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『母乳育児』 小児科医へのアドバイス⑫  
          国立岡山病院名誉院長 山内逸朗 
１、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、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。 

 

 しかし、家庭に帰ってからも、どうしても人工乳を足す気になれない、そんな母親も多い。 

 「人工乳を足しなさい」と言う前に、聞かなければならない問題点は数あるはずだ。①一日

何回くらい飲ませているのか、②夜は何回授乳するのか、③一回の哺乳時間は何分くらいなの

か、④よく泣くか、などである。そしてもし授乳回数が 10 回に満たないのなら、積極的に授乳

回数を１日 14～15 回に増やしてみるように、母親に説得することが、母乳育児を続けながら

体重を増やすには、最も適当な方法である。 

 

一般小児科診療所の乳児健診に乳児が連れて行

かれると、あるいは病院のウェルベビークリニ

ックや、保健所の乳児健診などに来診すると、

体重・身長を計測し、小児科的健診を受ける。

問題はそこで体重が平均体重より軽かったら、

正常の幅にあっても、「乳が足りませんね、増や

しましょう」と言われる。もし「母乳だけでや

ってきたので、人工乳は足したくないんですが

----」と言うと、「そんな出の悪い母乳になぜこ

だわるの、いい加減にしなさい、毎回 50cc ず

つ人工乳を足すこと！」と威丈高に言われて、

ものも言えずに引き下がる。 

こうして授乳回数を増やせば、必ず１日

の母乳分泌総量は増加し、母乳だけでや

れるようになる。そのような例は決して

少 な く な い 。 そ う す る こ と を

relactation：母乳復帰と言っている。人

工 乳 を 補 足 す る 前 に 、 こ う し て

relactationの努力をしてみなければなら

ない。というのは成功率は低くないもの

で、母子関係を疎遠にしないで、体重増

加が可能なので意味が大きい。 



  

 もし人工乳を補足すれば、母乳分泌はいずれ低下して、全人工栄養児になってしまう。これ

は非常に大きな損失であって、単に体重の問題だけではない。母と子の人間関係の間に介在す

る母乳の意義が、乳幼児期を通じて、いかに大きいかは、臨床小児科医なら誰しも納得しうる

ところである。 

 こう考えてくると、体重が定まらないとすぐ人工乳を与えてしまうようなやり方は、母乳ツ

ブシ：delactation とでも言ったらよいのかとも考えられる。しかし小児科医の中には、

delactation（もちろんこれは筆者の造語だが）方式でおやりになる方が多すぎるので、全国の

保健婦諸姉が強く影響されている。保健婦諸姉は体重を測ると同時に、体重のチャートに照合

し、言下に補足すべき人工乳量を母親に押しつけている。悲しいことである。 

 同様な現象は、若い小児科医諸君の主流的傾向でもある。彼らの大部分は、産科で正常新生

児の出生直後の新生児の取り扱い方を研修していないし、小児病棟でも研修していない。この

領域については殆ど無知のまま、小児科外来やウェルベビークリニックに配置されてしまう。

こういう若い小児科医は、たいてい delactation 派だから、赤ん坊に及ぼす迷惑は大きい。 

 

