
 
本レポートでは、乳幼児の熱中症について、その対策のポイントや対策実施への意識・実態について、調べました。 
 
＜小児科医・辻 祐一郎先生に聞く、乳幼児の熱中症のポイント＞ 

① 体温の調節機能が未熟な 0 歳～3 歳の子供は熱中症になりやすいと言えます。 

② 親御さんには、しっかりと対策を行って欲しいと思います。 

③ 対策のポイント：「外出前の水分補給」、「ベビーカーでできる熱中症対策」、「赤ちゃんのサインを見逃さないこと」 

＜0 歳～3 歳の子供を持つ母親に実施、「乳幼児の熱中症対策に関する調査」＞ 

① 母親の 9 割が「乳幼児が熱中症になりやすいことを、知っている」と回答。 

② 熱中症対策としては、水分補給や帽子、エアコンの利用が多く、ベビーカーでの対策はあまり行なわれていない。 

＜メーカー・担当者に聞く、熱中症対策とベビーカー選びのポイント＞ 

① 0 歳～3 歳の赤ちゃんにとって、お母さんとの外出は、とても大切な時間。 

② 夏のベビーカーでのお出掛けについては、しっかりと対策をとる必要があります。 

③ ベビーカーの車高や通気性に注意することで、熱中症のリスクを軽減することができます。 
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予想される猛暑、“乳幼児の熱中症”について徹底調査 

ポイントは「外出前の水分補給」、「ベビーカー」、「赤ちゃんのサイン」 

ママの4割が「情報が不十分」 ベビーカーの車高、通気性の重要性とは!? 
 

 

2013年5月23日（木）、気象庁から 6月～8月の「3か月予報」が発表されました。この中期的な天候の予報によると、今夏も全国

的に例年並みか、それ以上に暑くなることが予想されています。 

そうすると、気になる話題の 1 つが熱中症です。消防庁の資料によれば、熱中症とは、「室温や気温が高い中での作業や運動に

より、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひど

いときにはけいれんや意識の異常など、様々な症状をおこす病気」を指します。地球温暖化やヒートアイランドなどの影響に伴う都

市の高温化などの影響からか、例年増加傾向にある、熱中症の救急搬送人員数。暑くなることが予想される今夏も、気をつけなけ

ればなりません。 

そこで、今回トレンド総研（東京都渋谷区）では、この熱中症にフォーカスし、レポートを作成しました。本レポートでは、特に乳幼

児に焦点を当てました。近年の報道において、特に注目されているのは高齢者の熱中症です。その一方で、高齢者と同様に体力

的に弱い乳幼児においては、熱中症に対して、どのような点に注意すべきなのでしょうか。対策のポイントや、実際にどのように対

策が行われているのか、その実態に迫ります。 
 

■ レポート内容  
   

1. 小児科医・辻 祐一郎先生に聞く、“乳幼児の熱中症”の実態と対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2～P.3 
   

 せんぽ東京高輪病院（東京都港区）で小児科医を務める辻先生に、乳幼児の熱中症について取材を実施しました。 
   

2. 乳幼児の熱中症対策について、0 歳～3 歳の子供を持つ母親に調査を実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3～P.4 
   

 母親たちの乳幼児の熱中症に対する意識・実態を探るため、「乳幼児の熱中症対策に関する調査」を実施しました。 
   

3. 熱中症対策とベビーカー選びのポイント、メーカー・担当者へ取材を実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4～P.5 
   

 ベビーカーメーカーであるアップリカ･チルドレンズプロダクツの萩原氏に 

夏のベビーカーでのお出掛けについて取材を実施しました。 
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 1. 小児科医・辻 祐一郎先生に聞く、“乳幼児の熱中症”の実態と対策                                                   
 

はじめに、こうした乳幼児の熱中症について、せんぽ東京高輪病院（東京都港区）の小児科医である辻 祐一郎先生にお話をうか

がいました。 
 

◆ 発汗機能の未熟さから明らかになる、赤ちゃんの熱中症リスクとは!?  
 
