
国立成育医療研究センター総合診療部統括部長
窪　田　　満

（聞き手　池田志斈）

　乳幼児の嘔吐・下痢を伴う胃腸炎に対する食事療法の実際について、最近の
指導法をご教示ください。

＜埼玉県開業医＞

乳幼児の嘔吐・下痢を伴う胃腸炎

　池田　乳幼児の嘔吐・下痢を伴う胃
腸炎、少し考えるだけで、いろいろな
原因がありますね。そういうものは関
係なく、食事療法になるのでしょうか。
　窪田　一番大事なのは、原因が何か
という検索よりも、脱水症の程度をき
ちっと評価して、それに対して適切な
治療をすることだと思っています。
　池田　脱水の評価とはどのように行
われるのでしょうか。
　窪田　いろいろな方法があるのです
が、基本的なものはcapillary refill ing 
timeという、今一番盛んに行われてい
るやり方です。爪を押すと白くなるの
ですが、それをぱっと離して肌色に戻
るまで２秒以上かかると脱水といいま
す。これを一番重症度の評価に使いま
すが、もちろん、皮膚が乾いていると
か、唇が乾いているのも非常に大事な

ところです（表１）。あまり重度な脱
水の場合は点滴が必要になるのですが、
それほどでもない場合には経口補水が
一般的な治療法です。
　池田　脱水を何とか見つけて対処す
るということですが、逆に最近の指導
法についての質問です。以前はどのよ
うにされていたのでしょうか。
　窪田　以前、特に私がまだ若かった
ころなどは、吐いて、下痢をしている
わけですから、絶食療法といいまして、
何も食べさせないで様子を見ようとい
うことがなされていました。ただ、今
はそれはかなり体に負担をかけますの
で、今の考え方としては、腸を休ませ
ずに、いかに全身状態を維持するかと
いうことになっていると思います。
　池田　昔からよくありましたよね。
マラソンの選手でも、走る前に水を飲

むなとか、途中で水の補給をするなと
か、あれと同じイメージなのですか。
　窪田　そうですね。
　池田　でも、特に小さいお子さんで
すから、吐いたり、下痢して、水分も
足りないし、栄養も足りない状態です
ね。そのときに飲食はだめということ
ですか。
　窪田　さすがにそれは子どもがかわ
いそうですね。
　池田　最近では特に水分補給を中心
に行っていくということですが、嘔吐

がある場合は、無理に飲ませることは
ないのですね。
　窪田　嘔吐がある場合には、少量ず
つ飲ませるのが非常に重要で、我々が
推奨しているのは、例えばOS-１など
のイオン飲料をペットボトルのふたを
おちょこ代わりにしてちょっと飲ませ
るというかたちで、少量を頻回に飲ん
でいただくのが一番いいと思っていま
す。
　池田　その際、ちょっと飲んで、吐
いてしまったら、ちょっとお休みとい