２、母乳育児は乳児栄養の問題ではない 

 12 ヶ月にわたって連載してきたこのアドバイスの主流は、新生児での母乳育児は乳児栄養の

問題ではなく、母と子という人間関係の問題なのである。したがって蛋白やカロリーでなく別

の次元で検討されるべき問題である。これまで母乳栄養は母乳という白い液体を論じてきたが、

乳房からの直接授・哺乳と、それによって生ずる母と子の人間関係を論ずるのが主目的である。 

 これまで母乳育児を達成することは困難ではなく、早期授乳・頻回授乳・母子同室を履行す

れば、必ず成功するものであることを繰り返し述べた。しかもこれは現在では地球的合意に達

しているもので、ユニセフ・WHOの「母乳育児を成功させるための十カ条」として勧告されて

いる。日本の医療者の皆さんに、心からお願いしたいことは、日本の新生児の誤った出生直後

のケアから、１日にも早く脱却していただきたいということである。 

３、後記 

４月に編集部から“母乳についてのアドバイス”を連載するように要請され、12 ヶ月間というこ

とになった。３年間難病の治療のため入院中なので、12ヶ月でお引き受けしたとはいうものの、

７月から連載を始めるそうだから、来年春になってもまだ原稿を書くことが出来るかと気にな

りだした。そこで 12 回分まとめて、原稿を仕上げて５月末に提出した。もうどんなことがあっ

ても、募る思いを小児科の先生方に打ち明けてしまったのだから、すがすがしい気持ちになっ

ている。 

『新生児の栄養：新生児は母乳を飲ませなくてはなりません。新生児は人工乳は飲ませてはい

けません。お産後に初めてでる母乳は初乳と言います。初乳には免疫体がたくさん含まれてい

ます。だから生まれて最初の予防注射と同じです。そういう訳で、どうか初乳をしっかり飲ま



せてほしいのです。そうすれば、赤ん坊は病気にかかりにくくなるのです。』 

 

お母さん方へ 

 冒頭に紹介した母乳に関する文章『小児科医へのアドバイス』は、日本の小児科医の中で最

も偉大なひとりである山内逸朗先生の母乳育児に関する遺稿です。山内先生は白血病のために

68 才で亡くなる直前まで、この連載の文章を書いたのです。先生は 40 年以上前から、日本の

新生児医療の中で母乳育児の重要性を説いてきました。しかし残念ながら肝心の私たち小児科

医の多くが母乳育児の意義について理解せず、誤った指導をしている事に業を煮やして、『小児

科医へのアドバイス』を書き残したのです。1990 年に書かれた原稿ですが、今も色あせる事な

く大切な文章なので紹介しました。所々判りにくい一節もありますが、忠実にワープロで再現

しました。 

  

以下に私の母乳育児についての考えを

書き加えながら、日本母乳の会が発行

している小冊子『安心の母乳育児』の

内容紹介をいたします。私も小児科医

になったばかりの若い頃は、母乳ある

いは母乳育児の重要性について全く認

識していませんでした。実際、学生時

代に小児科講義の中で母乳栄養につい

て教えられていませんでした。 



 また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考えていたかも知れま

せん。結婚してすぐに生まれた二人の男の子には母乳が足りなかったのですぐに人工乳を足し

ていました。たまの休みには何の疑いもなく哺乳瓶で我が子にミルクを飲ませて、自分も親ら

しい事をしているなーーと悦に入っていたのです。実際に、子どもが生まれたら乳業会社から

人工乳が段ボール一箱送られてきて、小児科医って得だな！？と思ったのです。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

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。 



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。 

 母乳育児は栄養、免疫のみならず母子の深いつながり（絆）を創り出すという意味でも大変

重要であると山内先生は訴えています。感染免疫の側面から母乳について簡単に説明したいと

思います。新生児、そして乳児の免疫能は未だ未熟ですが、母親から受け取った免疫（受動免

疫）により守られています。その一つは、妊娠後期に母親から胎盤を介して受け取る大量のγ

グロブリンです。例えば麻疹にかかった事のあるお母さんは、麻疹に対するγグロブリンを持

っていますので、これと同じか少し高いレベルのγグロブリンを新生児はすでに胎内で受け取

っているのです。そして生まれた後は母乳栄養により、母親の血液の濾しだされた成分である

母乳からγグロブリンのみならず多くの免疫細胞を受け取り、これらの免疫物質により喉、気

道から消化管の粘膜はコーティングされ、外から入ってくる病原体から守られるのです。です

から母乳栄養児はウイルス性の胃腸炎や気管支炎になりにくいのです。母乳は白い血液と言わ

れるくらい免疫能の高い液体でもあるのです。この二つの受動免疫により生後半年くらい赤ち

ゃんは守られています。その後は病原体に暴露し、戦う事で子どもの免疫システムは次第に整

えられてゆきます。ですから乳幼児はいわゆる風邪を引く事で、免疫システムの予行演習をや

っていると思ってください。風邪を引く事で徐々に免疫システムは高まってゆき、２歳を過ぎ

るとあまり風邪にかからなくなるのです。 

 

