
体重増加不良（FTT: failure to thrive）テキスト-Ⅱ 

       山口洋子、小口弘毅 2020 年５月吉日 

 

 

体重増加不良を主訴に当院を受診し、相談に通院した乳幼児の数は非常に多く、前回 2014 年に

総論および各症例を提示したテキスト-1 を作成し、院内で必要に応じて母親に配布しました。

その後も体重増加不良を心配して当院を受診する子供達は増加の一途をたどり、中には横浜や

横須賀から受診する家族もいました。今回は 2014 年以降に受診した FTT の赤ちゃん達 48 人の

経過を分析して、体重増加不良のパターンから４つに分類して、其々の成長を検討したので続



編としてテキストを作成しました。その中から 30 例を選び、WHO の体重増加曲線に成長記録

を書き込みました。使用した WHO 体重増加曲線の妥当性については前回のテキストに書いて

ありますので参照ください。 

症例の経過と細かい体重の変化を当院の看護師達（山口洋子が中心となって）が記録したも

のです。また受診時の母親からの聞き取り、さらには相談を受けながら培った経験からの看護

師の助言は母親の子育てに大きく役立ったようです。このテキストを読むお母さんが安心し、

明るく前向きに母乳育児に取り組めるよう願っています。 

 母乳は、栄養、免疫、母子相互作用など良いところがたくさんあり、出産されたお母さんた

ちの多くは、できれば母乳で育てたいと考えています。しかし実際は哺乳量が目にみえないた

め、飲めているか、飲んですぐにぐずられると母乳不足ではないか、吐くことがあると飲みす

ぎではないか、母乳後のミルク補充の目安はどのくらいか、など心配がついてまわり母乳育児

がうまくいかないと感じてしまう事もあります。 

そのため身近に相談できる場所を持つと安心につながると思います。相談場所としては、産

院、母乳マッサージをしてくれる助産院、行政の相談などがあります。最も肝心な病院小児科

あるいは小児科開業医がありますが，なぜかお母さんたちは小児科に相談する事が少なく，小

児科医に相談しても仕方がないと思っているのでしょうか？何れにしてもお母さんたちが自分

に合う場所を早い時期に見つけられるとよいと思います。 

また母乳は分泌してくる時期や分泌量など個人差があること、児の哺乳力なども関係してく

るため、ゆっくり発育していく児や標準の発育ペースから外れていく児もいます。WHO の基準

では生後3ヶ月間は 1日の体重増加は平均１８ｇであり、これを下回る児や途中で発育曲線から

外れてしまう場合は、病的因子が隠れていないかなど身体面の診察、場合によっては様々な検

査が必要になると思われ、小児科での相談が不可欠だと思います。 

 当クリニックでは発育相談を行っているため、様々な月令のお子さんとお母さんが悩みを抱

えて受診してきます。平成２６〜28 年の期間に受診した母親は、産院（13％）、行政の健診

（23.4％）、母乳相談室の助産師（14.7％）からの依頼や紹介でしたが、最も多かったのは当

院での予防接種や健診時の相談（41％）でした。相談月齢は、生後１〜２ヶ月（１９、６％）、

生後３〜５ヶ月（４７、５％）、生後６〜８ヶ月（１８％）、生後９〜１１ヶ月（６、５％）、

生後１歳以降（０、８％）でした。支援回数は様々ですが、月に１～２回、1 歳健診頃を目安

にしています。状況によっては毎週相談に来てもらい、あるいは 1 回で終了することもありま

す。 

相談を受ける際、お母さんとの会話を大切にしています。受診にいたるまでの間がんばって

きた事を労い、なんでも話せる場づくりに努めます。いろいろ話をする中でアドバイスや支援



できることを考えていきますが、お母さんたちはたくさんの知識を持ち、努力し、様々な工夫

を凝らしています。そしてお子さんに愛情を注ぎ、良く観察しています。お母さんたちからお

話を聞くだけでも、こちら側が勉強させてもらっていると感じています。お母さんの知識を借

りながら次回までのプランを話し合います。次回の相談日を決め、母子を見送ります。この時

お母さんが少しでも笑顔で帰ってもらえると看護師も嬉しいです。 

 相談では児の体重増加を把握し評価の指標の１つにしていますが、それだけでなく、母子の

様子、児の表情、皮膚の張り、発達状況など様々な観点から総合的に判断しています。前回受

診時からの体重増加が 1 日平均何ｇであるか把握し、このまま経過を見守っていけるかどうか

考えていきます。また哺乳量を推定し、児の必要カロリー（１００～１２０kcal/kg/day）に到

達しているかを計算します。栄養が不足していると考えられる場合は、不足量をどのように補