表１　脱水症の重症度

軽症の脱水（体重の
５％未満の喪失）

中等症の脱水（体重の
５～10％の喪失）

重度の脱水（体重の
10％を超える喪失）

予測水分喪失量 50mL/㎏ 100mL/㎏ 150mL/㎏

精神状態 良好、覚醒 疲労、落ち着きがない
感情鈍麻、嗜眠、意識
不明

のどの渇き 軽度 中等度 高度

大泉門 平坦 少し陥凹 明らかに陥凹

脈 正常または軽度頻脈 頻脈 頻脈をかすかに触れる

血圧 正常 正常か低下 低下

呼吸 正常 正常、速い 深い

眼 正常 わずかに落ちくぼむ 深く落ちくぼむ

啼泣時の涙 正常 出るが少ない 出ない

口・舌 乾燥 かなり乾燥 からからに乾燥

皮膚緊張度 押してすぐに戻る ２秒以内に戻る 戻るのに２秒以上

皮膚色調 青白い 浅黒い 斑点状

四肢体温 ややひんやり ひんやり 冷たい

尿量 正常～軽度低下 低下 ほぼ無尿

Capillary refilling time ２秒＞ ２～３秒 ３秒＜

（「窪田満：乳幼児診療A to Z　下痢．小児科 52；631～635、2011」より）
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うことですね。
　窪田　通常は、ペットボトルのキャ
ップ１杯ぐらいだと吐かないことが多
いです。あまり高度な嘔吐でない場合
は、そういうかたちでちょっと飲ませ
て、10分ぐらい経ったら、またちょっ
と飲ませてというかたちで行っていく
と、だんだん多い量が飲めるようにな
ってきて、かなり飲めることが多いで
す。
　池田　それが一つの目安あるいは導
入法ですね。
　窪田　そうですね。
　池田　ある程度飲めるようになると、
少し多めに足していく。
　窪田　そうですね、多めに、コップ
の半分で飲めて、それで吐かなければ、
かなり嘔吐はよくなったと考えていい
と思います。
　池田　次に少し固形といいますか、
水から、例えばおかゆのようなものに
移っていくというイメージがあるので
すが、それは嘔吐が全く起こらなくな
ってからということでしょうか。
　窪田　そうですね。嘔吐が強いうち
は食べるのは難しいので、ちょっとず
つイオン飲料を飲ませることに集中し
たほうがいいと思っています。
　池田　やはりイオン飲料なのですね。
例えば、昔ですと、氷をなめさせると
かありましたが、水だけはよくないの
でしょうか。
　窪田　塩分、糖分が失われていきま

すので、特に嘔吐で排出される胃液の
中に、そういったミネラルが多く入っ
ているものですから、その補給は非常
に重要になります。
　池田　最近は電解質飲料ということ
なのですね。
　窪田　そうですね。
　池田　電解質飲料も幾つもあります
が、例えば大人のスポーツドリンクみ
たいなものも大丈夫なのでしょうか。
　窪田　OS-１というものが一番いい
ですね。普通の大人のスポーツドリン
クだと少しナトリウム濃度が低いので
す。飲んだ感じはおいしいのですが、
ナトリウムが足りなくなりがちなので、
少しナトリウム濃度が高いものがいい
です。また、処方される場合にはソリ
タ-T配合顆粒２号を薬として出せます。
１袋を100㏄の水に溶かして飲ませる
と、ちょうどいい塩分濃度になるので、
それを飲んでいただくのも一つの手だ
と思います。
　池田　少し濃いめですね。
　窪田　ナトリウムが少し多いほうが
いいですね。
　池田　逆に、ミルクとか、そういっ
たものはどうなのですか。
　窪田　吐かなくなったらミルクに進
むのですが、昔は下痢している場合に
は薄いミルクを飲ませるというのがよ
く行われていました。2/3の濃度のミ
ルクにするなどしたのですが、今は薄
めないでそのまま飲んでいただく。も

ちろん、母乳もそのまま飲んでいただ
くことが推奨されています。
　池田　かなり考え方が変わってきて
いますね。嘔吐がなければ飲めるだろ
うということですが、下痢が続いてい
る間に今度はちょっと固形のものに移
っていくのですが、切りかえる目安は
あるのでしょうか。
　窪田　下痢が続いていても、食欲が
あれば基本的にはいつもと同じものに
戻していく。なるべく早く食事を元に
戻すのが今の考え方です。昔は少し我
慢させるとか、その日はうどんだけに
するとか、そういった指導がされてい
たのですが、もし食べられるのであれ
ば、消化のいいものをどんどん食べさ
せたほうがいいといわれています。や
はり体力が落ちていくものですから、
あまり制限しないほうがいい。そのほ
うが病気の治りが早くなるといわれて
います。
　池田　でも、いきなり固形のものは
厳しいと思うのですが、欧米ではどの
ように考えられていますか。
　窪田　これがちょっと日本人と違う
ところで、2003年に出た欧米のCDCの
ガイドラインだと、食べられるように
なったら、油分も制限せずに、何でも
食べさせなさい、固形物を食べさせな
さいと書いてあるのです。ちょっと日
本人の考え方とずれているな、と私は
今でも思っていまして、やはり日本人
はおかゆとか、リンゴをすりおろした