『安心の母乳育児（日本母乳の会編）』 
 私は第１子で母乳育児をしているお母様に、『安心の母乳育児（日本母乳の会編、800 円）』

を薦めています。私に友人の小児科医で仙台市で開業している堺武男先生が中心になってまと

めました。全ての母乳育児を希望しているお母さんに薦めたいと思います。この小冊子は、母

乳育児の意義を解説してくれ、さらに母乳栄養中で体重増加不良とレッテルを貼られて悩んで

いるお母さんに安心感を与えてくれる優れた本です。ここにその内容を紹介しますが、系統だ

ってまとめるのは大変なので、ポイントだけを羅列しますので参考にしてください（ほんの少

しアレンジしています）。さらに深くお読みになりたい場合はぜひとも購入してください。 

母乳育児がスムースになるまで（生後１～２ヶ月ころまで） 
＊ 赤ちゃんがおっぱいを飲むのは不規則です。：母乳で育っている赤ちゃんは最初はうんちを１



日５～６回、あるいはもっと多い場合もあります。うんちの性状は黄色い軟らかい便にツブ

ツブが入っているいわゆる「母乳便」で下痢と間違えるお母さんがいます。水っぽく軟らか

いだけで、下痢便ではありません。便の匂いは甘酸っぱいのですが、これは母乳中の乳糖が

腸の中で酢酸と乳酸に分解されるからです。そのために、腸の中は酸性になって細菌が増え

るのを防いでくれます。この酢酸と乳酸の匂いが甘酸っぱくなるのです。 

＊ 赤ちゃんは、夜おっぱいをたくさん飲みます。：赤ちゃんは２ヶ月頃までは体内時計は夜型で、

午後の４時頃から朝の３時頃が覚醒時間です。ですから夜に何回も起きます。２ヶ月頃から

赤ちゃんの体内時計も昼型になってきてリズムが作られ、夜も眠るようになります。それま

ではお母さんと赤ちゃんのリズム作りと考えて赤ちゃんのペースに従ってください。母乳の

主な栄養分である脂肪はお母さんの体内では夕方に高くなります。赤ちゃんが覚醒状態にあ

る夜の頻回授乳は理にかなっているのです 

  
＊ 赤ちゃんはまだ何も解らないと思っていませんか？赤ちゃんは、お母さんの声を識別して、

他の音とは別にしっかりと聞いていますよ。おっぱいを飲ませるとき、おむつを取り替える

とき、沐浴のとき、抱っこのとき、散歩のとき赤ちゃんに話しかけましょう。 

 

  

＊ 例えば、赤ちゃんが母乳を要求するので授乳の回数が多くなりますが、それは母乳の消化が

良いためで早くお腹がへるのです、決して母乳分泌量が少ない訳ではありません。頻回に赤

ちゃんがお母さんの乳首を吸う事が母乳分泌を良くします。お母さんの体は赤ちゃんが吸っ

てくれて空っぽになって初めて、次に赤ちゃんが必要な一回分の母乳を作ります。これがお

＊睡眠不足でつらいと訴えるとき（お

母さんの事）：出産すると赤ちゃんのお

っぱいの要求に応えられるようにお母

さんの体は変化し、短時間で熟睡する

ようになります。赤ちゃんが眠ったら、

一緒に眠るようにしませんか？授乳中

に赤ちゃんに話しかけましょう。 

＊母乳不足感と母乳不足：赤ちゃん

を産んだばかりのお母さんは、母乳

が足りているかいつも気になりま

す。そんな時、誤解から、そしてち

ょっとした事が不安になって、人工

乳を足してしまう事があります。 



母さんの体の仕組みです。頻回に赤ちゃんにおっぱいを飲んでもらって、空っぽにすること

が大切です。あなたの赤ちゃんはいつも新鮮な作りたての母乳を飲む事が出来るのです。こ

うすることで母乳のつまりがなくなり、乳腺炎の予防にもなります。母乳は１時間半から２

時間という短い時間内に胃で消化されるので、赤ちゃんは３時間もしないうちに空腹を訴え

て泣くのです。母乳が足りないのではないのです。３ヶ月くらいまでの赤ちゃんの平均授乳

回数は１日 10～12 回くらいです。 

  
人工乳ではそれ以上飲ませてしまう事が多く、赤ちゃんはかなりお腹がいっぱいになってし

まいます。赤ちゃんはお母さんと接する時間をもっと欲しがっています。それと授乳がつな

がるので、母乳育児では赤ちゃんは何回も授乳を要求し、そのことがお母さんの母乳分泌も

よくする訳です。 

 