っていくかお母さんと話し合います。お母さんの希望は様々です。母乳の回数を増やして様子

をみたい、離乳食をスタートしてみる、少量のミルクなら補充してもよい、不足分はミルクを

足したいなどです。お母さんの希望を確認したうえで、児の発育発達を考慮し、小児科医も交

え話し合います。 

 以下に、いくつか共通する問題を抱えた母子をカテゴリーに分類し、それぞれのケースの体

重増加を例えば A-2 のように図示していきます。 

話し合いの結果、母乳の回数を増やして様子を見る場合は、短い間隔で来院してもらい児の様

子の観察とお母さんの支援をしていきます。（A-２、A-４、A-9、B-1、B-４、B-７、B-10、C-1、

C-２） 

それでもやはり不足している場合は、ミルクを導入します。（A-９、B-1、B-10、C-1、C-２）、

その場合は、ミルクによって母乳吸着に支障が出ないように配慮します。そして離乳食の食べ

具合などに応じてミルク量を調節し、体重増加が好転できると見通しがついた場合は、体重が

標準曲線に入っていなくてもミルクを終了し様子を見る場合もあります。（B-10、B-11） 

 離乳食をスタート（生後５か月以降）して様子を見る場合は、すぐに食事量は増えないため

猶予期間を設けたうえで児の様子、母乳の飲み具合など観察していきます。 

 またケースの中には順調に発育していたのに、途中から体重の横ばい状態が続く児がいます

が（C-５）、授乳リズムが整い活動量が増えてくる３～４カ月ころが多いように思います。 

児の体調不良、母の乳腺炎などが原因の場合もありました。（B-6、C-4、D-1、４、８） 

また離乳食を好まない児もいて、生後８カ月後健診にて体重の伸び悩みを把握するケースもあ

りました。（C-7）このような場合、離乳食を作ってもほとんど口にしてくれないため、お母

さんもどうしたらよいかほとほと困っていることが多いようです。なんとか食べてもらえるよ

うに工夫をし、児の好みを探したり、常識に捉われずにアイデアをお母さんが見つけ、最終的



に赤ちゃんが食べ始め、体重増加につながっていきました。 

相談の中には、児の成長に応じてミルク量を増やしていく場合もあります。（A-8） 

この時は母乳も飲んでもらえるように補充するミルク量は慎重に考えていきます。できるだけ

長い期間、混合栄養を続けていけるようにお母さんと相談しながら支援していきます。 

 以上、ケースごとに支援は様々ですが、どのケースも毎回小児科医の診察を受け、心配なこ

とを相談しアドバイスをもらい、児に問題が生じていないことを確認して安心されます。「順

調ですよ。お子さんは元気ですよ。お母さん頑張っていますね。」と優しく背中を押してくれ

る小児科医の言葉は暖かくお母さんたちの支えになっていると感じます。母乳育児を頑張りた

いというお母さんの自然な想いを支援していけるように、共に考えながら、赤ちゃんの健康と

成長を見守っていければと思っています。 

 

相談を受ける際の具体的な流れを以下に列挙します。 

診察内容 １）児の身体面の観察、計測 

      ・日増体重の計算 

      ・これまでの体重をグラフ化 

      ・発達状況 

      ・アイコンタクト、表情などの感情面 

 

     ２）母からの聞き取り 

      ・授乳方法、回数（哺乳量の推測、推定摂取エネルギー量/日） 

      ・空腹時啼泣など児の様子 

      ・母乳の分泌状況（母乳マッサージの通院状況） 

      ・夜間授乳の様子 

      ・離乳食の様子（開始時期、回数、量、進み具合、食への興味意欲） 

      ・母の食事、睡眠、健康面 

      ・家族の様子 

      ・母乳育児への思い  

      ・これまでの経過 

 

     ３）実際の授乳の観察（タイミングがあえば目の前で授乳を実施） 

      ・抱き方、飲ませ方 

      ・児の吸着、哺乳の様子 



      ・母乳の分泌の様子など 

 

     ４）次回受診までのプランの提示 

      ・授乳回数１０～１５回/日 

      ・空腹時啼泣がないまたは弱い場合は時間授乳をしていく 

      ・授乳スタイル 

      ・離乳食のアドバイス 

 

     ５）母と相談する 

      ・実際の哺乳量と必要哺乳量に差があれば不足分を補う方法を相談する 

       （授乳回数を現状から何回増やしていけるかなど） 

      ・母の食事の改善など 

 

     ６）次回の相談日を決める 

 

