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母乳育児と体重増加不良 FTT( failure to thrive)  
 

 
 
＊ 小児科教科書 Nelson の FTT に関する翻訳 
＊ 体重増加曲線についての比較検討 
＊ おぐちこどもクリニックで過去 2 年間で経験した FTT 症例
の紹介と学んだこと。 

＊ 症例の紹介と検討。母親の想いへの傾聴と見守りの重要性 
＊ 私の NICU での未熟児における超早期授乳の試みから学ん
だ母乳の威力。 
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母乳育児と体重増加不良 FTT( failure to thrive) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 おぐちこどもクリニック 小口弘毅 

まずは教科書的な体重増加不良について知る必要がある。日本の小児科教科書には記載は無

いに等しく、また体重増加不良の項はない（日本の小児科では軽視されているという事であ

る！）。世界中の小児科医のバイブルとして有名な Nelson 小児科学書にはきっちり体重増加

不良についての記載がある。しかし、そのタイトルは「poor weight gain」ではなく、「Failure 

To Thrive=FTT」である。Thrive とは古語であり、栄える、成長するという意味の言葉であ

る。そして FTT は精神社会的問題（Psychosocial Issues）の章の中に組み込まれている。

その理由は何でしょうか？それは FTT は貧困家庭の大きな問題だからである。やはり、一般

論、世界的に認められている教科書の記載をふまえて、私は体重増加不良について医学的支

援を行う事が大切であると考えている。そこで Nelson 小児科学書の FTT に関する記載を翻

訳して皆さんに紹介したい。 

 

 FTT の子どもの医学的評価を行う際に重要な事は、医学的、栄養学的、発達上、精神社会

的、そして環境面の誘因について検討すべきである。体重増加曲線上、持続的に３％を下回

る場合 FTT と判定する（多くの教科書で 3%ラインを下回るーを定義に用いている）。または、

体重増加曲線上２つの大きな体重の％曲線を横切って体重増加の伸びが鈍る場合もFTTと考

えられる。あるいは身長に対する平均的な体重の 80%を下回る場合に FTT と判定する。体

質的に小さいあるいはゆっくり成長する子どもは、身長に比例して体重も軽いのである

（proportional）。正常児であっても、最初の数年間の乳幼児期には、体重増加曲線上で大き

な変動が認められることを認識すべきである（従って、４ヶ月健診の時点のみで体重増加不

良と簡単に判定すべきでない。それまでの体重の推移、そして出生後しばらくの間見られる

生理的体重減少も考慮すべきである。そしてもちろんその後の体重推移を見なければならな

い）。 

 FTT 児では、低栄養の影響は体重の減少（wasting）に反映され、さらに数ヶ月に及ぶ低

栄養は身長の伸びが鈍ってくる（stunting）。しかし、慢性の重度な栄養不良（malnutrition）

でない限り頭囲の成長は保たれる。symmetrical FTT（体重、身長、頭囲の全てが同じよう

に少ない）の場合、非常に長く続いている栄養不良、染色体異常、先天性感染あるいは催奇

形因子への暴露などの可能性を考える。 

 FTT は小児科領域では一般的な問題であり、幼児期までの子どもの 5～10%に認められ、

病院受診理由の 3～5%を占めており、貧困層の子どもの 15%に認められる。 

 

診断および臨床症状 

 病歴として、出生前ケアの内容、妊娠中の母親の疾患、胎児期の成長の問題、そして出生

時の体重、身長、頭囲のデーターは必須である。嘔吐、下痢、発熱、呼吸障害、消耗状態な
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どの存在は基礎疾患が潜んでいる可能性を示唆するものである。乳児期の栄養法（diet 