ものとか、そういうものから始めたほ
うがいいと思っています。
　池田　欧米の考えですと、いきなり
例えばピザとかハンバーガーとか、あ
あいうものにいくのですね。
　窪田　そうですね。
　池田　ちょっと考えづらいですね。
　窪田　日本人には合わないと思いま
す。
　池田　嘔吐・下痢が治りつつあると、
全がゆなどから始めて、手術後の食事
の開始みたいなかたちになるのかと思
っていたのですが、随分違うものなの
ですね。
　窪田　やはり日本人はおかゆからい
ったほうがいいのではないかと思いま
す。おかゆというのは素晴らしいもの
で、梅干しをはじめとして、何らかの
味つけが入るし、塩分もあり、水分も
あり、ちょっとドロッとしているので、
逆流しにくいこともあります。素晴ら
しい食品だと思います。リンゴをする
のも、そういった一手間が食物繊維を
細かくして消化しやすくしてくれてい
ますし、昔の日本人のやっていた、下
痢しているとき、おなかをこわしてい
るときの食事は、非常に重要ではない
かと思っています。
　池田　そういった伝統のところに急
にハンバーガーを食べさせるとはご両
親とかご家族が半信半疑になってしま
って、その雰囲気がお子さんにも伝わ
ってしまうのではと思うのですが。
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うことですね。
　窪田　通常は、ペットボトルのキャ
ップ１杯ぐらいだと吐かないことが多
いです。あまり高度な嘔吐でない場合
は、そういうかたちでちょっと飲ませ
て、10分ぐらい経ったら、またちょっ
と飲ませてというかたちで行っていく
と、だんだん多い量が飲めるようにな
ってきて、かなり飲めることが多いで
す。
　池田　それが一つの目安あるいは導
入法ですね。
　窪田　そうですね。
　池田　ある程度飲めるようになると、
少し多めに足していく。
　窪田　そうですね、多めに、コップ
の半分で飲めて、それで吐かなければ、
かなり嘔吐はよくなったと考えていい
と思います。
　池田　次に少し固形といいますか、
水から、例えばおかゆのようなものに
移っていくというイメージがあるので
すが、それは嘔吐が全く起こらなくな
ってからということでしょうか。
　窪田　そうですね。嘔吐が強いうち
は食べるのは難しいので、ちょっとず
つイオン飲料を飲ませることに集中し
たほうがいいと思っています。
　池田　やはりイオン飲料なのですね。
例えば、昔ですと、氷をなめさせると
かありましたが、水だけはよくないの
でしょうか。
　窪田　塩分、糖分が失われていきま

すので、特に嘔吐で排出される胃液の
中に、そういったミネラルが多く入っ
ているものですから、その補給は非常
に重要になります。
　池田　最近は電解質飲料ということ
なのですね。
　窪田　そうですね。
　池田　電解質飲料も幾つもあります
が、例えば大人のスポーツドリンクみ
たいなものも大丈夫なのでしょうか。
　窪田　OS-１というものが一番いい
ですね。普通の大人のスポーツドリン
クだと少しナトリウム濃度が低いので
す。飲んだ感じはおいしいのですが、
ナトリウムが足りなくなりがちなので、
少しナトリウム濃度が高いものがいい
です。また、処方される場合にはソリ
タ-T配合顆粒２号を薬として出せます。
１袋を100㏄の水に溶かして飲ませる
と、ちょうどいい塩分濃度になるので、
それを飲んでいただくのも一つの手だ
と思います。
　池田　少し濃いめですね。
　窪田　ナトリウムが少し多いほうが
いいですね。
　池田　逆に、ミルクとか、そういっ
たものはどうなのですか。
　窪田　吐かなくなったらミルクに進
むのですが、昔は下痢している場合に
は薄いミルクを飲ませるというのがよ
く行われていました。2/3の濃度のミ
ルクにするなどしたのですが、今は薄
めないでそのまま飲んでいただく。も