Q. 幼い子供が熱中症になりやすいというのは、正しい認識なのでしょうか？ 

乳幼児、特に 0 歳～3 歳の子供というのは、発汗機能が未熟です。暑い所へ行くと、人間の体は汗をかきます。そして、汗と一緒

に熱を放出することで、体温を一定に保とうとするのです。つまり、発汗機能が未熟な赤ちゃんは、体温の調節機能が未熟だと言

えます。暑いところに行けば体温が上がるし、寒いところに行けば体温が下がってしまうということです。 

そのため、赤ちゃんは、環境温度による影響を受けやすく、暑さや寒さに弱い存在です。熱中症にもなりやすいと言えるでしょう。

また、気温の変化にも気をつけなければなりません。夏でも、クーラーがよく効いたところの温度は 23℃～24℃にもなります。それ

が一歩外に出てみれば 40℃近く。こうした急激な気温の変化があれば、赤ちゃんには急激な体温変化が起こります。それにより、

体調に不調をきたしかねません。 
 

◆ 熱中症にかかりやすい老人と赤ちゃんの共通点、ポイントはわずかなサインを見逃さないこと  
 
Q. 乳幼児が熱中症にならないために、気をつけなければならないポイントについて、お教えください。 

寝たきりのご老人が熱中症になりやすいというニュースは見たことありますよね。これは、ご老人が動けないということが、1つの原

因です。というのも、汗で湿った環境というのは、汗をかきにくい環境なのです。汗がかけないと、体温の調整ができず、熱中症に

なりやすいのは、お伝えの通りです。普通の人であれば、こうした環境は不快ですので、自分でどうにかすると思います。しかし、

自分で自由に動くことのできない、ご老人や赤ちゃんはそうはいきません。汗で濡れた衣服や布団は、周りの方がこまめに取り替

えてあげる必要があります。 

また、自分の体調の状態を上手く伝えられないというのも、赤ちゃんとご老人の共通点です。この点も気をつけなければなりませ

ん。言葉が豊富でない、0 歳～3 歳くらいの赤ちゃんは、なかなか自分の状態を表現することができません。少しでもいつもと違う

様子があるのであれば、親御さんが気付いてあげる必要があるでしょう。 

例えば、しゃべるのが極端に少なくなったり、動きが少なくなったり、顔色が悪くなったり、目の動きがトローンとしてきたりと、赤ち

ゃんも様々な方法で体の不調を訴えるサインを送っているので、わずかな変化でも、こうしたサインを見逃さないことが重要です。

このような症状が見られた際には、すぐに水分を補給しながら、水を含んだタオルで体を拭くなどすることで、大きな事故を未然に

防ぐことができます。 
 

◆ 乳幼児の熱中症対策、その大事なポイントは…“外出前の水分補給”、“ベビーカー”、“赤ちゃんのサイン”  
 
