ですが、母乳
やミルク、食事などは、欲し
がらなければ無理には与え
なくても大丈夫です。
また、与えるときは、できる
だけ消化のよいもの（おかゆ
や果物をすりおろしたものな
ど）を与えてください。　

発 熱╂

発 熱╂ 腹 痛╂

下 痢╂

呼吸困難等╂

緊急の時は迷わずに119番を 

 注意すること 

早めの受診を

家庭での対処

と 受診の目安家庭での対処

嘔 吐╂ けいれん（ひきつけ）╂

頭部打撲╂ やけど╂ 誤飲・誤食╂



せきが激しくて食事がと
れないときも、水分だ
けは飲ませてあげてく
ださい。　

喘息の薬は使い過ぎる
とドキドキしたり、吐い
たりするので、医師の
指示どおりに使ってくだ
さい。

•せきが激しいときは、部屋を加湿し
たり、口もとに蒸しタオルなどをあて
る。窒息しないよう、口そのものは
覆わない。

•横に寝ると苦しいときは、上体を起
こして何かにもたれかかる姿勢にし、
コップ１～２杯の水を飲ませ、深呼吸
を繰り返させる。　

•喘息の薬があらかじめ出されていれ
ば、医師に指示されたとおりに使う。

•顔色やくちびるの色が青い。至急、受診が必要
•呼吸が苦しそうで顔色も悪いのに、ゼーゼー、

ヒューヒューがほとんど聞こえない。
至急、受診が必要

•呼吸が困難で横になれない、苦しくて動けない。　
•呼吸が早い、走ったあとのように肩で息をする。　
•吸うときに胸がふくらまず、助骨の間や下、鎖

骨の上、のどの下がくぼむ。　
•吸うときに胸がくぼみ、お腹だけふくらむ。　
•鼻の穴がヒクヒクする。　
•犬の遠吠えやオットセイの鳴き声のようなせき

込み。
•何かを飲み込んだ後に、せき込みだした。

•おなかをかがめて痛がる、おなかが
痛くて歩けない、おなかをさわると
痛がる。　

•赤ちゃんが足を縮めていて、泣き止ま
なかったり、間隔をおいてまた泣く。　

•おなかが張ったり、股の付け根がは
れている。　

•嘔吐や下痢をともなっている。　
•高熱をともなっている。　
•ぐったりして泣いてばかりいたり、静

かになっている。
•顔色が急に悪くなってきた。

•腹痛が軽いときは、無理に食べさ
せないで水分を少しずつ飲ませて
様子をみる。　

•お腹に「の」の字を描くようにやさ
しくマッサージする。 

便秘／そけいヘルニア／腸重積　

便秘／急性胃腸炎／腸重積　

便秘／急性胃腸炎／虫垂炎

腹 痛╂

下 痢╂

呼吸困難等╂

おなかに炎症があるとき
（虫垂炎、胃腸炎など）には、
炎症を悪化させる可能性が
あるので、カイロや湯たんぽ
などでおなかを暖めないよう
にしてください。

 注意すること 

 注意すること 

 注意すること 
•胃腸を休めるために固形物は与えない。

脱水症状にならないよう水分は十分に
与える。ミルクは、普段より薄めにする。　

•おしりがかぶれないよう、こまめに洗う。
感染症の病気の可能性もあるので、排
泄物を始末した手も充分に洗う。　

•回復期には、食べ物を一度にたくさん与
えず、便の状態をみながら少しずつ、で
きるだけ加熱調理した炭水化物（おかゆ、
おじや、うどんなど）から与える。

•高い熱をともなっている。　
•嘔吐をともなっている。　
•白っぽい便。　
•血液が混じっている便。　
•黒っぽい便。　
•機嫌が悪く、水分を受け付けない。　
•おしっこが極端に少なかったり、回

数が極端に減った。　
•水のような下痢で、回数も多い。　
•下痢が長びいて唇や舌が乾いている。　
•ぐったりしている。

柑橘類（オレンジ、グレープフ
ルーツなど）や乳製品、砂糖、
その他消化されずに便にその
まま排泄されるもの（ニンジ
ン、海藻など）は与えないで
ください。　

食べ過ぎにならないように注
意してください。（普段の３分
の２程度）

早めの受診を

早めの受診を

早めの受診を

家庭での対処

家庭での対処

家庭での対処

よくある腹痛の原因

乳児

幼児

児童



•脱水症状になりやすいので、吐き気
が治まるのを待って、湯ざまし、お
茶などを少しずつ、回数を多めに与
えるなどして、水分を十分に与える。

•飲食をするとかえって吐くので、30
分～2時間は飲食させないで様子
を見る。特に、胃腸を休めるため
に固形物はできるだけ与えない。

•周囲に危険物があれば、取り除く。　

•平らなところに寝かせ、けいれんの
途中、吐いても吸い込んで窒息しない
よう、顔を横に向ける。また、呼吸し
やすくするため、頭をうしろにそらせ
たり（首がつっぱっているときは無理
はしない）、衣服をゆるめる。　

•目の位置（白目を剥いているなど）や
手足の状態を見て、けいれんの持続
時間を測定する。

•強く頭を打った後である。　
•けいれんをともなったり、意識が
ぼんやりしている。　
•強い頭痛や腹痛をともなう。　
•何度も嘔吐を繰り返す。　
•吐いた物に血液や胆汁（緑色）が
混ざる。
•おしっこが半日位出ない。　
•くちびるや舌が乾いている。

•はじめてけいれんを起こした。　
•頭を打ったあとにけいれんを起こ
した。　
•けいれんを２回以上、繰り返した。　
•けいれんが長時間（概ね４～５分
以上）続く。　
•けいれんのあと反応がなく、意識
が戻らない。
•けいれんのあと繰り返して吐く。　
•顔色が悪い。　
•あわをふいている。