ちろん、母乳もそのまま飲んでいただ
くことが推奨されています。
　池田　かなり考え方が変わってきて
いますね。嘔吐がなければ飲めるだろ
うということですが、下痢が続いてい
る間に今度はちょっと固形のものに移
っていくのですが、切りかえる目安は
あるのでしょうか。
　窪田　下痢が続いていても、食欲が
あれば基本的にはいつもと同じものに
戻していく。なるべく早く食事を元に
戻すのが今の考え方です。昔は少し我
慢させるとか、その日はうどんだけに
するとか、そういった指導がされてい
たのですが、もし食べられるのであれ
ば、消化のいいものをどんどん食べさ
せたほうがいいといわれています。や
はり体力が落ちていくものですから、
あまり制限しないほうがいい。そのほ
うが病気の治りが早くなるといわれて
います。
　池田　でも、いきなり固形のものは
厳しいと思うのですが、欧米ではどの
ように考えられていますか。
　窪田　これがちょっと日本人と違う
ところで、2003年に出た欧米のCDCの
ガイドラインだと、食べられるように
なったら、油分も制限せずに、何でも
食べさせなさい、固形物を食べさせな
さいと書いてあるのです。ちょっと日
本人の考え方とずれているな、と私は
今でも思っていまして、やはり日本人
はおかゆとか、リンゴをすりおろした

ものとか、そういうものから始めたほ
うがいいと思っています。
　池田　欧米の考えですと、いきなり
例えばピザとかハンバーガーとか、あ
あいうものにいくのですね。
　窪田　そうですね。
　池田　ちょっと考えづらいですね。
　窪田　日本人には合わないと思いま
す。
　池田　嘔吐・下痢が治りつつあると、
全がゆなどから始めて、手術後の食事
の開始みたいなかたちになるのかと思
っていたのですが、随分違うものなの
ですね。
　窪田　やはり日本人はおかゆからい
ったほうがいいのではないかと思いま
す。おかゆというのは素晴らしいもの
で、梅干しをはじめとして、何らかの
味つけが入るし、塩分もあり、水分も
あり、ちょっとドロッとしているので、
逆流しにくいこともあります。素晴ら
しい食品だと思います。リンゴをする
のも、そういった一手間が食物繊維を
細かくして消化しやすくしてくれてい
ますし、昔の日本人のやっていた、下
痢しているとき、おなかをこわしてい
るときの食事は、非常に重要ではない
かと思っています。
　池田　そういった伝統のところに急
にハンバーガーを食べさせるとはご両
親とかご家族が半信半疑になってしま
って、その雰囲気がお子さんにも伝わ
ってしまうのではと思うのですが。

ドクターサロン62巻11月号（10 . 2018） （841）  4140 （840） ドクターサロン62巻11月号（10 . 2018）

1811本文.indd   40-41 2018/10/26   10:21



　窪田　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　そうすると、お子さんが緊張
してしまってという悪循環かなと思い
ます。一方、日本ではガイドラインは
出ているのでしょうか。
　窪田　実は日本でも2017年、小児の
急性胃腸炎の診療ガイドラインが出ま
して、どのように水分を与えればいい
のかとか、特に経口補水に関しては細
かく記載されています。
　池田　それがさっき先生がおっしゃ
ったお話ですね。
　窪田　少量を頻回にいくとか、昔は
少しでも脱水があると、すぐ点滴とい

う方向に流れていたと思うのですが、
押さえ込んで点滴をするのは子どもさ
んもかわいそうですし、時間もかかり
ます。それよりは、子どもさんに納得
していただいて、しっかりと自分の口
から飲める範囲で飲み始めてもらうこ
とにメリットがあると考えられていま
す。
　池田　昔はとにかく点滴でしたね。
　窪田　そうですね。
　池田　お子さんにはかなり精神的な
プレッシャーもあったでしょうね。
　窪田　もっと昔はお尻に大きな注射、
５％ブドウ糖を皮下注する、大量皮下
注をしていた時代があったと思うので