 体重増加不良のパターンを５つに分類し、各症例の経緯について説明します。全ての赤ちゃ

んに基礎疾患（先天性疾患、心疾患、代謝異常など）がないことを確認します。そして多くの

場合、母乳保育を達成しています。大切な事は其々の子供達の体重増加の推移をじっくり見て、

ご自分のお子さんの成長の様子を比較し参考にする事だと思います。また体重増加曲線の中に

付帯状況についても書き込んであるので参考にしてください。△は初診、▲は体重増加不良を

主訴にした受診の時期を示しています。結論すると乳児達の成長パターンは様々であり、最終

的には体重も、そして栄養状態も良好になります。ですから体重増加に一喜一憂しないで心穏

やかに母乳栄養を大切にして育児をしてください。 

 出生早期から WHO 体重曲線の 2%ライン周辺に長く経過した Group A、それ以外のグループ

として体重増加不良が始まった時期により Group B,C,D,Eに分類しました。体重増加不良の原因

としては、入眠がち、授乳回数の不足、空腹時涕泣が弱い、離乳食を食べない、活動量が多い

などが考えられました。その際の私たちの指導内容は提示しているケースを参照してください。

ほぼ全例でそのまま母乳哺育を継続できています。本当は人工乳を足したい症例もありました

が、赤ちゃんが母乳以外受け付けない場合は母乳育児を継続しながら見守りました。多くの症

例で離乳食を始めて 1-2 ヶ月で catch-up growth（体重増加の改善）が見られました。医療側の

対応に問題のあったケースも多く、小児科医が体重増加不良であることで、母親を追い込む事

は決してあってはならない事だと思います。またすぐに人工乳を足す、あるいは母乳をやめて



人工乳へと誤った指導するケースも目立ちました。さらに問題は体重増加不良児を入院させよ

うとする大病院の小児科医がいることです。私はよほどの医学的な適応がない限り母子分離を

してはいけないと思います。そのような場合、母親は近隣の小児科開業医、そして病院小児科

にも相談できず、駆け込み寺のように遠方から当院を受診してきました。当院の看護師達は多

くの体重増加不良児そして不安を抱えている母親に面接し、数ヶ月以上にわたって助言し、成

長を見届けてきていますので、その経験を基にお母さん達の母乳育児を支援したいと願ってい

ます。その面談は、時には１時間を超える事もありました。当然ながら体重増加が非常に悪い

場合は、基礎疾患がある可能性も高く、また急性胃腸炎などに罹患すると一気に脱水に陥る危

険性もあり、注意深く経過観察してきました。日本の新生児医療の先駆者であり、そして母乳

育児を推進した事で有名な国立岡山病院院長であった山内逸郎先生は白血病で亡くなる直前

（69歳）の 1990年に遺言として書いた文章があります。その中で日本の小児科医の母乳育児に

対する姿勢を痛烈に批判していますので引用します。「出来上がっている“母乳育児の足を引っ

張るもの”と言えば、まさに小児科医である。12回にわたる連載を終えるにあたり、母乳育児に

関して、小児科医諸氏の猛省を促したい」と山内先生は書き残しています。 

 

以下に Group A〜E 群（全部で４５例）の分類を示します。 

Group A（１５例）：体重曲線の 2% line に添いながらゆっくり成長していった群。 

Group B（１３例）：生後３ヶ月未満から体重増加不良が見られた群。 

Group C（７例）：生後３〜６ヶ月の期間に体重増加不良が見られた群。 

Group D（８例）：生後６〜１２ヶ月の期間に体重増加不良が見られた群。 

Group E（２例）：生後 12 ヶ月以降に体重増加不良が見られた群。 

各グループから症例を選んで実際に体重増加曲線の中に体重の推移をプロットし，必要に応じ

て解説も入れました．赤字は看護師のコメントです． 

 

Group A（15 例）：体重曲線の 2% line に添ってゆっくり成長していった群。 

 A群の 15例の内、13例は出生体重が 3000g未満であり、その内５例は 2500g未満の低出生体

重児でした。要するにこの子達は生まれが小さく、その後はゆっくり成長していった赤ちゃん

達と言えます。 

 

 

 

 



Group A− １：出生体重 2324g 

 

 

Group A− ２：出生体重 2642g,日齢４の体重 2450g 

 

  

Group A− ３：出生体重 2346g,日齢４の体重 2294g 

 2% line に沿ってゆっくり体重増加が見られたが、生後４〜10 ヶ月の長期に 

 わたって体重増加は不良であった。 

 

 

この子はずっと 2%ラインをわずかに下回っています。出

生体重が 2324g と小さいのですが、成長曲線に沿って大き

くなっています（なかなか catch-up していませんが）。生

後 9 ヶ月頃に一時的に体重増加は停滞していますが、上記

から体重増加不良とは言えないのです（生まれが小さいの

ですから）。母親には小さいけれど順調に育っているよ！

と安心してもらいました。市の４ヶ月健診にて FTT の指摘

を受け、当院にてフォローを開始。４ヶ月迄は母乳のみ。

その後はミルク 200ml 追加した． 

生後早期の体重増加は順調で、生後 1.5

ヶ月から体重増加は鈍化した。市の４

ヶ月健診にて FTT の指摘を受ける．通

院していた助産院から当院を紹介され

る．頻回授乳と離乳食で経過を見守っ

た．初診時には１日６回授乳であった

が、相談後は１日 10 回授乳へと増やし

た． 



 

 

Group A− ５：出生体重 2884g,日齢３の体重 2710g 

 2% line に沿って成長し、生後 4 ヶ月から catch-up growth を示す。 

Group A− ６：出生体重 3202g,日齢 2 の体重 3016g 

 2〜5% line に沿って成長。９〜13 ヶ月の頃に離乳食をよく食べるようになり、その後は

catch-up growth を示す。 

Group A− ７：出生体重 2076g 

 出生体重が小さいので、当然ながら 2% line に沿って成長したが、生後 9〜13 ヶ月の頃に体重

増加が鈍化。 

Group A− 8：出生体重 2816g,日齢 2 の体重 2642g(-6.2%) 

 

 

Group A− ４：出生体重 2260g,日齢３の体重 2145g 

生後９ヶ月から 20 ヶ月まで長期にわたって体重増加不

良が見られ、１歳前後は食欲不振があり母親は苦労し

たが、ゆっくりながら体重増加していった。生後 9 ヶ

月から２％ラインからさらに離れてしまっている。生

後 3 ヶ月予防接種の為に初診。母乳と離乳食で見守っ

た。１歳頃に離乳食をあまり食べなかったので栄養相

談を行う。食事量は増えたが、体重増加はゆっくりで

あった。 

 