口の中に物や指を入れないでく
ださい。口の中を傷つけたり、
歯が抜けたり、舌を押し込んで
窒息するもとになったりするの
で危険です。　

ゆすったり、たたいたり、飲み
物や飲み薬を与えたりしないで
ください。

けいれんの後に眠ったときは、
単に疲れているだけなのか、
意識がないのかを声をかける
などして確認してください。

•頭を打ったあとは、１～２日は入浴
は避ける。　

•１週間程度は、普段と変わったこ
とがないかよく注意して観察する。

•頭の痛みが強くなる。　
•けいれんが起きた。　
•吐き気が繰り返して見られたり、気持ちの
悪さが続く。　
•意識消失があったり、頭を打ったあとすぐ
に泣かなかった。　
•ぼんやりし、眠ってしまう。　
•頭を打った前後のことをよく覚えてない。　
•物が二重に見えたり、物が見えなくなった。　
•手足が動きにくくなったり、しびれたりする。　
•体温がどんどん高くなってきた。　
•左右の瞳の大きさが違う。　
•耳や鼻から出血がある。

頭を打ったあとにすぐ泣いた
か、ぼんやりしていなかった
かなどについてよく観察して
おいてください。頭の痛みが
だんだん強くなってきたり、
吐き気や嘔吐がみられるよう
な場合は、頭の中に出血し
ている可能性があります。

牛乳、乳製品、炭酸飲料、
柑橘類の果汁（オレンジなど）
は避けてください。

赤ちゃんにミルクを飲ませたと
きは、縦に抱き、ゲップを出さ
せてから寝かせてください。

吐いた物を肺に吸い込まない
よう、寝ているときは体や顔を
横に向けてください。

吐いた物を始末したら、よく手
を洗ってください。

 注意すること 

 注意すること 

 注意すること 
早めの受診を

早めの受診を

早めの受診を

家庭での対処

家庭での対処

家庭での対処

 嘔 吐╂

頭部打撲╂

けいれん（ひきつけ）╂

▲

右記の症状があるときは、念の
ため、できるだけ早く脳神経外科
などがある病院を受診してくださ
い。（頭部のレントゲンや、ＣＴス
キャンが必要な場合もあります）



飲み込んだ異物 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・強アルカリ（洗浄剤、漂白剤等）

医薬品

石油製品（灯油、マニキュア、除光液等）

芳香剤、消臭剤

防虫剤（ナフタリン等）

香水・ヘアトニック

ボタン電池

•患部を流水で３０分以上冷やす。服を
脱がせにくいときは、服のうえから冷
水をかけたり、患部が服に張り付くよ
うであればハサミ等で服を切り、肌か
ら離してからかけても効果的。

•赤みがひいて、痛みがなくなるまで、
冷やす。　

•水ぶくれができたら、破らないように
清潔を保つ。

•肌が黒くこげたり、白くなっている。
第3度

•やけどの範囲が大人の手のひらより広い。

やけどの深さは第１度～第３度に分類
されています。
第1度  皮膚の表面が赤くなっている

が、水ぶくれにはならない程度
第2度  水ぶくれ（水疱）ができている
第3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

油やアロエを塗るなど、民間
療法をしないでください。　

低温やけどにも注意が必要
です。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ことがあ
ります。

•異物が口の中に見えるときは、人差し指
をほおの内側に沿って差し入れ、詰まっ
ているものをかきだす。あわててのどの
奥に押し込まないよう注意する。　

•異物を飲み込んだ場合は、下記表を参考
に速やかに応急処置を行う。

•医薬品、洗浄剤、殺虫剤、ボタン電池、灰
皿の水などを飲んだ。　

•タバコを飲み込んだが、量がわからない。　
•硬貨を飲み込んで、胸やお腹を痛がっている。　
•意識がない。　
•顔色が悪い。　
•けいれんを起こしている。　
•嘔吐が止まらない。　
•飲み込んだとたんにせきがはじまったり、呼

吸の状態がおかしい。

 注意すること 

早めの受診を

早めの受診を

家庭での対処

家庭での対処

やけど╂

誤飲・誤食╂

異物を飲み込んだときの対応



病児・病後児保育
いざという時の一時保育。利用には事前登録が必要です。

※施設により、利用方法が異なります。
　詳しくは各市町担当窓口にお問い合わ
　せください。

病児・病後児保育
いざという時の一時保育。利用には事前登録が必要です。いざという時の一時保育。利用には事前登録が必要です。

　詳しくは各市町担当窓口にお問い合わ
　せください。

① 事前登録　
各保育室または利用対象区域内
の市町担当窓口に備付の「登録
票」を記入の上、利用したい施設
へ事前に提出しておきましょう。

③ かかりつけ医師の受診
利用の際には、かかりつけ医師
への受診が必要です。医師が記
入した「医師連絡票」と「保護者
からの病状連絡票」をあわせて提
出してください。

② 予約　
登録票を提出した病児・病後児
保育施設へ事前予約してください。

〈利用料金〉概ね2,000円程度
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 ◆ 佐賀市休日夜間こども診療所

 ◆ 佐賀市休日歯科診療所

 ◆ 鳥栖市休日救急医療センター

 ◆ 唐津赤十字病院内　
     地域連携小児救急医療センター

 ◆ 唐津救急医療センター

 ◆ 唐津休日歯科診療所

 ◆ 武雄地区休日急患センター

 ◆ 鹿島休日こどもクリニック

 ◆ 鹿島時間外こどもクリニック

 ◆ 伊万里休日 ･
　　夜間急患医療センター