Q. 外出時に気をつけなければならない、乳幼児の熱中症対策のポイントをお教えください。 

ポイントは大きく 3つあげられます。 

まず 1つめは、外出前の水分補給。大人の方であれば、必要な時に適宜水分を補給するという手もあります。しかし、赤ちゃんに

とっては、それでは遅いのです。赤ちゃんの代謝は急には変わりません。細胞内と細胞外のバランスをとる機構が、まだまだ未熟

なためなのですが、体内の水分バランスが崩れた時に、そのバランスを戻すにはより長い時間を要します。なので、外出前に、予

め水分を補給しておく必要があるのです。 

次に、2 つめのポイントとしては、ベビーカーによる対策があげられます。赤ちゃんと外出する時に、多くの人はベビーカーを利

用すると思いますが、ベビーカーに求められる機能は多岐に渡ります。 

最初にあげられるのが、直射日光など、外部からの熱による影響を和らげる効果。最も大きな影響を与える直射日光に対しては、

ベビーカーの日よけカバーを上手に利用すべきでしょう。ただし、直射日光はベビーカーの側面からも差し込むことがあるので、し

っかり日よけをできているかは確認しなければなりません。また、外部からの熱は直射日光に限ったものではありません。太陽の輻

射熱、いわゆる、地面からの照り返しによる影響も大きいと言えます。特に、地面をアスファルトに覆われた都市部では、なおさら

です。しかし、その輻射熱も、実はベビーカーで対策することができます。最近、利用者が増えていると聞きますが、ハイシートの

ベビーカーがオススメです。輻射熱の影響は、地面からの距離の2乗に反比例します。そのため、車高30cmのベビーカーと比べ

ると、車高が50cmのベビーカーに対する輻射熱の影響は約3分の1にとどまります。わずかなシートの高さの違いで、赤ちゃん

への影響は大きく異なることが分かります。 

また、ベビーカーの風通しの良さも意外に重要なポイントです。赤ちゃんを乗せるためのベビーカーは、安全性を重視するため、

しっかりとした構造のものが多く、反面、風通しが悪くなってしまっているものも少なくありません。また、赤ちゃんを守るため、多くの

ベビーカーは密閉性の高い構造を採用しています。そのため、ベビーカーの中は熱や湿気がこもりやすい形状であると言わざる

を得ません。そして、この熱はもちろん、ベビーカー内にこもった湿気は汗をかきにくい環境を作り、結果、熱中症が起こりやすい

環境を生み出します。こうした状況を防ぐために、実は、ベビーカーの風通しの良さは非常に重要なポイントとなるのです。 
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さらに、汗をかきやすいように、ベビーカーの環境を整える必要があるということは、ベビーカーを清潔に保つということも求めら

れます。汗で湿った状態というのは、菌の繁殖しやすい環境とも言えます。理想を言えば、毎日赤ちゃんを連れて帰ってきたら、す

ぐにベビーカーを洗って、干して、また翌日使うというのが良いでしょう。特に、夏場は菌の繁殖しやすい季節なので、注意してあ

げてください。 

最後に、外出前の水分補給、ベビーカーによる対策に続く 3 つめのポイントですが、これは前段でお話した赤ちゃんの発するサ

インを見逃さないということです。赤ちゃんの様子がおかしくないか、その顔色や動きをしっかり確認することが重要です。そのため

には、時々、ベビーカーから抱き上げてあげることも必要でしょう。外出中に 1 度か 2 度は、あるいは、30 分～1 時間に 1 度は、

赤ちゃんを抱き上げてあげ、その様子を確認してあげてください。抱いてあげることで初めて気付く赤ちゃんの変化も、きっとある

はずです。 
 
 
辻 祐一郎（つじ ゆういちろう） 

－小児科医－ 
 
せんぽ東京高輪病院 小児科 部長。昭和大学医学部 兼任講師。帝京大学医学部 非常勤講師。 

日本小児科学会専門医。日本腎臓学会専門医。インフェクションコントロールドクター（ICD）。日本医師会認定産業医。 

日本小児科医会 常任理事。東京都港区の 2 つの保育園で嘱託医。 
 
＜著書等＞ 

成美堂出版「いちばんためになるはじめての育児―0 歳から 3 歳までの育児をしっかりサポート」監修 

成美堂出版「これで安心0 歳から 1 歳半育児大事典」監修 
 

 