 

 生後１〜５ヶ月の頃に体重増加が鈍化したが、そ

の後は catch-up growth を示す。 

出産病院で母乳相談を受けていたが FTT の為に生後

２ヶ月に紹介受診となる．母乳分泌が不十分であっ

たため、児の成長に応じてミルクの追加量を増やし

た。母乳，ミルク＋離乳食で経過を見守った．1日の

ミルク量 320ml→560ml→720ml と増やし、生後９ヶ

月で母乳は卒業となった。母はここまで母乳育児が

出来て良かったと回想してくれた。 

 



Group A− ９：出生体重 2734g 

 

 

Group A− 10：出生体重 2898g,日齢 5 の体重 2772g(-6.1%) 

Group A− 11：出生体重 2980g,日齢 3 の体重 2886g 

 2〜5% line に沿って１歳頃まで沿ってゆっくりだが着実に成長した。 

 生後 3 ヶ月、便秘のため近医を受診．体重増加不良を指摘され，）他院を紹介される。 

 しかし本児は生後 8 ヶ月の時に某病院に体重増加不良精査（何の検査を？） 

 の為に１週間入院したが、看護師からの授乳を受け付けず、また発熱したため退院 

（母子分離など問題外であり、なんのための入院だったのでしょうか？）。その後の 

 フォローアップでも体重増加が改善しないため、入院して tube feeding を勧められた。両親

は断って、横須賀から 8 ヶ月の時に助産院の紹介で当院を初診。受診時、母乳７回＋離乳食３

回／日。問題ないことを説明し両親は安心し、遠方の為に当院から紹介状を発行して、地元の

他のクリニックに通うことになった。 

 2〜5% line に沿ってゆっくりだが着実に成長した。 

生後３ヶ月に予防接種にて初診．市の４ヶ月健診にて

FTT を指摘され、当院にてフォロー開始．嘔吐や便秘

があり、離乳食がなかなか進まなかったが、２回食に

なってからは体重増加は改善．生後５ヶ月からミルク

60〜80ml x 2 回＋母乳＋離乳食、そして生後６ヶ月か

らはミルク 100〜13lml x 2 回＋母乳＋離乳食であっ

た。 



 

 

Group A− 12：出生体重 2560g 

 生後３〜９ヶ月の頃に体重は階段状に（停滞そして増加の繰り返し）に体重増加が見られ

た。 

Group A− 13： 2〜5% line に沿ってゆっくりだが着実に成長した。 

Group A− 14：出生体重 2716g,日齢 4 の体重 2516g 

 2% line の下方から階段状に体重増加が見られ、生後 13 ヶ月から catch-up growth を示す。 

Group A− 15：出生体重 2954g,日齢 6 の体重 2770g 

 2% line に沿ってゆっくりとした体重増加が見られ、生後 12 ヶ月から catch-up growth を示

す。 



Group B：生後３ヶ月未満から体重増加不良が見られた群（１３例）。 

Group B-1：出生体重 3850g,日齢 3 の体重 3710g 

 

 

 

 

Group B-２：出生体重 3490g,日齢 2 の体重 3314g 

 

 生後 1ヶ月から体重増加不良となり6ヶ月持続する間に体

重は 2% line を大きく下回った。本児は出生体重は 3850g

と大きかったが、その後どんどん成長曲線を横断してい

き、ついに２％ラインを大きく下回った状態が続いた。こ

の状況では母親は大きな不安を抱えていたと思われる。出

生後に人工乳、混合栄養そして生後 3 ヶ月から母乳栄養に

切り替えた。この頃から体重増加不良となり、頻回授乳、

そして少量ながら人工乳を足すように提案。離乳食を開始

した生後６ヶ月から catch-up growth に転じた。結局人工

乳の追加はしていない。ミルクに母親は抵抗感があり，そ

の想いを尊重して母乳と離乳食で経過を見守ったが、母乳

分泌量は１回 100ml で良好であった。離乳食を良く食べる

ようになって体重増加は順調となった． 

 

生後１ヶ月から母乳＋ミルク１日量 40〜

80ml としたが、体重増加不良となり、生後

２〜3 ヶ月の頃には 2% line を下回った。生

後６ヶ月から catch-up growthに転じた。生

後 7 ヶ月には母乳＋離乳食となった。 



Group B-３：出生体重 2670g 

 

 

Group B-４：出生体重 3372g, 生後１ヶ月の体重 3276g と減少。 生後 1 ヶ月の間に体重はお

よそ 140g減少し、当院に初診となった。この時期に体重が増えずに減少したのは混合栄養から

母乳単独に移行したためと思われる。 

Group B-５：出生体重 3280g 

 