history）についての詳細な聞き取りは重要であり、lactation problem および人工乳の不適

切な調乳は乳児期早期の FTT のよくある原因である。理学的所見そして発達評価をしっかり

行う事が大切である。子どもと家族の精神社会的評価（psychosocial assessment）も必要

である。子どもの因子（機嫌、発達）、両親の因子（鬱、家庭内暴力、社会的孤立、精神遅滞、

薬物常用）、そして環境・社会因子（貧困、非雇用、文盲、鉛中毒）など全てが FTT の原因

となりうる。欧米の教科書では家族の精神社会的評価（psychosocial assessment）を非常

に重視しており、当然の事と思う。私の FTT 児の評価の際に欠けていた視点であると反省し

ている。身体、発達面の診察により様々な兆候を発見する事が出来る。それらの兆候とは、

口腔、歯の問題、心肺の疾患、あるいは消化器疾患、そして形態異常（dysmorphic features：

顔貌異常、手足の奇形、心奇形などの内蔵奇形などの複数の形態異常は染色体異常、先天性

奇形症候群の可能性を示唆するものである）は FTT の原因として遺伝的あるいは催奇形因子

の関与を示唆する。神経学的診察により、硬直（spasticity）あるいは低緊張（hypotonia）

の存在は、哺乳・摂食にマイナスになり成長障害をきたす。脳性麻痺の子ども達は筋緊張の

亢進および哺乳に必要な複雑な協調運動が出来ない為に低栄養に曝される。低栄養に起因す

る身体症状としては皮膚炎、肝臓肥大、浮腫などが認められる。さらに FTT の子どもは、中

耳炎、呼吸器および消化管の感染などを起こしやすく、さらに重度な低栄養児は様々な重篤

な感染症を併発するリスクは高い。私が FTT 児の成育支援を看護師と共に行う際に最も心配

し、注意しているのは、呼吸器あるいは消化器の感染症である。嘔吐・下痢症によりせっか

く体重が上向きになっているのに元に戻ってしまう事を恐れた。それに加えて、簡単に重症

な脱水になってしまう事を今も恐れている。多くの FTT 児の成長支援が良好な結果となって

いるが、それだけの注意深いフォローを行っている事も知ってほしい。 

 以上述べた詳細な病歴と診察所見から、必要な検査項目が浮かび上がってくるが、しかし

過剰な検査は何のメリットも無い。簡単なスクリーニングテストを行う事により、FTT の原

因となる一般的な疾患の診断が可能となり、低栄養による医学的な問題の発見にも繋がる。

必要な検査項目として、鉄欠乏性貧血、鉛中毒、尿検査、尿の培養、および血清電解質など

の検査により、腎尿路の感染と機能異常の評価が出来る。 

 授乳状況の観察そして家庭訪問は可能であれば行う事が望ましく、両親と子どもの関係性

障害および家庭環境の問題などを知る手がかりとなる。 

 

 FTTの原因となるNeison小児科テキストに挙げられている疾患リストを簡単に紹介する。 

１、環境要因（コモン）：両親の情緒的な問題、child maltreatment、母親の鬱状態、貧困、

不適切な授乳方法、間違った調乳方法、不適切な食事時間の環境、両親の異常な栄養法

に対する信念 

２、消化管の問題：cystic fibrosis や他の膵臓分泌異常、Celiac disease などの吸収不全症
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候群、消化管逆流症 

３、先天性異常：染色体異常、遺伝子以上に起因する症候群、先天性心疾患（心不全あるい

はチアノーゼによる成長不良）、消化管奇形（幽門狭窄症、腸回転異常）、血管輪（血管

輪による消化管の周囲からの圧迫による狭窄か？）、上気道狭窄症、先天性免疫不全） 

４、感染症（HIV、結核、肝炎（おそらく CBA congenital biliary atresia 先天性胆道閉鎖）、

尿路感染症、慢性副鼻腔炎、寄生虫病 

５、代謝性疾患：甲状腺疾患、副腎あるいは下垂体疾患、アミノ酸血症、有機酸尿、ガラク

トース血症 

６、神経疾患：脳性麻痺、下垂体および他の中枢神経系腫瘍、筋緊張低下をきたす疾患群（例

えば Prader -Willi 症候群）、神経筋疾患（例えばデュシェン型筋ジストロフィーなど）、

変性あるいは貯留症（Degenerative & Storage diseases:ゴーシェ病など） 

７、腎臓：慢性腎不全、腎尿細管性アシドーシス、尿路感染症 

８、血液疾患：鎌状赤血球症、鉄欠乏性貧血 

以上、教科書的にはこれだけの疾患が FTT の原因として考えられるのである。これらの

疾患は乳児期以降に発症するものも含まれているが、やはり乳児期の FTT の子どもの経

過を見る際に脳裏に浮かべながらきちんとフォローしなければならない。 

 

治療としては、子どもの栄養的必要（nutritional requirements）および家族の社会的問題に

向けられるべきである。初期治療として、子どもの栄養および医学的な問題への治療に絞り、

同時に家族と治療プランについて話し合う。低栄養児の両親は自分の育児の失敗と感じ、そ

して FTT と診断される事でさらに自分を追いつめてしまう。自分たちが子どもに栄養を十分

に与える事が出来なかった事で、非常に落ち込み、無能であると感じてしまう。逆に、両親

は低栄養の原因となった精神社会的要因および家族の問題について認識できないかもしれな

い。これらの問題は治療の過程、そしてその成否に非常に重大な影響を与えるので、十分に

評価しなければならない。一般診療の忙しい時間帯にFTT児が受診してくる事（多くは初診）

が多いが、私の診療に割ける時間は限られるので、内科的疾患がなく、母乳のみでこのまま

成育支援をして良いと判断した場合、あとは看護師にゆっくりと面談してもらっている。当

院の看護師達は母親の不安や自信喪失に向き合い、時間をかけて母親の話しに耳を傾けてい

るが、その姿勢には頭が下がる。もちろん私は安易に人工乳を足すように指導はせず、母乳

の重要性を説き、そして母親の母乳保育を含めて育児はうまく行っており、良くやっている

と褒めている。看護師と一緒に母親の安心を引き出すように勤めている。多分この事が一番

大切である。軽度の低栄養児の診断治療は一般医と家族のみで十分に可能である。しかしよ

り重症な低栄養児のケアは多職種によるチーム医療ケア（multidisciplinary team care）が

必要となる。チームに必要なメンバーは、小児科医、栄養士、発達の専門家、看護師そして

social worker である。 
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 栄養管理は原因の如何に関わらず治療の要となる。FTT 児がキャッチアップする為には、