 2. 乳幼児の熱中症対策について、0 歳～3 歳の子供を持つ母親に調査を実施                                               
 

小児科医・辻 祐一郎先生への取材からは、乳幼児、特に 0 歳～3 歳の子供における熱中症のリスクが明らかになり、その対策

のポイントが分かりました。それでは、こうした子供を持つ母親たちは、乳幼児の熱中症について、そのリスクをどの程度理解し、

対策をとることができているのでしょうか。その実態を明らかにするために、アンケート調査を実施しました。 
  
［調査概要］ 調査名：「乳幼児の熱中症対策に関する調査」 

 調査対象：25 歳～44 歳の女性 500 名 （性別・年代別に均等割り付け） 

  ※ 0 歳～3 歳の長子を持つ人 

  ※ 長子の年齢ごとに均等割り付け 

   長子が 0 歳：125 名、長子が 1 歳：125 名、長子が 2 歳：125 名、長子が 3 歳：125 名 

 調査期間：2013 年6 月4 日（火）～2013 年6 月7 日（金） 調査地域：日本全国 

 調査実施機関：楽天リサーチ株式会社 調査方法：インターネット調査  
 

◆ 乳幼児の熱中症リスク、母親の 9割が認知も、4割は「情報が不十分」  
 
はじめに、母親たちの乳幼児の熱中症に対する意識や、その理解度につ

いて調べました。辻先生にもお話いただきましたが、乳幼児は発汗機能が未

熟で、大人に比べて上手く体温の調節ができません。それに伴い、熱中症

のリスクが高いと言われています。 

そこで、母親たちに、「乳幼児は熱中症になりやすいと、知っています

か？」とたずねました。すると、「知っている」と回答した人はおよそ9割。86%

にのぼります。乳幼児の熱中症リスクについて、大半の母親は、一定の知

識を備えているようです。 

さらに、これから迎える夏について、いくつかの質問をしました。その結果、

「今夏、子供が熱中症にならないか心配である」という母親は 94%。また、「今

夏、子供の熱中症対策をしっかりと行うつもりである」という母親は 97%。いず

れについても、今夏に向け、乳幼児の熱中症に対して、多くの母親たちが高

い意識を持っていることが分かる結果であったと言えます。 

一方で、こうした母親たちに、「熱中症に関する情報が十分にあると思いま

すか？」とたずねると、「あると思う」という人は 62%にとどまります。［グラフ 

1］ 今夏に向けて子供の熱中症対策を行うにあたり、母親たちのおよそ4割

は、そのための情報が不十分であると感じていることが分かりました。 

 

 

［グラフ 1］ 
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◆ 高まる意識下で浮かび上がった課題、母親たちのベビーカー選びに対する意識とは!?  
 
前段では、母親たちの乳幼児の熱中症に対する意識の高さが明らかにな

りました。では、実際にはどのような対策が重要だと思われているのでしょう

か。「今夏、行うつもりの子供の熱中症対策」を複数回答形式で聞きました。

すると、これに対して最も多くの母親があげた対策は、「水分を多めに摂らせ

る」（90%）でした。また、以下、「帽子を利用する」（86%）、「子供用の飲料を

携帯する」（81%）、「エアコンで室温管理を行う」（73%）と続きます。［グラフ 

2］ 多くの母親は、複数の対策を行いながら、今夏の熱中症に備えるつもり

のようです。 

しかし、その一方で、「ベビーカーで熱中症対策をする」と答えた母親は、

わずか 14%と 1割強。ベビーカーについては、辻先生も乳幼児の熱中症対

策のポイントとしてあげていますが、他の対策に比べて、選んだ母親が少な

い結果となりました。その背景としては、辻先生にご提示いただいたようなベ

ビーカーにおける熱中症対策について、母親たちが知らないことが考えられ

ます。 

実際に、「熱中症対策における効果を、ベビーカー選びの際に参考にし

た」という母親は、全体の 39%です。4割弱の母親は、熱中症対策としての効

果をベビーカーに期待していることが分かりましたが、97%もの母親が「今夏、

熱中症対策をしっかり行うつもりである」と回答していることを考えると、少な

い結果だったと言えるのではないでしょうか。 

なお、併せて、「ベビーカーを選んだ時の基準」を複数回答形式で聞いた

ところ、多かったポイントとしては、「安全性」（74%）、「価格」（66%）、「押しや

すさ」（58%）、「丈夫さ・耐久性」（58%）、「軽さ」（58%）といった項目。ベビー

カー選びにおいては、しっかりとした作りや扱いやすさといった点が重要視

されているようです。［グラフ 3］ ちなみに、熱中症対策のポイントとして、

辻先生にあげてもらった、「日よけの機能」、「通気性」、「シートの高さ」、「洗

濯のしやすさ」といった項目については、それぞれ 37%、24%、19%、5%と、

残念ながら、いずれも高い結果であったとは言えません。 

地球温暖化や、ヒートアイランド現象による都市部の高温化が予想される現状では、乳幼児の熱中症リスクは例年高まり続けてい

ると言えます。例年よりも暑いと予想されている今夏はもちろん、これからの時代においては、乳幼児の熱中症に対する意識や正し

い理解を、より深めていかなければなりません。そのための重要ポイントとして、ベビーカーの存在やその熱中症対策における効

果への正しい理解が求められていると言っても過言ではないかもしれません。 

 