 最初は順調だったが、嘔吐が多かった

為に、生後 1.5〜３ヶ月の間の体重増加は

無く当院を受診した。頻回授乳と一時的

にミルク 40ml を追加するようアドバイス

した、その後は catch-up growth に転じ

た。．生後４ヶ月から完全母乳となり、

その後は体重増加は良好となった．離乳

食２回となってからはさらに体重増加は

良くなった． 

 生直後から体重増加は緩やかで、生後１ヶ月

から体重増加不良となり、生後２〜3 ヶ月の頃

には 2% line を下回った。生後４ヶ月から

catch-up growthに転じた。4ヶ月健診の際に健

診医に酷く言われ、母ショック。その後 2% 

line をかなり下回る時期もあったが、ゆっくり

ながら着実に体重は増え、生後１０ヶ月には

2% line を越えた。受診時は母乳＋ミルク 60ml 

x １回であったが、母乳分泌量を計測し 80〜

90ml であったので、生後２ヶ月からは母乳の

みで成長を見守った。 

 



Group B-６：出生体重 3548g 

 

Group B-７：出生体重 2282g 

 

 

 

 最初は順調だったが、生後２〜４ヶ

月の間に体重増加はストップしたが、

その後生後４ヶ月で catch-up growth に

転じた。再び生後 6ヶ月から体重増加は

停滞したが、生後 9ヶ月にはようやく再

び catch-up growth に転じた。この時点

で、母乳＋ミルク 400〜500ml/ 

＋離乳食であった。 

 

低出生体重児（2282g）であり、初め

から 2% line を下回っていたが、生後 2

ヶ月までは２%ラインに沿って順調に

育っていたが、混合栄養から母乳単独

に切り替えたために体重増加は鈍化し

た。生後 8 ヶ月から離乳食がよく進

み、catch-up growthに転じた。生後 11

ヶ月には 2% line を超えた。混合栄養

から母乳栄養に切り替えたいという母

親の希望に添ってフォロー．生後５ヶ

月からミルク 80ml／日に減らし、母

乳中心とした．離乳食開始後は徐々に

体重増加は改善． 



Group B-８：出生体重 2540g 

 

Group B-９：出生体重 2746g 

 体重増加不良の為、2% line を下回ったが、生後４ヶ月から catch-up growth に転じた。生後

10 ヶ月には 2% line を超えた。 

Group B-10：出生体重 2972g 

 

 

 生後早期から 2% line を下回っ

たまま経過。生後４ヶ月から

catch-up growth に転じた。生後

８ヶ月には 2% line を超えた。市

の４ヶ月健診にて FTT を指摘さ

れ，当院にてフォロー開始．月

経再来により母乳分泌の減少を

母親が心配し、ミルク補充（160

〜240ml／日）を開始。母乳，

ミルク、離乳食で体重増加は良

好となる． 

 

 生後 2 ヶ月までは体重増加は順調、しかしその後

体重増加は階段状となり 2% line を一時下回った

が、生後 10 ヶ月から catch-up growth に転じた。出

生病院にて母乳相談を受けていた．生後２ヶ月で

FTT の為当院に紹介受診．生後４ヶ月でミルク 60〜

80ml を１ヶ月間、追加した。以降は母乳＋離乳食と

した後に体重増加は良好となった． 

 



Group B-11：出生体重 3722g 

 

Group B-12：出生体重 2748g（兄／妹） 

  

 生後１ヶ月までは体重増加は順調、しかしその後生後２〜８

ヶ月の間、体重増加不良が続き、2% line を一時下回ったが、生

後８ヶ月から離乳食が始まると catch-up growth に転じた。混

合栄養から母乳栄養に移行していたが，市の４ヶ月健診にて

FTT の指摘を受ける．助産院からの紹介で初診となるが、その

時点でミルク 60〜120ml/日が足されており、また離乳食もよく

食べていた。生後６ヶ月より母乳と離乳食のみで成長を見守っ

た。 

 



 

 

 

 

Group B-13：  

 

 

生後２ヶ月から 6 ヶ月まで体重増加が見られ

なかったことは極めて問題であり、当院を初

診となった生後 4 ヶ月から２ヶ月間も体重増

加がないことを放置したと批判されるかもし

れない。相談開始した時点から我々はどうす

べきだったか？結果オーライではないのです

が？助産院で母乳マッサージと相談を受けて

いたが、当院でも母子のフォローを行いまし

た。ミルクを増やすと母乳の飲みが悪くなる

こともあり、ミルクは 40ml x 4/日に抑えて、

母乳を頻回に与えることとしました。離乳食

開始後はよく食べ、体重増加も改善。相談は

月 3− ４回行い、途中で血液検査も行い、胃腸

炎に罹患時に脱水症になる可能性もあり細心

の注意を払いました。 

 

出生体重 3028g：本児はずっと２％以下

で推移していたが、生後２才２ヶ月の時点

では 9.4kg に成長している。 

市の４ヶ月検診で FTT を指摘され当院を受

診しフォローを開始。ミルク、哺乳瓶を児

は受け付けず、母乳と離乳食のみでミルク

を足さずに成長を見守った。母親は食事量

を増やすように苦労され、体重増加はゆっ

くりであったが着実に成長発育していっ

た。 

 



Group C：生後３〜６ヶ月の期間に体重増加不良が見られた群（７例）。 

Group C-１：出生体重 3230g, 生後１ヶ月の体重 3150g と減少。 

 

生後１ヶ月間体重は増えず 80g 減少し、2% line を下回った。その後 

 体重増加は改善したが、再び生後５ヶ月から体重増加不良となり、2% line を下回ったままゆ

っくり成長し生後 16 ヶ月で 2% line を超えた。 

Group C-２：出生体重 2460g 

 