同年齢（月齢）の乳幼児が必要なカロリーおよび蛋白摂取量の 1.5 倍以上が必要である。し

かし、FTT 児の食欲は低く、そして気まぐれな哺乳行動を示し（picky eater）、十分な哺乳

あるいは食事摂取は困難である事が多く、高カロリー食が必要となる。人工栄養児では、人

工乳の濃度を 20 cal/oz(ounce=28g)から 24～27 cal/oz に増やす事により（71～97 cal/dl）

の接種も可能である。幼児では、その児の好きな食べ物のカロリー濃度（caloric density）

を、バター、オイル、サワークリーム、ピーナッツバター、あるいは他の高カロリー食を添

加する。多くの幼児で、これらのサプリメントにより 30 cal/oz(=105 cal/100g)のカロリ

ーを添加する事が可能である。さらに、ビタミンおよびミネラルサプリメントも必要であり、

特にキャッチアップ成長期には大切である。多くの FTT 児は最終的には正常な体格に到達す

るが、彼らは引き続き発達、学習そして行動障害のハイリスク児であり続ける。この記載は

必ずしも間違いではないが、このような問題を起こす子ども達は非常に重症な低栄養状態が

続いていた子どもである。しかしこれを読んだ経験の少ない若い小児科医はそのままを受け

取り母親に宣言してしまうのである！そして即座に人工乳を足しなさいと宣告してしまうの

である。これでは２０年前に亡くなった母乳栄養の大家である山内逸朗先生が嘆いたのもう

なずけるし、今もその状態が持続している。 

 低栄養は免疫を低下させ、感染により代謝は高まり、カロリー必要量も上昇し、逆に食欲

は低下してしまう。その結果、FTT児は低栄養̶感染サイクル（malnutrition-infection cycle）

に陥り、繰り返す感染症により低栄養状態は悪化し、さらに感染症に罹りやすくなるという

悪循環となる。飢餓状態が続くと、生体の代謝が遅くなり、必要カロリーを押さえる為に成

長も止まってしまう。そして貯蔵してあるグリコーゲン、脂肪、蛋白を消費して必要な代謝

に回してゆく』 

 

以上、Nelson 小児科学書を翻訳紹介したので、ここからは母乳栄養児における FTT の問題

を中心に解説する。私は母乳分泌を促す方法などについては細かい事は解らないが、多くの

FTT 児の成長発育のフォローアップおよび成長支援を経験したので、その経験を中心に述べ

たい。まずは、FTT 児が受診した際には、教科書の記載があるように、きちんとした病歴と

完全なる診察と発達評価を行う事は当然であるが、やはり体重増加曲線に体重をプロットす

る事は非常に大切である。どの体重増加曲線を使用するかは論議のあるところである。厚労

省の体重曲線（current national references）は母子手帳にも使用され、広く利用されてい

る。しかし母乳保育は少数派で多くは人工栄養児の成長から求められた成長曲線であること

が批判の対象となっている。母乳栄養児は人工栄養児に比べて、出生後数週間、体重は少な

く、その差は生後４ヶ月頃にピークとなると言われている。そしてこの時期に４ヶ月健診が

なされ、体重増加不良を指摘される事が問題となっている。WHOは 2006 年に新しい Child 

Growth Standard を発表している。903 人の子ども達がデーターベースとなっているが、



 6 

これらの子ども達の 74.7%は、生後少なくとも４ヶ月間はほぼ母乳か母乳優位の栄養法で育

っている。子ども達の国籍はブラジル、ガーナ、インド、ノルウェー、オマーン、そして米

国の６ヶ月にまたがっており、子ども達の家庭は安定しており、その成長能力が完全に発揮

される環境で育っているとされる。これに対して、日本の山城達はアンケートではあるが、

BFH(baby-friendly hospital)で出生した赤ちゃんの母親2547を対象に成長曲線の提出を求

めて、647 人の母親からの情報を基に母乳栄養児の成長曲線を作成した（2003～2008 年）。

何故か、男児では厚労省値と母乳値とあまり差が無いように見える．女児の場合、かなり母

乳値の方が下回っている． 

 

WHO（紫）、厚労省 national references（緑）、山城（赤）の成長曲線の比較 
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上記のように、WHO（紫）、厚労省の national references（緑）、山城（赤）らの母乳育児

成長曲線の３つを比較してみたが、ここにそれらの平均値を提示する。いずれも平均値であ

るが、どれもそれほど大差はないと言っても良いと思う。人種も違っているが、最も使い勝

手が良い WHO の standard を用いてこれからクリニックでも成長のフォローを行ってゆき

たい。WHOの良いところは、身長̶体重曲線があり、これにより背の低い小さな子の体重の

妥当性（ちょうど良いか、痩せているか、太っているかなど）が解る事であり、症例を用い

て後ほど説明したい。 

 