 3. 熱中症対策とベビーカー選びのポイント、メーカー・担当者へ取材を実施                                                   
 

乳幼児の子供を持つ母親たちを対象に行った今回の調査では、子供の熱中症を心配する母親たちの意識と、どんな対策を行う

つもりでいるのかという母親たちの実態が明らかになりました。また、その中で、乳幼児の熱中症対策に関する情報が不十分である

と感じている母親が多いということも分かりました。その一例として明らかになったのが、ベビーカーで行える熱中症対策への認知

の低さです。乳幼児の子供を持つ母親であれば、外出時にはベビーカーを利用するという人がほとんどでしょう。小児科医・辻先

生も熱中症対策のポイントの 1つとして、ベビーカーをあげています。 

そこで、これらの結果を受け、ベビーカーメーカーのアップリカ･チルドレンズプロダクツ株式会社に取材を依頼しました。アップリ

カでは、科学的な見地から赤ちゃんの心と体を正しく理解する、独自の「赤ちゃん医学」と「育児工学」を提唱。医学、工学、心理学と

いった幅広い科学的な分析により、赤ちゃんにとって理想的な環境を守り、母親たちが安心して育児ができるベビー用品の開発を

目指していると言います。今回は、アップリカのマーケティング本部に所属し、ベビーカーの製品開発をリードする萩原 正広氏に、

熱中症対策を考える際に、夏のお出掛けにおける注意点を、ベビーカーにおいて気をつけるべきポイントを中心に聞きました。 
 

アップリカ･チルドレンズプロダクツ株式会社 URL：http://www.aprica.jp/ 
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◆ ベビーカーメーカー担当者が伝授！ 夏の赤ちゃんとママのお散歩、気をつけるべきポイントとは!?  
 
Q. 乳幼児の熱中症について考えた際、夏の乳幼児の外出における注意点をお教えください。 

0歳～3歳の赤ちゃんにとって、ベビーカーでのお散歩は楽しい時間です。また、外の空気に触れることは、赤ちゃんの皮膚を鍛

えるとともに、脳の発達にもつながります。ママたちもリフレッシュすることができる、とても大事な時間であると言えるでしょう。1 ヶ月

健診を過ぎたら、ベビーカーを利用して、積極的にお出掛けを楽しんで欲しいと思います。しかし、快適なお出掛けのためには、

気をつけなければならない点も少なくありません。特に夏場は、気温の上昇や直射日光などに、充分に配慮してあげてください。 

そこで、夏の赤ちゃんのお散歩における注意点についてですが、辻先生にあげていただいたポイントは、確かに非常に重要だと

思います。辻先生のご指摘と重なる部分もありますが、以下のような点に注意すると良いでしょう。 
 
 

＜夏のベビーカーでのお出掛けにおいて、注意すべきポイント＞ 

・ 外出する時間帯は、比較的涼しい朝夕を選びましょう。 

・ 日中に外出する場合は、ベビーカーの日よけや帽子、タオルなどを活用して直射日光には気をつけましょう。 

・ こまめに屋内に入るなど、長時間屋外にいることは避けましょう。 

・ こまめに水分補給をしてあげましょう。 

・ 赤ちゃんの様子をこまめにチェックして無理のないスケジュールで行動しましょう。 
 

 