  
 産後１か月頃に、「おっぱいが張らない」「おっぱいが足りていない」と訴えるお母さんは

少なくありません。人工乳を足した理由で、この「おっぱいが張らなくなった」は、とても

多いのです。産後３週間から１ヶ月になると、お母さんの体は変化していきます。それまで

の乳腺組織の血流増加のため常に乳房が張った状態から赤ちゃんに吸われて、その刺激で乳

汁が産生、分泌されるようになります。張っていなくても母乳は十分に産生されているので

す。「おっぱいが張らない」のは、赤ちゃん側の要因にもあります。産後３週間から１ヶ月頃

は、赤ちゃんの成長が加速し、頻繁に体がおっぱいを要求する時期です。頻繁に吸われると

張らなくなりますが、十分に母乳は産生されているのですから、安心してください。お母さ

＊赤ちゃんが泣くと、おっぱいが足り

ないと言われる。：泣く⇒足りない⇒

人工乳となっていませんか？母乳で

あれば赤ちゃんの胃の大きさとほぼ

同じくらいの量が一回量として分泌

されますが、 

＊おっぱいが張らないの

で、足りないのではない

か？：おっぱいは張らな

くなって出てくるように

なるのです。 



んへのアドバイスとして、生後３ヶ月までは、昼間１～２時間毎、夜間２～３時間毎の授乳

を推奨しています。 

＊ 赤ちゃんが泣く前に、おっぱいを欲しがっているサインを見つけましょう：泣いたら飲ませ

ても良いというのが、少し誤解されて、赤ちゃんが泣くのを待って飲ませている事が多いよ

うです。しかし、赤ちゃんは泣く前に「おっぱいを欲しいんだよ」というサインを出してい

ます。泣くのを待っておっぱいを飲ませていると徐々に授乳回数が減ってきて、それに従っ

て母乳分泌も減ってしまう事もあります。母乳分泌を保つ最大の秘訣は授乳回数を減らさな

い事です。赤ちゃんは最初のうちはお腹がすいたら泣くとは限りません。口をモグモグした

り、お母さんの眼をじっと見たり、様々なサインをお母さんに送っているのです。それはそ

の赤ちゃんによって違います。ですから普段から良く赤ちゃんの様子を観察して、空腹サイ

ンを見つけてあげてください。おっぱいが欲しくてサインを出しているのですが、お母さん

が気づいてくれないので、泣くのです。ですから泣くまで待たずに欲しがっているようなら

あげるのが、母乳が良く出るコツです。 

  
体重の増えが悪いので人工乳を足しなさいと言われた時 
＊ 人工乳を足しなさいと言われた時、ちょっと待って：母乳が足りているかどうかの指標はど

うしても体重になります。本来は、あるいは昔は、赤ちゃんがだんだん重くなっていれば体

重計は必要ないのですが、体重計があるとつい赤ちゃんの体重を測ってしまいがちです。そ

して体重が増えていないとお母さんは心配となり、母乳が足りないのではと思い、人工乳を

足そうと考えます。それに拍車をかけるように１ヶ月健診などで小児科医に“体重の増えが悪

いので人工乳を足しなさい”と言われます。お母さんはおっぱいで赤ちゃんを育てようという

願いが崩れ、私のおっぱいではこの子は育たないのだとまで考えてしまうのです。 

＊ 母乳の赤ちゃんの体重の増え方は様々です。：生後３ヶ月までの体重増加は１日平均 30g と

言われています。でもこれはあくまでも「平均」です。しかも、このデーターの元になった

のは、おっぱいだけで育った赤ちゃんの平均ではなく、人工乳で育った赤ちゃんも含めての

平均です。WHO は１日 15g、母乳育児を推奨する米国のお母さん達が５０年前に立ち上げ

た会である有名なラ・レーチェ・リーグは 12g で大丈夫と言っています。ところが日本の健

診では 30g 増えていないと「体重増加不良」と言われてしまいます。いつのまにか「平均」

が「最低」になり、例えば１日の体重増加が平均 23g と計算されると、「7g（ガーゼ 2 枚）



足りない」と言われます。ガーゼ 2枚の重さにどんな意味があるのでしょうか？ 

＊ 人工乳を安易に足す事は、母乳分泌の低下へつながります：おっぱいが足りないからと、す

ぐに人工乳を足すという事が母乳分泌にどういう影響を与えるか考えてみてください。人工

乳を足し始めると、消化に時間がかかるので、赤ちゃんのおっぱいを飲む回数が減り、授乳

間隔がのびてしまいます。そうすると赤ちゃんの乳首を吸う回数が減り、ますます母乳分泌

は悪くなります。足りないから、その分を人工乳で補っていると、実は母乳分泌を悪くして

いるのです。混合栄養から人工乳になってしまうお母さんは、この事を教えてもらっていな

いのです。もし、人工乳を足すのなら、出来るだけ人工乳の回数と１回の量を減らして、１

回でも多く母乳を飲ませるようにしてください。おっぱいだけで十分であるのに、足りてな

いのでは？という不安で人工乳を足している場合があります。 

  