 

 生後３ヶ月までの体重増加は良好。その後生

後6ヶ月まで体重増加は極度に悪く、2% lineを

下回ったが、その後体重増加は改善した。生後

８ヶ月 2% line を超えた。生後 6 ヶ月からミル

クを追加し、生後 7 ヶ月から体重増加が見られ

た。母乳だけにこだわらず、児の成長を第一に

考えたいという母の思いが通じた。 

 

町田市から通院。個別 8 ヶ月健診にて FTT を認めた

為、栄養相談を開始した。母乳栄養であったが、

患児の運動量が活発だったので、ミルク 200ml/日

を追加した。姉妹がアレルギーであったので、母の

希望に添い離乳食は１歳から始めた。母乳、ミル

ク、離乳食で体重増加は改善していった。 

 



Group C-３：出生体重 2645g 

 生後４ヶ月まで体重増加は良好。その後生後５〜８ヶ月まで体重増加は 

 見られなかった。この時期は母乳のみとした時期と一致していた。離乳食を 

 順調に食べるようになった 8 ヶ月以降に catch-up growth に転じた。かかり 

 つけ医から発達障害になるから 1 日ミルク 1000ml 飲ませるように言われた。 

 

Group C-４：出生体重 2494g 

 

 

Group C-５：出生体重 3150g 

 生後４ヶ月まで体重増加は良好。その後生後４〜６ヶ月まで体重は 140g減少した。その後に

母乳＋離乳食となって、catch-up growth に転じた。 

 

 生後２ヶ月まで体重増加は良好。その後生後

４〜６ヶ月まで体重増加がなく 2% line を大きく

下回った。生後６ヶ月体重増加は回復し、8 ヶ月

から catch-up growth に転じ、10 ヶ月で 2% line

を越え、その後も順調。乳腺炎を繰り返したた

め母乳分泌が低下したのと，本児は入眠がちで

哺乳量の確保が出来ずに FTT となった。頻回授

乳、ミルク（80〜 160ml）、離乳食にて経過観

察．離乳食２回となって改善． 

 

生後４ヶ月から体重増加が横ばいになり、フォローを開

始。母乳計測では 170〜230ml であり、分泌量は十分であ

り、また哺乳力は良好であったので、母乳と離乳食のみ

で見守り、生後６ヶ月から体重増加は良好となった。 



Group C-６：出生体重 2544g 

Group C-７：出生体重 3700g 

  

Group D：生後６〜１２ヶ月の期間に体重増加不良が見られた群（８例）。 

Group D-1：出生体重 2432g 

 

 

Group D-２：出生体重 2455g 

 生後８ヶ月まで体重増加は良好。生後８〜12 ヶ月まで体重減少 245g が見られた。 

 生後８〜12 ヶ月まで体重減少 800g が見られ

た。食欲は良かったが、母は嘔吐をするのを心

配して食事量を減らしていた。１歳健診にて体

重の大幅な減少があり，フォロー開始．食欲は

あるのに，母が吐くのではと心配し食事量を制

限していた．食事量を増やす事で体重増加は改

善した． 

 

発熱で生後１０ヶ月時に受診した際に、母から

体重が増えていないと相談を受けフォローを開

始。哺乳力は良かったが離乳食をほとんど食べ

ず母は心配していた。摂食相談も受けた。母の

工夫により、よく食べる離乳食を探しながら見

守った。１歳過ぎた頃に胃腸炎に罹患し体重が

減少した。さらに卵アレルギーも重なり、FTT が

持続した。食事に関して苦労したが、母は根気

よく頑張ってくれたケースであった。 



Group D-３：出生体重 2550g 

 生後７〜11 ヶ月の期間に体重ほとんど増えず。その後生後 12 ヶ月頃胃腸炎の為、体重減少が

あり 2% line まで落ち込んだ。その後生後 15〜18 ヶ月の時期も体重が増えなかった。 

Group D-４：出生体重 2680g 

 

 

Group D-５：出生体重 3190g 

 生後５ヶ月まで体重増加は良好。その後 7 ヶ月から体重増加不良が始まり 12 ヶ月まで続い

た。 

Group D-６：出生体重 3088g、2840g at 5day 

 

 

 生後５ヶ月まで体重増加は良好。その後 7 ヶ月半頃ま

でに僅かだが体重減少。 生後 9 ヶ月から母乳も続け、

離乳食もよく食べ catch-up growth に転じた。生後７ヶ

月で FTT を心配し来院．助産院で母乳相談を受けてい

た．乳腺炎の為に切開を受けて一時的に母乳分泌不良を

認めたが、分泌は改善し、離乳食２回となってから体重

増加は改善した． 

 生後６ヶ月まで 2% line に沿って着実に体重増加

が見られたが、その後に横ばいとなった。10ヶ月か

ら catch-up growth に転じ、生後 12 ヶ月で 

 2% line を越えた。生後３ヶ月までミルク 200ml/

日を足していたが、初診時の生後 5 ヶ月には母乳の

みとなっていた。母乳＋離乳食のみで成長を見守っ

た。 

 