その他にも、ベビーカーの機能を活用することで、赤ちゃんを熱から守ることができます。 

例えば、ベビーカーの車高についてですが、ハイシートのベビーカーを選ぶことで、赤ちゃんが受ける地面の熱を軽減すること

ができます。アップリカでは、2007 年に真夏日のベビーカーの表面温度について調べました。38.1℃の真夏日に計測したところ、

シート高38cmの一般的なベビーカーでは、ベビーカーの表面温度は40.1℃であったのに対して、シート高50cmのベビーカーで

は、38.4℃。ハイシートのベビーカーを選ぶだけで、ベビーカーの受ける熱は、およそ 2℃分、軽減できるのです。また、アスファ

ルトからの輻射熱をカットするために、シート背面に断熱シートを搭載したベビーカーもあります。 

次に、辻先生のおっしゃっている、ベビーカーの風通しの良さも非常に重要なポイントです。いくらベビーカーの中に差し込む

日差しをカットしても、熱がこもってしまってはいけません。また、辻先生のおっしゃっているように、赤ちゃんの汗でベビーカーが

ムレてしまっては、赤ちゃんの発汗機能を妨げてしまいますし、あせもなどの原因にもなります。赤ちゃんの肌はとても敏感なの

で、ベビーカーの中は清潔に保ってあげる必要があるでしょう。 

では、風通しを良くできるのは、どのようなベビーカーなのかということですが、幌にメッシュの窓があり、風を通してくれるベビー

カーもあります。シートの裏側に通気孔を採用しているベビーカーも、内部の熱を放出するという意味で、優れたベビーカーだと言

えるでしょう。さらに、ベビーカーのクッションの素材に、通気性の良いものを使用するというのも、非常に重要なポイントです。例

えば、アップリカのベビーカーでは、東洋紡株式会社が開発した“ブレスエアー（R）”というクッション材を採用しています。ブレスエ

アーは、繊維が三次元状に複雑に絡み合った構造体で、優れた通気性、クッション性、耐久性を実現した、素材です。その通気性

はウレタンの約 11 倍にのぼります。そのため、ブレスエアーを使用した敷布団や枕は、ムレにくく、寝返りがうちやすいと言われて

います。快適な寝心地を実現することから、病院や介護の分野でも広く採用されているほどです。 

さらに、赤ちゃんの汗のことを考えるのであれば、ベビーカーの衛生面も意識する必要があります。赤ちゃんのためにも、ベビ

ーカーのシートは清潔に保ちましょう。アップリカのベビーカーには、シートが簡単に取り外すことが可能で、洗濯機で丸洗いでき

るものもあります。この洗濯の時も、ブレスエアーは活躍します。速乾性に優れるため、常に衛生的に使用することが可能です。 

赤ちゃんを守るためには、こうした最新の素材も積極的に採用するべきだと考えています。 
 

アップリカは、日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトをサポートしています。 

体温調節機能が未発達の赤ちゃんは、外部の環境に影響を受けやすいため、夏のお出掛

けには特に注意する必要があります。お散歩は、赤ちゃんとママにとって、大切な時間です。

また、夏だからこその景色や、気付きもあるでしょう。その大切な時間を快適に過ごすために、

赤ちゃんを夏の熱から守り、体温調節を補う機能が備わったベビーカーを選んで、ご利用い

ただければと思います。 

■このリリースに関するお問い合わせや取材、資料ご希望の方は下記までご連絡ください■  

トレンド総研  http://www.trendsoken.com/ 

担当：川浦（かわうら）  TEL：03-5774-8871 ／ FAX：03-5774-8872 ／ mail：info@trendsoken.com 

 

～ トレンド総研の「マーケティングリサーチ」とは ～ 

トレンド総研の「マーケティングリサーチ」は、クライアントの依頼のもと、市場における生活者の意識・実態に関する調査を行っています。 

また、調査結果にもとづき、各業界におけるトレンドの予測・分析、トレンド商品の人気の背景などに関する情報を発信し、 

企業と生活者のコミュニケーションを後押しすることにより、経済の活性化を目指します。 
 

 
※「熱中症ゼロへ」プロジェクトとは 
 
一般財団法人日本気象協会が今夏に

始動するプロジェクト。気付かない内

にかかる危険性がある熱中症をどの

ように予防するかを、継続的に伝えて

いき、その発症者をゼロにしようとす

る取り組みです。  
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