＊ １ヶ月健診で体重増加が良くない赤ちゃん（つまり 1日の体重増加の平均が 30g の壁に届か

ない子）には２つのタイプがあるようです。一つは、生理的体重減少（Max は 10%と言われ、

生まれた赤ちゃんの余分な水分が抜けるのが主要因です）が多く、一度かなり体重が減って

から、体重が増えるタイプです。例えば 3000g で生まれた赤ちゃんが生後１週間くらいで

300g 減ったとしましょう。１ヶ月健診で 3500g だと、出生体重からは 500g の増加で、１

日平均では 17g しか増えていないと判定されます。しかし体重が一番減った 2700g からは

800g 増えており、１日平均では 27g となります。30g の壁は越えていませんが、これでも

体重増加不良と言われてしまうのでしょうか？もう一つのタイプは、１ヶ月健診で「ミルク

足せ足せ攻撃」に最も曝される赤ちゃんです。このタイプの赤ちゃんは、生まれてから２週

間くらい体重がゆっくり減り続けます。お母さんは焦って、１日 15～20 回母乳を与えてい

ますがなかなか体重は増えません。でも、おしっこもうんちも良く出ており、機嫌も良く、

赤ちゃんの哺乳力にも問題はなく、母乳も出ています。この赤ちゃん達は、２週間目位から

体重はゆっくりと増え始めますが、それでも１ヶ月健診では 100～200g しか増えていませ

ん。健診では小児科医に「栄養失調になって脳の発達が悪くなるから人工乳を足しなさい」

とまで言われます。さて、どうしましょうか？実はこのタイプの赤ちゃんはこのままのペー

スで大丈夫な事が殆どです。多くの場合、次の１～２ヶ月の間にしっかり体重は増えてくれ

るので、もう１ヶ月体重の推移を見て良いのです。このタイプの赤ちゃんの体重増加はお母



さんの母乳分泌の状況に左右されているのです。母乳分泌がゆっくり型のお母さんもいるの

です。元気で機嫌が良く、哺乳力もしっかりで筋緊張も良く、見た目にも小さいだけでしっ

かりした感じで、栄養失調という感じはありません。１回の１ヶ月健診だけで結論を出して

しまわないでもう少し長い眼で見てください。赤ちゃんには小柄な赤ちゃんもいれば、とて

も大きな赤ちゃんもいます。人工乳の赤ちゃんは飲み過ぎの傾向があり、どうしても体重は

多めですし、母乳の赤ちゃんは本当に様々なのです。 

  

  