Group D-７：出生体重 2604g 

 生後６ヶ月まで体重増加は良好。その後横ばいとなり生後 14 ヶ月まで持続。その後は

catch-up growth に転じた。 

Group D-８：出生体重 2552g 

 

Group E：生後 12 ヶ月以降に体重増加不良が見られた群（２例）。 

Group E-１：出生体重 3410g 

 

 生後 13 ヶ月まで体重増加は良好。生後 12 ヶ

月から胃腸炎に罹患して生後 15 ヶ月まで 600g

の体重減少を認めた。その後ゆっくりと増加に

転じた。 

 



Group E-２：出生体重 2834g 

 

まとめ 

 当院は大変な数の体重増加不良児（FTT）の相談及び経過観察を行ってきました．勿論体重

増加不良児はハイリスク児であり体重増加不良の原因となる多様な基礎疾患が潜んでいる可能

性があり、慎重に見極めなければなりません。またneglectなどの虐待、母親の育児知識の不足

等の要因も検討しなければなりません．しかしそういった医学的要因がなくとも体重増加不良

に陥る例が大部分であり，母乳栄養を中心とした相談を受けながら不安を抱える母親の気持ち

に寄り添いながら辛抱強く栄養指導をしてゆくと、今迄にお示ししたように殆どの赤ちゃんは

順調に育ってゆくのです。しかし、未だに体重増加不良児を抱える多くの母親達は相談する場

が少なく不安だらけで子育てをしている現状があります． 

 

 最後に遠方（横浜）からの赤ちゃんを提示します。生後７ヶ月に受診しましたが、その理由

は病院の小児科医に入院して原因を調べる必要があると言われたからです。 

横浜から受診した本児をフォローするには当院は遠すぎるので、旧知の横浜市大小児科の先生

に紹介したのでその時に書いた紹介状を長いのですがお読み下さい．私の苦心と母親の苦悩が

お分かりになると思います。 

「○○病院にて在胎３９週、出生体重２６５０gにて出生し、周産期経過は順調で退院していま

す．○○病院は混合栄養を推奨していた（PMは生後日数x１０ml／1回、1日８回のPMの授乳、

それ以外は母乳栄養 日令６でPM 60mlで退院）。しかし退院後は母乳栄養を希望していたの

で、PMを徐々に減らしていった,PM４０mlx３とした。生後３ヶ月までは小さいながらも（出

 2〜5% line の間をゆっくりと生後 12 ヶ月まで体

重増加。その後も母乳＋離乳食で、健康だが小さ

いまま経過。 

 



生体重が小さいから当然ですが--）、体重増加は良好であった。７月20日頃（生後３ヶ月）に

軟便となりかかりつけ医の服部クリニックを受診したが下痢とまでは言われず、整腸剤の処方

を受けた．８月１５日に発疹を認め，かかりつけ医が休診だったので○○病院を受診し、手足

口病と診断され、体重増加不良と下痢がまだ続いていると指摘された．その時点から○○病院

小児科でフォローする事になった．その後は下痢も落ち着いた。体重が少なかったので、４ヶ

月健診を控えていたのでPMの1日量を２００mlまで増やした．集団の４ヶ月健診（正確には４

ヶ月１２日）ではぴったり5000gであったが○○病院でフォローしてもらって下さいと言われ

た．９月２７日頃からまた軟便傾向になったがPMの量は変えなかった．○○病院では９月3日，

１０月1日、１０日，３１日に診察があり、やはり体重が増えていないと指摘され、血液検査、

超音波検査、レントゲン検査などのチェックを受けた。血液検査では肝機能に軽度異常がある

と説明を受けた．サイトメガロウィルスの抗体価の検査も受け，過去に感染を受けた可能性が

あるとも言われています．１０月３１日に体重増加および肝機能に関して△病院小児科に紹介

され１１月１５日に受診した．同院で肝臓エコー検査を受けたが異常はないと言われたが、体

重増加不良があるので入院し、体重増加および栄養吸収がどうかなどの精査をすると言われた．

入院は数週間単位となるとも言われたが、○○病院では入院とは言われていなかったので，入

院は断り， 2週間くらい家で様子を見て、再び１２月５日に○○病院を受診した．やや体重

（5300g）は上向きになっているが、△病院で入院が必要ならそうした方が良いと言われた．

６日から入院させたくないのでPMの量を1日２００mlから300mlまで増やした．その日に桶谷

式の助産院の上條母乳育児相談室に相談した所、当院を紹介され本日受診となりました． 

 本日の体重は5500gであり、診察上は問題なく，未だ筋力が弱くおすわりは出来ないが、反

応性も良好．以上のごとくの経過ですが，基礎疾患については完全に除外診断は出来ませんが，

入院して得られるメリットはなく、母子関係の破綻も結びつくと考えます．このような状況で

母親は○○病院も△病院にも頼る事は出来ませんので先生を紹介した次第です．長くなりまし

たがどうか力になってあげて下さい．先生がバックアップしてくださるなら、母親の希望によ

り当院でもフォロー及びバックアップをします．」 

紹介先の私の古くからの友人で新生児科医からの返事は以下のごとくです． 

「昨日来院されました。体重，身長、頭囲とも停滞気味ですが、皮下脂肪もあり、笑顔も認め

られ、飢餓状態ではなく、脂肪吸収障害などの腸管の疾患も疑いにくいと思われます．また肝

臓の逸脱酵素の値も肝不全をきたすような値ではなく、体格が大きくならない原因とは言えな

いと思います．腹臥位は手で支える状態で筋力がやや弱い印象がありました．○○病院の小児

科医には“遅れが出たら取り返しがつかない”など脅しのような事を告げられ、金曜日迄に体重



を増やそうと必死だったようです．ここ数日は眠れなかったともおっしゃっていました。○○

病院の小児科外来には父親から電話で断るようにお勧めしました」 

 