 今後は全てWHOの standard を用いる。この図は、WHOの体重曲線に当院に体重増加不

良を主訴に受診した乳児 32 人の初診月齢と体重をプロットしたものである。WHOの体重曲

線の最低ラインである 2%ライン上か、それを下回る乳児達は 16 例、ちょうど半数もいたの

である。 

 
母乳育児中の体重増加について最初に目を開かせてくれた男児の紹介文を引用する． 

『最初に印象に残っている男の子について紹介します。年賀状の男の子は 2007 年に里帰り分

娩で藤沢生まれですが、今は沖縄に住んでおり毎年欠かさず年賀状を送ってくれます。藤沢か

らはるばる当院を受診しました。生後５ヶ月で出生体重からわずかに 1kg しか増えていない重

度な「体重増加不良児」でした。診察でも、皮膚はシワシワで、明らかな栄養失調の状態でし

た。母親は、初めての子どもを母乳で育てようと一生懸命でした。さすがにやせ細ってゆく我

が子を心配し、近所の小児科医院を受診したのです。診察した小児科医は母親に正しい指導を

する事無く、そのまま neglect 虐待（無視あるいは怠慢）を疑い、密かに児童相談所に通報し

たのです！翌日、児相の職員が母親の実家を訪ねてきたのです。母親は虐待を疑われた事にシ

ョックを受け、母乳の会を通じて相模原市の当院を探し当てて受診したのです。私は明らかな

栄養失調なので、人工乳を足して母乳栄養を続けるように指導し、同時にこれは母親の責任で

はなく、いわんや虐待ではないと話しました。この状況にまで放置した乳児保険指導のお寒い

図の初診時期から大雑把に３つの群に

分けられるように思う。まず、生後１

ヶ月から２ヶ月頃に、産院から体重増

加不良を指摘され受診する群。そして

３-４ヶ月健診で同様に指摘されて４

-６ヶ月頃に受診する群、そしてこの子

たちは健診で FTT といわれ、病院受診

を薦められている。最後は、６ヶ月を

過ぎて受診する群の３つである。 
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状況に驚いたのです。通院には遠すぎるので横浜市大の関先生を紹介しました。その後順調に

経過し沖縄に帰っていったのです。沖縄から毎年年賀状を送ってくださり、感謝の添え書きが

常に添えられています。手前味噌になってしまいますが、その添え書きを紹介します』 

 

 
 

この女児 YY の初診は生後 51 日でした。出生体重 3054g（50%）から 51 日で 956g 増え

て受診時体重は 4010g です。この期間の平均体重増加は 18.7g/day で、決して高度な体重

増加不良とは言えません．この時点までは混合栄養で、人工乳の割合が半分くらいでした．

ただ出生時体重はちょうど 50%であったのに、２つの曲線をクロスして 10%～5%の間に落

ち込んでいます。Y助産院から紹介されて受診した母親は 42 歳の高齢初産で非常に心配して

08 年は“発育指導に伺った SY です。児相相談員が

訪ねてきたり、病院を転々としたり、大変な思いを

したときが懐かしく感じるほど---ゆうきは元気に

賢く育っています。今後も育児に悩むお母さんと子

ども達を支えてあげる素敵な先生でいてください。

今でも感謝を忘れません。”、そして 2010 年は“お元

気で子ども達、親達の支えとなってくださっている

事とお察し申し上げます。小さかったゆうきも、体

も頭も標準にしっかり成長しています。先生への感

謝を深くしています。益々お元気にご活躍くださ

い。”年賀状の写真から母親の思いが伝わってくる

す。』 
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いました。Y 助産師の指導もあわせて、我々の判断は母乳の分泌が少しづつ良くなってきて

いるようだから，徐々に母乳栄養に切り変えましょうとアドバイスした．その後はキャッチ

アップするどころか体重増加はさらにゆっくりで、２回目受診の生後３ヶ月直前の 8/4 には、

4220g で２％を下回っていました。しかし体重の増えは悪かったが、母親の気持ちを尊重し

ながら徐々に人工乳を減らし，生後 4ヶ月（１０月初旬）には母乳のみとなり、10 月中旬か

ら離乳食を開始した．その後はゆっくりと増加はしていましたが、最低基準の 2%曲線からも

離れてゆきました。生後９ヶ月頃からキャッチアップに転じ 1歳時健診で 6880g となり、何

とか 2%曲線のすぐ下につきました。その後は順調で 2才の時点で 10%を越えています。身

長はずっと 2%前後にあり、体重、身長ともに非常に小さな赤ちゃんでした。 

 

写真のように２歳時点で、頬もふっくらして非常に健康体です。頭囲もしっかり伸びており、

身長̶体重曲線では、25-50%曲線の間にあります。つまりつまり背の低い分だけ体重は少

なく、決してやせ細ってはいません。もちろん発達評価も非常に良好です。 

全経過を通じて,当院と Y助産院と連携を取りながら母親支援を行った症例でした．母は受診

の度に、大丈夫でしょうかと質問されていましたが，医師看護師から元気ですよと伝えると，

心から嬉しそうで、また頑張りますと笑顔で帰られます。母は、小さいことを心配しつつも

ミルクは足したくない、離乳食にも使いたくないという信念をずっと持ちつづけていまので、

その思いを可能な範囲で応援していきました（山口洋子看護師）。 
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初診時の状態は良く、やはり母親の希望通り母乳育児を続けるように促した。このように生