す。昭和の時代はそうだったと思うの
ですが、今はもちろんそんなことはや
っていません。点滴もお子さんにとっ
てはかなりストレスですので、やはり
経口補水が、今注目されていると思い
ます。
　池田　2017年の日本のガイドライン
には、ある程度嘔吐が終わった後、ど
ういった食事をしていくとは具体的に
書いてあるのでしょうか。
　窪田　急性期のことはきちっと書い
てあるのですが、治るときにどうする
かに関しては細かくは書いていません。
今私が申し上げましたように、なるべ
く早く普通の食事に戻していくことは
記載されていますし、また、薄いミル
クにする必要はないことも記載されて
います。
　池田　例えば日本は昔から農耕民族
ですし、欧米のほうはどちらかという
と狩猟民族ですよね。文化の違いとか、
あるいは人種差、そういった違いも考
えながら対応していくということです
ね。
　窪田　もちろんそうだと思います。

日本人には日本人に合ったやり方があ
ると思います。やはり一手間をかけて、
同じ食材でも調理法によって消化がよ
くなったり悪くなったりするわけです。
そういうところを考えてやっていくの
が大事かと思っています。例えば、卵
もゆで卵にすると消化が悪いのですが、
半熟卵にすると消化がいいわけです
（表２）。そういう調理法の違いもあり
ますし、そういった細かいところは昔
の日本のお母さん、おばあちゃんがや
っていたことが正しいのではないかな
と思っています。
　池田　そこが日本独自のことですね。
優しさが伝わるような食事の開始の仕
方ですね。
　窪田　そう思います。
　池田　それを考えてあげないと、こ
んなことが何回も続くと、子どもさん
もトラウマになってしまいますね。
　窪田　そうなのです。点滴のトラウ
マというのはかなり大きくて、本当に
必要なときだけ点滴をするように考え
るのがいいと思っています。
　池田　ありがとうございました。

表２　消化の良いものと消化の悪いもの

消化の良いもの 消化の悪いもの

穀類 お粥・くず湯・よく煮たうどん 赤飯・寿司・そば・ラーメン

芋類 じゃがいも・長いも さつまいも・こんにゃく・しらたき

豆類 豆腐・高野豆腐・きな粉・柔らかく煮た豆 固い豆・納豆・おから・がんも・油揚げ

卵類 半熟卵・卵豆腐 固ゆで卵・目玉焼き・生卵・すじこ

魚介類 鯛・ひらめ・かれい・あじ
いわし・まぐろ・さんま・さば・
うなぎ・いか・たこ・貝類

肉類 脂の少ないヒレ肉・鶏ささみ・子牛肉
脂の多い豚肉・ハム・ベーコン・
ソーセージ

野菜類 人参・かぶ・大根・ほうれん草・キャベツ
たけのこ・ごぼう・れんこん・ふき・
うど・にら・セロリ

果物 バナナ・りんご・白桃・果物の缶詰
みかん・梨・いちご・レーズン・
キウイフルーツ・すいか

飲み物 牛乳・薄い紅茶・麦茶・イオン飲料 コーラ・サイダー・コーヒー

菓子類 ゼリー・ボーロ・ウエハース・カステラ ドーナツ・かりんとう・ケーキ

（「小林昭夫：下痢症と食事．小児科臨床 57、2555～2560、2004」より一部改変）
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　窪田　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　そうすると、お子さんが緊張
してしまってという悪循環かなと思い
ます。一方、日本ではガイドラインは
出ているのでしょうか。
　窪田　実は日本でも2017年、小児の
急性胃腸炎の診療ガイドラインが出ま
して、どのように水分を与えればいい
のかとか、特に経口補水に関しては細
かく記載されています。
　池田　それがさっき先生がおっしゃ
ったお話ですね。
　窪田　少量を頻回にいくとか、昔は
少しでも脱水があると、すぐ点滴とい