混合栄養から、母乳だけにしていくとき 
＊ 少しずつ、人工乳の量を減らしていきます：お母さんがおっぱいだけで育てたいと思ってい

ても、出産した施設が母子別室だったり、適切な支援がなかったり、人工乳を足されてしま

ったために、退院時には混合栄養になってしまう事があります。家に帰ってから、おっぱい

だけにしたいというお母さんも沢山います。１～２ヶ月頃までなら、おっぱいだけにする事

は十分に出来ます。母乳の回数はどうでしょうか？６～７回ではありませんか？もしそうな

らおっぱいの授乳の回数を 10～12 回に増やしてみましょう。授乳を赤ちゃんが泣くまで待

っていませんか？赤ちゃんが空腹で泣くのは最後のサインです。口をモグモグしたりしてお

っぱいを欲しがっていたらすぐに吸わせましょう。そうすると授乳回数も増えてきます。 

＊ まずおっぱいの授乳回数を増やし、その後に人工乳の回数をゆっくり減らしていきます。毎

回足していたら、足す回数を減らしましょう。母乳の後に、人工乳を足さない回数を増やし

ましょう。すぐに欲しがったら母乳をまた飲んでもらいます。どうしても泣き止まない場合

には、人工乳を少し与えても良いです。そのように辛抱強く人工乳を足す回数と量を減らし

ましょう。人工乳を 3～4回足していて、母乳の授乳回数が 10 回くらいであれば、まず足し



ている量を 10～20ml と減らします。毎日減らしても良いです。そうしていくと、徐々に１

日に人工乳を飲ませる回数は１日１～２回になり、人工乳とはさよならです。どうしても栄

養を維持するために人工乳を足す必要がある場合は、人工乳はお薬という考えで使ってくだ

さい。 

離乳食が始まってからのおっぱい 
＊ 生後６ヶ月頃から離乳食が始まります：栄養面から見ると、産後３～４ヶ月で母乳分泌量は

最大となり、１日 800～1000ml となります。母乳のカロリーはおよそ 65～70cal/100ml

です。赤ちゃんの成長も含めての必要カロリーは 100kcal/kg/日です。生後６ヶ月頃の赤ち

ゃんの体重はおよそ 7kg ですから、逆算すると 1日の必要カロリーは 700kcal、母乳の必要

量は 1000ml となります。これは母乳分泌量からは最大となり、この頃から母乳以外の栄養

摂取が必要となり、まさに離乳開始時期と一致します。 

   
従って、赤ちゃんを座らせて固形食を与える事が可能になり、嚥下もしっかりとし、離乳食

を始める時期となります。またこの頃には、目の前の食事風景に興味を示し、よだれを出し

てきます。ご両親がおいしそうに食べる事で赤ちゃんが食に興味を持つようになります。そ

のうちに赤ちゃんは食卓に手を出し、アーアーと声を出して食べたがるようになります。 

  
＊ 離乳食を始める前にアレルギー検査が必要でしょうか？：特別な場合を除いてアレルギー検

査は必要ではありません。特別な場合とは、赤ちゃんのアトピー性皮膚炎がひどい場合とか、

お母さんが卵を食べたときに赤ちゃんの湿疹が悪化するなどのエピソードがある時です。そ

のようなエピソードが繰り返される場合は、検査が必要かもしれません。その結果、赤ちゃ

んに卵アレルギーがある事が解れば、離乳食から当分卵を除去する事があります。しかし、

母乳を控える必要はありません。乳児期の食物アレルギーのほとんどは２才過ぎる頃には無

さらに赤ちゃんの発達面か

ら見ても、生後４ヶ月までに

は首が座り、咀嚼運動も始ま

り、５ヶ月頃には手を出して

ものをつかみ、口に持ってく

るようになります。 



くなります。 

＊ 離乳食が増えてゆくときの母乳：母乳育児は離乳食と並行しながら続けましょう。離乳食の

基本は「内容に凝らない事、家族の食べるものから分けて作り、特別なものは要らない、そ

して赤ちゃんがなかなか食べなくても焦らない」であり、離乳が進んでも、母乳は赤ちゃん

が欲しがるままに与えてください。 

   
＊ 母乳ばかり飲んでいて離乳食が進まない事を心配するお母さんもいます。母乳を減らせば離

乳食を食べる量が増えるという間違ったアドバイスをする小児科医もいます。赤ちゃんが母

乳を離乳食と同じ食品と思っているはずがありません、母乳を赤ちゃんが飲みたい時期は十

分に与えてください。 

 

  
＊ 赤ちゃんに乳首を噛まれたというお母さんにどんな時に多いのかを聞くと、テレビを見なが

ら飲ませた、ケータイメールをしていた---という答えが多かったのです。赤ちゃんはお母さ

んの気持ちにとても敏感なのです。おっぱいを噛むのは、もっとボクの事に集中してよとい

うサインなのです。 

  

＊赤ちゃんにとって母乳と離乳

食は全く次元の違うものです。母

乳育児で最も大切な事は、「母乳

は単に栄養だけのものではなく、

母と子の心のつながりである」と

いうことです。母乳育児を楽しみ

ながら離乳食を進めてください。 

＊おっぱいを噛まれるので母乳を

やめたいと思うとき：おっぱいを噛

まれたときのお母さんはどんな状

態でしょうか？なんて事をする

の！と睨めつけたくなるでしょう。

赤ちゃんに“なぜ噛むの？”と聞き

たいところです。 



１才を過ぎてからのおっぱい 
＊ 赤ちゃんが１才くらいになると、お母さんはおっぱいをやめた方が良いのか悩みます。周囲

から“まだ飲ませているの”などと言われる事もあります。おっぱいは赤ちゃんが要らないとい

うまで飲ませるのが基本で、卒乳という考え方です。 

＊ １才過ぎても母乳のカロリーはほとんど変わりません：母乳の成分は、出産後の時間ととも

に変化します。１年間で、タンパク質の含有量はゆっくりと減少し、ミネラル（ナトリウム、

鉄、亜鉛など）の含有量も減っていきます。しかし、エネルギ全体に関すると、60～70 kcal/dl

を推移し、出産後１年以上大きな変化はありません。しかし、固形食を十分に食べられるよ

うになった時点（１才～１才半）で、必ずしも栄養的には母乳は必須ではなくなります。で

は母乳をこの時期に無理にでも止めてしまって良いのでしょうか。ここで卒乳という考え方

が大切になります。 

 