後１週間くらいに見られる生理的体重減少を乳児期早期の体重評価には考慮すべきである。

しかし当院を受診したしばらく後の４ヶ月健診にて健診医に「この時期に 4.7kg は少ない。

医師としては病院を紹介したい。大丈夫とは言えない」と言われ、当院に再び相談受診した。

４～5ヶ月の時点（4318⇒4922g for 34 days）で、１日体重増加は 18.8g であり、定型

体重増加児の体重増加は鈍ってきているので（およその計算からはこの時期 4～5ヶ月の平均

体重増加は 13.3g/day）、徐々にキャッチアップすると判断した。体重の面だけでも、問題は

無いと考えたが、もちろん診察所見（見た目の感じも重要！誰でもやせ細っているかそうで

はないかくらいは解る）そして発達状況も良好であった。しかし、健診医の意見を尊重して、

母親の不安感も考慮し、問題は無いと考えていたが協同病院に紹介し、その後も私の診察と

看護師との面談は続けた。 

初 診 時 の 体 重 は

3110g あった。出生体

重の 3070g から、日齢

34 でほとんど増えて

いないが、日齢 13 の

最低体重 2702g から

は 21 日 間 で 平 均

19.4g/dayの体重増加

を示している。 

この症例は女児 MM で、

出生体重 3070g で、完全

母乳児ですが、出生後の体

重減少が著しく日齢 13 で

2702g まで減少し体重減

少率 12%であり、生理的

体重減少とは言えず、体重

は 50%から 2-5%の間ま

で落ち込んでいる。その後

の体重増加は緩やかで 2%

を下回った為、日齢 34 に

K-OB から紹介された。 
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協同病院の外来主治医もこちらの意図を理解してくれて、最低限の検査を行い正常である事

を確認してくれた。実際こういう小児科医は少ないが、この小児科医は新生児科医で私の考

えも良く理解してくれていたと思う。 

 
提示した体重増加曲線からも解るように、実際に生後８ヶ月には 2%ラインを越えてきている。

生後１歳の検診時の体重は 7295g で、ちょうど体重増加曲線の 5%ライン上に相当する。見

た目にも痩せた感じは無く、つかまり立ちが出来、パパ、ママと発語も認めている。この時

に看護師に母親の回想インタビューをしてもらったが、以下のように語ってくれた。『クリニ

ック初診の際に“１才頃には体重標準曲線の中に入っていますよ”と言われたのですが、本当に

そうなったと思った。４ヶ月健診の時が、一番下り坂だったと思う---。市の健診で医師に“こ

の体重では大丈夫とは言えない”と淡々と話しをされてきつかった。その時、１週間後にクリ

ニック受診の予約が入っていたので、相談しようと思ったが、それまでの１週間はモヤモヤ

していて母乳分泌も悪くなったような気がした（⇒聞けるところがある安心感があった）。そ

の頃、こんな風な思いが浮かんでいた。ミルクを足すのはいやではない、子の成長が一番だ

けど、母乳だけで育てられないのが悔しいし申し訳ないと思った、母乳だけで育てた事が間

違っていたという思いにもなった、でも子の成長を一番に考えようと自分に言い聞かせた---。

クリニック受診の時にはミルクを足さないといけないかもと覚悟していた。受診したら、“今
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のまま母乳だけで大丈夫”とアドバイスを受けて安心した。最終的には、“母乳かミルクか悩ん

だ事もあったが、母乳だけでやってきたから今の子がいると思えたし、どんな行動も判断も

子どもの為であり、間違いになっていないという思いにたどり着けた”』当院への 4 回目受診

（生後 3 ヶ月）の際，今までの担当助産師から引き継いで母と初めてお会いしました。この

時は、通院中の母乳相談の先生より出生体重から１kgの増えでは心配であるという話を受け、

小口医師と母で相談して１日ミルク１５０ml を補充していくこととなりました。しかし帰り

際に、母よりあと１週間母乳だけでやってみたいという希望を受け、１週間後に再相談とな

りました。１週間後に来た時は，体重増加が良くなっており，母も母乳育児への手応えを得

ることができていました。初対面ではありましたが、母が迷いの気持ちを打ち明けてくれた

からこそ母乳育児を継続出来たケースでした。母乳育児には迷いがつきものなので、児の様

子とあわせて、母の言動にも注意深く見聞きして、母の思いを医師に伝える橋渡しも大切な

役目となっています。 

 このように母乳育児を大切に考えている母親は、FTT と判断される事で、子どもの成長に

不安を覚え、自分の育児そのものに問題があるのでは？と悩み傷つくことに気がついている

小児科医はどのくらいいるのだろうか？中には、“このままだと脳に障害が残る”とさえ言う小

児科がいるのである。さらに追い討ちをかけるように、“お母さん、どうしてそれほど母乳に

こだわるのですか？！”とも言うのである。倉島助産師は、この話しを聞いて“母乳育児をしっ

かりする為にはこだわらなければ出来ません！”と言い切っている。私もそう思う。遠い昔、

乳児死亡率が 200 を超えていた時代、母親は自分の全存在を賭けて子ども達を育てたし、そ

の際の鍵になるのは母乳栄養であった事を現代の小児科医は忘れているのかもしれない。ア

フリカでは未だに乳児死亡率が 100 を越えている国々があるが、そういった国では母乳栄養

児と人工栄養児の生存率は明らかに違っているのである。日本のように衛生環境を始めとし

て恵まれている国では、そのような差はないかもしれないが、少なくとも中耳炎、呼吸器あ

るいは消化管感染症の発症リスクは母乳栄養児のほうが明らかに少ないのである。母乳は「白

い血液」と言われるくらい、免疫因子や免疫細胞が豊富である事は良く知られているはずで

ある。私は目やにが出る子どもが受診すると、母親に母乳点眼を薦めている。最初の頃は、

多くの母親はびっくりしていたが、母乳点眼のパンフを配るようになってから、母親達はス

ムースに受け入れてくれ、その効果を後日報告してくれる。中には、“先生、目やにが止まる

だけでなく、鼻水も止まってきましたよ！”と喜んでくれる母親もいた。 

 