う方向に流れていたと思うのですが、
押さえ込んで点滴をするのは子どもさ
んもかわいそうですし、時間もかかり
ます。それよりは、子どもさんに納得
していただいて、しっかりと自分の口
から飲める範囲で飲み始めてもらうこ
とにメリットがあると考えられていま
す。
　池田　昔はとにかく点滴でしたね。
　窪田　そうですね。
　池田　お子さんにはかなり精神的な
プレッシャーもあったでしょうね。
　窪田　もっと昔はお尻に大きな注射、
５％ブドウ糖を皮下注する、大量皮下
注をしていた時代があったと思うので

す。昭和の時代はそうだったと思うの
ですが、今はもちろんそんなことはや
っていません。点滴もお子さんにとっ
てはかなりストレスですので、やはり
経口補水が、今注目されていると思い
ます。
　池田　2017年の日本のガイドライン
には、ある程度嘔吐が終わった後、ど
ういった食事をしていくとは具体的に
書いてあるのでしょうか。
　窪田　急性期のことはきちっと書い
てあるのですが、治るときにどうする
かに関しては細かくは書いていません。
今私が申し上げましたように、なるべ
く早く普通の食事に戻していくことは
記載されていますし、また、薄いミル
クにする必要はないことも記載されて
います。
　池田　例えば日本は昔から農耕民族
ですし、欧米のほうはどちらかという
と狩猟民族ですよね。文化の違いとか、
あるいは人種差、そういった違いも考
えながら対応していくということです
ね。
　窪田　もちろんそうだと思います。

日本人には日本人に合ったやり方があ
ると思います。やはり一手間をかけて、
同じ食材でも調理法によって消化がよ
くなったり悪くなったりするわけです。
そういうところを考えてやっていくの
が大事かと思っています。例えば、卵
もゆで卵にすると消化が悪いのですが、
半熟卵にすると消化がいいわけです
（表２）。そういう調理法の違いもあり
ますし、そういった細かいところは昔
の日本のお母さん、おばあちゃんがや
っていたことが正しいのではないかな
と思っています。
　池田　そこが日本独自のことですね。
優しさが伝わるような食事の開始の仕
方ですね。
　窪田　そう思います。
　池田　それを考えてあげないと、こ
んなことが何回も続くと、子どもさん
もトラウマになってしまいますね。
　窪田　そうなのです。点滴のトラウ
マというのはかなり大きくて、本当に
必要なときだけ点滴をするように考え
るのがいいと思っています。
　池田　ありがとうございました。

表２　消化の良いものと消化の悪いもの

消化の良いもの 消化の悪いもの

穀類 お粥・くず湯・よく煮たうどん 赤飯・寿司・そば・ラーメン

芋類 じゃがいも・長いも さつまいも・こんにゃく・しらたき

豆類 豆腐・高野豆腐・きな粉・柔らかく煮た豆 固い豆・納豆・おから・がんも・油揚げ

卵類 半熟卵・卵豆腐 固ゆで卵・目玉焼き・生卵・すじこ

魚介類 鯛・ひらめ・かれい・あじ
いわし・まぐろ・さんま・さば・
うなぎ・いか・たこ・貝類

肉類 脂の少ないヒレ肉・鶏ささみ・子牛肉
脂の多い豚肉・ハム・ベーコン・
ソーセージ

野菜類 人参・かぶ・大根・ほうれん草・キャベツ
たけのこ・ごぼう・れんこん・ふき・
うど・にら・セロリ

果物 バナナ・りんご・白桃・果物の缶詰
みかん・梨・いちご・レーズン・
キウイフルーツ・すいか

飲み物 牛乳・薄い紅茶・麦茶・イオン飲料 コーラ・サイダー・コーヒー

菓子類 ゼリー・ボーロ・ウエハース・カステラ ドーナツ・かりんとう・ケーキ

（「小林昭夫：下痢症と食事．小児科臨床 57、2555～2560、2004」より一部改変）
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