  
お母さんの暖かい胸に甘え、スキンシップをすることで、精神的な安定を得ています。心を

いやしてくれるのは、「お母さんのおっぱい」です。こういう事を繰り返していくうちに、少

しずつお母さんから離れられるようになります。子どもは心理的な満足が得られると、自分

から卒乳していきます。 

  

虫歯になるには虫歯菌（ストレプトコッカス・ミュータンス）が食べ物や飲み物の糖分と結

合して酸を発生し、これが歯を溶かして虫歯になります。母乳の成分である乳糖とオリゴ糖

は虫歯菌と結合しても酸を出さないので虫歯になる事なく、夜間授乳も全く問題ありません。 

 

 

＊お母さんの胸は赤ちゃんの心の

安心感の基地です：授乳行動は母子

の絆を強いものにします。１才過ぎ

ても、不安なときには子どもはお母

さんを求め、おっぱいにしがみつく

のです。 

＊虫歯になるからおっぱいを止

めるように言われました：母乳は

虫歯の原因ではありません。これ

は多くの研究から証明されてい

ます。 



 クリニックでは、母乳育児を支援する体制がほぼ整っています。看護師達は周産期医療の経

験から母乳がいかに大切であるかを私と同様に身を以て知っています。最近の数年間、クリニ

ックは母乳栄養の体重増加不良児の駆け込み寺？の様相を呈しています。おそらく 50 例を越え

る子ども達が受診しており、山内先生が嘆いていた状況が未だに続いていると実感しています。

この実態を健診に携わる小児科医と保険師に訴え、正しい乳児健診が出来るように症例をまと

めているところですが、未だに完成していません。１例だけとても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

住んでおり欠かさず年賀状を送ってくれます。その男の子について簡単に紹介します。『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。2008

年は“発育指導に伺った○○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。”このような素敵な年賀状を毎年送って下さる事、こちらこそ

恐縮しているしだいです。年賀状の写真から母親の思いが伝わってきます。 



   

もう一人，生後２ヶ月で体重増加不良（出生体重は 3070g）を指摘されて受診した女児の経過

を簡単に紹介します．某産婦人科から１ヶ月健診（生後 34 日、2954g）で体重増加不良を指

摘されました．生後 13 日目の体重は 2702g（体重減少率は 11.8%）、この時点から生後 34

日の体重 2954g までの平均体重増加は 12g/日です。母親の母乳育児への思いは強かったが，

必要があれば人工乳を足しても良いと思っていました。相談の上、授乳回数 10-13 回／日であ

った為，授乳回数を増やす事はせず、母乳保育のみで体重増加を待つ事にしました．４ヶ月健

診で健診医から「小児科医としては、この子は大丈夫とは言えない。病院に行き検査を受けて

ください」と言われて不安になり，再度クリニックに相談をしました。しかし母乳育児で十分

に育ってゆくと話をして，母も安心して母乳育児を継続し、経過も順調で，生後 10 ヶ月で体重

増加曲線の下のラインを超えました．  

  