すでに症例を詳しく紹介をしているが、32 例全ては出来ないが，これから参考になると思わ

れる症例を簡単に紹介してゆく．結局は症例を積み上げて、その子たちの問題点がどこにあ

って，そして概ね順調に育ってゆく経過をしっかり見守ることの重要性を認識することにつ

きる．小児科医と看護師がお互いに役割分担しながら，母親の母乳育児がうまくいっている

こと，そして赤ちゃんがゆっくりながらも確実に育ってゆくことを繰り返し伝えることが大
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事である．我々も試行錯誤を繰り返しているので、これと言った答えは無い．FTT ではなく、

Slowly Growing Infant (SGI)という新造語が脳裏に浮かびましたが，これは如何でしょう

か？ 

 

 

 
30g/day は平均値であり，最低ではない．人工乳で育ち 50g/day と体重増加が非常に大きい

赤ちゃんも含めた平均値です．平均値でなくとも全くかまわないのです．いつの間にか平均値

が最低値に置き換わったのです。本児は某医院にて 3回も FTT と言われ（FTT の定義に全く当

てはまらないが）、その度不安になっていた．この子こそ normal slowly growing infant であ

る。当然ながら母乳のみで成長した。 

当院は FTT 児の駆け込み寺

ではない！---と思うことが

ある．初診時に（生後 3ヶ月

の終わりに受診）母乳のみで

大丈夫と説明．4 ヶ月健診が

すぐ控えていたが、お母さん

は当院での健診を希望。内緒

で見ている様な感じになっ

てしまうが、母親の健診への

恐れがあるので、当院で引き

受けた． 

 

生後 3 ヶ月間は体

重増加が 30g/day

ないといけない

と、いつの間にか

ら誤解されている

ようだ（小児科医

の間で？）。この時

期の体重増加につ

い て 、 WHO は

15g/day、ラレー

チ ェ リ ー グ は

12g/day の増加で

栄養的にも大丈夫

と保証している． 
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初回相談時（4ヶ月）、すでに母乳中心で，PM

は１日一回 40ml を補充しているだけであっ

た．PM 補充を止めたいと希望されており，私

は賛同し中止した．体重増加が横ばいの時期が

長かったため、毎週受診してもらい、母とゆっ

くりと話し合った．頻回授乳、母の食事アドバ

イス、休息への取り組みなどを話し合い，それ

でも横ばいの時は、母と一緒にどこまで見守る

かを考えていた．児が元気であったこと、同様

なケースが他にもあったことで、ギリギリ母乳

育児支援が出来た子どもであった。 



 15 

 
生後４２で初診．初診時の体重は 3002g で写真のように痩せこけている感じであった．生後

の体重減少が 370g(12.7%)と非生理的減少であったが、そのボトムからは体重増加は

18g/day であり。このまま母乳のみで大丈夫と説明した． 

 

 

本児は小顎および口蓋裂を認める児で

ピエールロバン症候群である．この為

に哺乳力が弱く生後早期にチューブフ

ィーヂングとなっていた。当院にかか

りつけ医として紹介となった．FTT に

てついても相談に乗ったが、成長とと

もに徐々に哺乳力も増し，生後９ヶ月

を過ぎてチューブフィーヂングは終了

し、経口摂取にて十分な成長が可能と

なった。 

顔貌の異常と多発奇形

から染色体異常が疑わ

れているが，未診断で

ある。呼吸状態も不安

定で，哺乳力も弱く体

重増加は不良である

が，育児全体のサポー

トを行っている． 
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予防接種で受診された際に看護師に相談

したことが契機となって母乳相談となっ

たケース．Small ASD があり、循環器外

来にも罹っており，母の理想としていた

母乳育児がうまくゆかず、ストレスを抱

えていた．授乳回数、授乳方法など授乳

スタイルが確立するまで母の迷いは深

く、時間をかけた支援が必要であった．

通院していた授産院の支えもあり、次第

に母の心が安定すると、母は明るくなり，

自信を持って母乳育児に取組むようにな

った．母乳育児の他に、家族やペットの

相談，母の体調不安も傾聴し、毎回じっ

くりと話をさせてもらった。 
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II 女児は混合栄養から生後 3 ヶ月頃から完全母乳栄養に移行し、体重増加が滞っている状況

で 4 ヶ月健診を受診．健診にて体重増加不良と指摘され、N 小児科のフォローを受けた後、

生後 5 ヶ月で当院を紹介受診となった．後方視的に考えると，本児は生後 3 ヶ月頃から８ヶ

月頃まで長期にわたって体重が停滞した．その最中に当院を受診した．母親の思いは“せっか
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く母乳だけになったのだから母乳で育てたいという思いが強かった．K 助産院に頻繁に通い