横浜から受診した姉と弟 

 生後８ヶ月の時に保健センターで FTT を指摘され、病院受診するように言われ為，横浜から

当院を受診．出生体重は 2718g と小さめであり，母親は始めから母乳育児を希望していたが，

出産した大学病院からは生後５日から人工乳を足すように言われ、１日 200〜300ml の人工乳

を足していた。母児同室も叶わず、母乳も頻繁に与える事も出来ず，病院の指示に従って不本

意ながら人工乳を与えた．出生体重が小さく、また口が小さいので乳首をうまく吸えないため

人工乳を足すようにも言われた．病院から体重も身長も小さいと指摘された為、すでに生後８

ヶ月となっていたが，ネットを見て当院を受診した．診察上、小さくとも栄養状態、そして発

達も良好である事を確認して順調に育っていると説明した．両親は安心し涙ながら今迄の不安

な気持ちを訴えた．ほぼ１ヶ月後に再診とした。この１ヶ月の体重増加は 19g/day と良好で、

発育もそして食欲も良好で自分から食べたいと意思表示をする状況であり，両親の不安も解消

していたので、これ以上のフォローは必要はないと伝えた。 

 それから２年半後に再び生後２９日目の赤ちゃん（男児、弟）を連れて家族で受診．○○病

院にて、在胎 37週、出生体重 2624gで出生．出産病院では体重増加が 30g/dayを超えないと一

律にミルク補充するように指示されており，毎回人工乳 60ml を足している．受診時の体重は

2640gであり、日令 14に最低体重 2356g(体重減少率は 10.8%)となっていた．しかしその後の体

重増加は 22g/day であり、受診時の生後 29日にはほぼ出生体重に復していた．姉のときは毎日、

不安で母は泣いていたが，当院受診してからは自信を取り戻した経験があるので，今回は大丈

夫ですと母は話す．しかし体重減少が大きかったので少し焦ったとの事、また近くの小児科を

受診した際に、“小児科医としては今の状態は良いとは言えないし，発達障害になるかも”と言

われ心配となった。また横浜の病院では誰も大丈夫と言ってくれなくて不安であったので，再

び当院を受診する事にした---と母話す．その後は生後 3 ヶ月迄フォローしたが、catch-up 

後日、電話にて母子の様子を伺った時は安心

して暮らしているとのことであった。児の体

重増加も極めてよくなっていた。しかし担当

医からは“もう大丈夫”と言ってもらえないと

話していた。 



growth とまで言えないが、本児のペースで成長している。 

 

姉と弟の体重変化のデーターを同時に示します．出生体重は姉が2718g、弟は2356gと共にかな

り小さく、弟の場合は加えて出生後の体重減少は大きく 10.8%であり、生理的体重減少の上限

でした。当然ながら２人ともスタートラインが非常に下方ですので，その後の成長は WHO の

体重増加曲線の２％ラインを下回ります．しかしそのラインに沿って着実に成長しており，母

親の母乳育児を中心とした栄養法を認め励ますべきだと考えます． 

入手した何人かの母親の手記を少しだけ紹介します． 

＊ 母乳かミルクか考える事も有ったが、母乳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の為であり，間違いはないという思いに辿り着けた。 

＊ ４ヶ月健診の時が一番どん底だった。市の健診で「この体重では大丈夫とは言えない」と

淡々と言われて悲しかった．１週間後におぐちこどもクリニックの予約が入っていたので、

そこで医師と看護師に相談出来ると思った（相談する所があると安心感が生まれた）。受

診迄の１週間はモヤモヤして母乳分泌も悪くなったような気がした．私としては、ミルク

を足す事は嫌ではない。子の成長が一番だけど、母乳だけで育てられないのは悔しいし、

申し訳ないと思った．母乳で育てた事が間違っていたという思いにもなっていた．でも子

の成長を一番に考えようと自分に言い聞かせた．クリニック受診する時は、ミルクを足す

ようにと指導されるかもと覚悟していた．受診したら「今のまま母乳だけで大丈夫」とアド

バイスを受け安心して育児ができた。 

＊ 母乳育児は“人は生き物であり、自然の一部である”という当たり前の考え方に基づいてい

る．そしてその後の子育ても豊かなものとなり、子どもは日々何故(why)？何故(why)？と

常に疑問を抱き，自然の神秘に接し驚きと畏敬の念を抱くようになる．そして想像力と創

造力に溢れる自分の頭で考える人に成長してゆく。子育ては時間を紡ぐことであり、効率



良くも，速成（植物のような速成栽培）もできず、思い通りにもならないのです。 

 

 

 