 帰ってから北里大学病院長であった小児科医の坂上正道先生に提案し、三宅先生の講演会を

病院で開催しました。その講演内容の一部を引用します。『レオナルドダビンチは「一つの魂が

二つの体を支配している」と言いました。お母さんと胎児である赤ちゃんとが一つの魂で支配

ここに日本で最初に新生児医療の必要性を訴

え、大学教授を辞めて 1956 年に神戸にパルモ

ア病院という産科新生児病院を開いた三宅廉先

生について紹介します。私は 30代後半にNICU

での治療の限界を感じ、悩んでいた時に三宅先

生が書かれた本（NHK ブックスでしたがタイト

ルを忘れました）を読んで、神戸の三宅先生に

会いにゆきました。当時三宅先生は 83 才の小

柄な白髪の老人でしたが、パルモア病院を案内

してくださり、ご自分の目指してきた小児医療

について語り、これからは君たちの世代に期待

すると言われました。 



されているという事です。このように一緒に生きている人間である胎児を、どうお母さんは考

えているのか。やっかいな子を自分は妊娠しているのだと考えたなら、母と子は全く異質の存

在となります。このように子どもを否定してしまうと、今のような社会情勢になってしまうの

は当然の事です。私は新生児医療をやっていて、今の母親は子どもの命をもっと大切にしない

と報いが来ると思っています。子どもにとって自分のお母さんを頼りにする事は、すなわちエ

ディクソンの言う“basic trust（基本的な信頼）”で、お母さんを信頼している側（胎児、子ども）

に、母親が信頼（愛情でしょうか？）を与えないで否定したらどんな子どもになるか。おなか

の中にいる頃から、赤ちゃんを真剣に受け止めないとだめなんです。̶̶̶この世を清くする

には、医者が胎児、新生児から取り組んでいかないと良くならない。お母さんの精神革命も必

要です。そして小児科と助け合って一緒にやれば、素晴らしい子どもに育つと思います。その

子を母乳栄養でしっかり育て、子どもと母の母子相互作用が完成したらどうなるでしょう。ロ

ーレンツが言ったように imprinting（すりこみ）ですから記憶ではないものを赤ちゃんに与え

る事で、本当に良い子どもに成長するに違いありません。そういうことを私は言い続けてきま

した（当時の三宅先生は 84 才）。私は「新生児に生きる」という生き方を選びました。』 

 現在の世界情勢そして地球環境は私たち人類に『自然に帰れ』と警告しています。赤ちゃん

の頃から、出来る限り人工的なものから遠ざけるようにしましょう。まず第一歩として赤ちゃ

んに母乳を与えましょう。母乳育児は自然な子育ての出発点なのです、そして母子を一体にし

て、母性を豊かなものにしてくれます。十分なスキンシップにより赤ちゃんは満ち足りて感性

豊かな子どもに育ってゆきます。母乳はアレルギーそして感染症からも赤ちゃんを守ってくれ

ます。生後の数年間は、母子が一体となって、未知の世界に歩みだして、楽しい経験を沢山し

てください。 

 アメリカの有名な女性海洋生物学者であるレイチェル・カーソン女史（20 世紀の名著の一つ

と挙げられる“沈黙の春：Silent Spring”の著者です）は最晩年に子ども達に“Sense of Wonder”

(未知なるものに憧れ、感動する感性)という本を書き残しました。「母乳のすすめ」の最後にそ

の一部を紹介します。『---子ども達の世界は、何時も生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激

に満ちあふれています。残念な事に大人になる前に澄み切った洞察力や、美しいもの、畏敬す

べきものへの直感力を鈍らせ、ある時は全く失ってしまいます。“Sense of Wonder”(未知なる

ものに憧れ、感動する感性)は、やがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、私たちが自然とい

う力の源泉から遠ざかる事、つまらない人工的なものに夢中になる事などに対する変わらない

解毒剤となるのです。----人間を越えた存在を意識し、怖れ、驚嘆する感性を育み強めてゆく事

にはどんな意義があるのでしょうか？自然界を探索する事は、貴重な子ども時代を過ごす愉快

で楽しい方法に過ぎないのでしょうか？それとも、もっと深い何かがあるのでしょうか？わた

しは、その中に、系統的で深い何かがあると信じています。-----妖精の力によらないで、生ま

れつき備わっている子どものセンスオブワンダーをいつも新鮮に保ち続けるためには、私たち

が住んでいる世界の喜び、感激、神秘などを子どもと一緒に再発見し、感動を分かち合ってく



れる大人が少なくとも一人、そばにいる必要があります。私は、子どもにとっても、どのよう

にして子どもを教育すべきか頭を悩ませている親にとっても、知る事は感じる事の半分も重要

でないと固く信じています。子ども達が出会う事実の一つ一つ、やがて知識や知恵を生み出す

種子だとしたら、繊細な情緒や豊かな感性は、この種子を育む肥沃な土壌です。幼い子ども時

代は、この土壌を耕す時です。美しいものを美しいと感じる感性、新しいものや未知なものに

触れた時の感激、思いやり、哀れみ、賛嘆や愛情などの様々な感情がひとたび呼び覚まされる

と、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのように

して見つけ出した知識はしっかり身につきます。消化する能力がまだ備わっていない子どもに、

事実を鵜呑みさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような未知を切り開いてやる事の方が、

どんなに大切であるか分かりません。』 