ながら母親は頑張っていた．６ヶ月すぎから離乳食を始めると徐々に体重増加は上向きとな

った．この子の母乳育児支援はどうするのが良かったのか？生後 10 ヶ月頃、母親は“母乳に

栄養が無かったのかな”と山口看護師に漏らしたそうである．ここまで辛抱しなくても良かっ

たのか？ご意見を？私（山口陽子）がクリニックで初めて担当した母乳育児あるいは発育相

談でした。初診の段階で、すでに 2 ヶ月間体重増加が見られず，このまま見守っていて良い

のかと非常に悩んだ．健康である（内科的疾患が無い）という医師の判断と，母乳分泌は良

好であるという助産院の判定、そして母がこのまま母乳で育てたいという強い意志に、私自

身が支えられました．体重のピークであった生後 3 ヶ月の 5710g に戻るのに約 3 ヶ月かか

りました。その 3 ヶ月間良く見守り続けたと思います．このケースを担当したからこそ、そ

の後の PTT のケースでも、根気よく関わることができ、母子にとってのベストな方法を見い

だすスタンスが出来たと思います． 
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嘔吐を主訴に受診し，担当看護師より混合から母乳だけにするようアドバイスを受け，完全母

乳栄養になり，嘔吐は無くなったケースでした．途中から担当になりましたが、小柄ながらも、

児のペースで体重増加が認められ、非常に元気であることからも、母もゆっくりの成長を納得

しながら母乳育児を行っていました．しかし運動が活発になると、体重が伸び悩む時期が 2 ヶ

月続き、母は“くじけそう”と不安を訴えていました．母乳も頻回に飲み、離乳食もよく食べてお

り、出来ることは全てしていたため、母には“出来ることは全てやっているので、今は焦らず見

守る時期かも知れない”と励ますことで乗り越えた（赤字は山口陽子の貴重な独り言）． 

これで最後ですが，私の独白もお読み下さい．私も若い頃、母乳の重要性に気がついていな

かった小児科医だったのです。 

『研修医として働いた北里大学病院（おそらく当時の病院のほとんど）では、生まれた赤ちゃんは新生児

室に集められて（母子分離）哺乳瓶から人工乳が与えられていました。1975 年当時、科学万能時代であ

り、人工乳は科学的にその成分は理想とされて、栄養面にも優れていると多くの小児科医が考えていまし

た。もしかして母乳より優れていると考えていたかも知れません。若い小児科医であった私が母乳そして

母乳育児に関心を持ち勉強するまでには、新生児医療で多くの未熟児の命を失うという辛い経験をするま

での長い歳月が必要でした。母乳栄養の大切さに目覚めたのは、重症新生児室（Neonatal Intensive Care 

Unit⇒NICU）で小さな未熟児の治療成績が低迷していた 1992 年頃でした。その当時、未熟児医療は飛躍

的に進歩し、呼吸器などの医療機器も急速に進歩し、次々と NICU に導入され新生児医療は華々しい高度

先端医療の一つと見なされていました。私はアメリカに２年間留学し最先端の新生児医療を学び、帰国後

は若く気鋭の新生児科医という自負を持って NICU の主任として夜も昼もない忙しい生活を送っていまし

た。様々な治療法が開発され未熟児医療は新しい段階に進み、私の NICU でも重症な呼吸不全の小さな未

生後１ヶ月で FTT を主訴に受診．

確かに小さくWHOの2%曲線から

も下回っている期間が長かったが、

母親の信念で母乳育児を継続．途中

6kg、7kg の壁をなかなか乗り越え

られず，ミルクを足そうかと何度も

思ったそうである．しかし、停滞時

期はあったものの、確実に体重も増

え発達も良好であった．本児は体重

も，身長も少なく、1歳半の時点で、

身長体重曲線では 10%のオンライ

ン上にあり、小さくて少し痩せてい

るが、非常に活発で健康である． 
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熟児の命が次々と救われるようになっていきました。 

  
 当時も、母乳、特に初乳は免疫力の低い未熟児にとっては重要であるという認識がありました。しかし

呼吸状態が悪い急性期の生後数日間は腸管の消化吸収能力も不十分なので胃チューブからの母乳の注入は

控えるべきであると考えられていました。なぜなら早い時期から無理に母乳あるいは人工乳を未熟児に与

えると、壊死性腸炎を起こし死亡すると言われていたからです。特にお腹が張り、腸管の蠕動音が聞こえ

ない時期は絶対に母乳もミルクも与えてはいけないとされていたのです。壊死性腸炎は未熟児特有の病気

であり、未だに原因は不明ですが、腸管粘膜の免疫能が不完全な状況でミルクや母乳などを生後早期に与

える事で粘膜へのダメージを与え、ついで悪玉腸内細菌が腸管壁で増殖し、広い範囲の腸管の変性・壊死

さらには腸管穿孔をきたし腹膜炎、全身性の感染症に陥る致死率の高い病気です。当時全国の NICU で壊

死性腸炎により死亡する未熟児は多く、私が主任をしていた NICU でも大きな問題となっていました。出

生直後は順調であった未熟児が、突然お腹が張ってきて、腸管穿孔を起こし、手術的に穿孔部位を取り除

くために開腹すると広範囲の腸管壊死に陥っており、手の施しようも無く死亡した症例を何例も経験した

のです。当時の一般的な考えに従って、私も未熟児の状態が良くなるのを待って母乳を開始しようと辛抱

していました。ところが呼吸状態が良くなっても、お腹は張ったままで、腸管の動きも弱く、母乳を注入

しても残乳が残ったり、吐いてしまう・・・という状態が続き、徐々に栄養状態さらには全身状態が悪化

し、最後は敗血症あるいはそれに近い状態となって死に至る未熟児が増えていました。NICU 主任として、

必死に考え、また看護師達と話し合い事態の改善を図りました。母乳あるいはミルクを与えられない時期

が長くなっても栄養状態が悪化しないように点滴からの高カロリー輸液を早い時期から始める事にしまし

た。当時未熟児の高カロリー輸液療法はあまり経験がなく、オーストラリアのモナーシュ大学に私は１ヶ

月勉強に行きました。しかし後に述べる超早期母乳投与を始めた事で、結局は高カロリー輸液療法を NICU

で実施する事はなかったのです。私は悩み苦しみ、そして考え続けました。最後にたどり着いたのは超早

期母乳投与（赤ちゃんの状態が悪くても生まれたその日から母親の初乳を与える）という発想の転換でし

た。状態が安定しない急性期だからこそ、そして腸管の動きが弱いときだからこそ、未熟児に栄養と免疫

力をつけるために、さらに腸管壁を感染から守るためにも、小さな未熟児ほど初乳そして母乳を与えなけ

しかし、何故かその頃から、急性期の呼

吸不全を呼吸管理で乗り切ったのに、そ

の後なかなか良くならず亡くなってゆく

未熟児が増えてきたのです。私は NICU

主任として悩み、自分たちの治療のどこ

に問題があるか、徹底的に洗い出し検討

しました。すでにプレミルクという未熟

児用の人工乳も開発されており、多くの

未熟児に与えられていました。 
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ればならないと決断しました。NICU の看護師達全員が状態の悪い未熟児に早い時期からの母乳投与に反

対しました。私は、母乳の早期投与は私の決定であり、主任としての私の命令であると宣言しました。こ

の私の決定に従わないのなら、大学を辞めると迫り、押し切ったのです。全く腸管が動いておらず蠕動音

もない出生当日からわずかに分泌される微量の初乳を母親からもらって、「いのちの一滴」のような思いで

胃チューブから少しずつ初乳を小さな未熟児に与え始めたのです、そうするうちに、初乳に促されるよう

に腸の蠕動運動が始まり母乳の消化吸収がスムースに始まり、以前に比較して遥かに早く未熟児（特に出

生体重 1000g 未満の超未熟児）の回復が見られ死亡する未熟児は激減したのです。 

 こうして超早期母乳投与を始めたのですが、これは一種の賭けだったかもしれません。効果は徐々に現

れ始め、なかなか母乳を受け付けなかった未熟児が母乳を消化吸収するようになり、お腹の動きも、さら

には全身状態も速やかに改善し、栄養も体に行き渡り、未熟児はどんどん助かるようになったのです。半

年も経たないうちに、未熟児が生まれると看護師達は『先生、すぐに母乳を始めましょう。私がお母さん

から初乳をもらってきます！』と口々に言うようになりました。超早期母乳投与の効果がこれほどとは、

始めから確信があった訳ではありませんでしたが、私の直感は当たったのです。この時から、未熟児にと

って命の糧である母乳は、全ての赤ちゃんにとって大切であると考えています。そして今では日本のほと

んどの NICU で当たり前のように超早期母乳投与が実践されています。 

	 ４０才を前にして、ようやく私は母乳育児こそ母子にとってかけがえのない大切なものである事、山内

先生が訴えられていた意味が本当に理解できたのです。母乳育児は 400 万年という人類史の中で連綿とし

て続いてきた自然な育児の原点です。山内先生は、『母乳と母乳育児は赤ちゃんを人に育て、赤ちゃんを産

んだ若い女性を本当の意味で母親に育てる』と言っています。このように書くと人工栄養で赤ちゃんを育

てているお母さんを批判しているように見えるかもしれません・・・しかし母乳育児の重要性は栄養面の

みならず、まさに母子関係にあるのです。以前から WHO そしてユニセフは地球上に生まれる全ての赤ち

ゃんが２才になるまで母乳育児を続けるように勧告しています。』 

 これで長い FTT に関する原稿を終わるが，1990 年に山内逸朗先生が遺言として書き残した

文章が思い出されるが，20 年以上経っても母乳育児に対する小児科医の姿勢にあまり大きな変

化が無いと思う。これは一体どうしたら良いのだろうか？以下に短いが山内逸朗先生の遺言を

引用する．『母乳育児の足を引っ張るもの：これまでのアドバイス連載のなかで、かなり汚い表

現を使ってきたことは悔やまれる。例えば、母乳育児に水をさしているという意味で、“産科医は

諸悪の根源である”とか、“乳業会社は諸悪の根源である”とか言ってきた。しかし、出来上がって

いる母乳育児の“足を引っ張っているもの” と言えば、まさに小児科医である。12 回にわたるア

ドバイスの連載を終えるにあたり、母乳育児に関連して、小児科医が厳しく反省すべき点の数々

を指摘して、小児科医諸子の猛省を促そうというのである。』今回の講義の準備で私も FTT 児

の診療と成育支援の経験をまとめる事が出来本当に勉強になった。今後少しでもこの経験を伝

えてゆきたい．小児科医批判とならない様に注意しなければならないが---。最後になるが、母

乳育支援を丁寧に行ってくれている当院の看護師山口陽子、是永典子に深く感謝する．また写

真と経過などを使用することを承諾してくれたお母さま方にも感謝いたします． 


