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東京大学医学部附属病院小児外科講師
鈴　木　　完

（聞き手　大西　真）

小児疾患における栄養療法

　大西　鈴木先生、小児疾患における
栄養療法ということでお話をうかがい
ます。
　まず初めに小児期の食生活、食習慣
ですか、小児の発達段階に応じていろ
いろあるかと思いますが、そのあたり
から教えていただけますか。
　鈴木　小児期の食生活は、新生児、
乳児、幼児、学童期、思春期に応じて
必要な栄養を適切に供給することで小
児の健常な成長、発達を促進するため
に重要な要素です。胎児や新生児が重
篤な栄養障害に陥ると中枢神経系の機
能障害を起こすことがありまして、そ
の影響は知的発達、社会的行動の面に
おける発達が障害され、神経発達障害
など一生涯を通じて問題となる影響を
残す可能性があります。また、幼児期
からの生活習慣は、学童期はもちろん、
成人になっても影響することが多く、
特に食生活の問題は肥満や２型糖尿病、
あるいは動脈硬化や高血圧などの生活
習慣病に大きく影響するともいわれて
います。

　乳児期の体脂肪率は高く、その後、
一時的に低下するのですが、３～５歳
でまた上昇する、こういったような状
況をadiposity reboundといいますが、
これが早期に起こると将来の肥満のリ
スクが高くなる傾向があることが知ら
れています。
　大西　将来どんな病気にかかりやす
いかとか、そういったことにも小さい
ころの栄養状態がかなり密接に関係し
ていると考えてよいのでしょうか。
　鈴木　将来の健康や特定の病気への
かかりやすさは、胎児期や生後早期の
環境の影響を強く受けて決定されると
いうDOHaD仮説というものが提唱さ
れています。動物実験では胎児が低栄
養環境にさらされると、胎児の脂質代
謝遺伝子にエピジェネティックな化学
修飾が施されず、その結果、遺伝子が
抑制されず異常な発現をしてしまうた
め、肥満や生活習慣病の体質が獲得さ
れることが明らかになっています。
　大西　それでは次に栄養の評価方法、
いろいろなものが知られていると思う

のですが、そのあたりの現状をご紹介
いただけますか。
　鈴木　小児にとって良好な栄養状態
は正常な成長が得られていることで示
されます。なので、小児の成長の経過
を重視して、１点のみでの評価ではい
けません。また、単一の指標のみでは
なくて、総合的な評価が必要になりま
す。母子手帳では身長や体重の成長曲
線がありますが、経時的な曲線に沿っ
ているのか、標準から外れてきていな
いかが重要です。また、小児外科医は
そのほかの指標、例えば頭囲、胸囲、腹
囲、上腕周囲長、上腕三頭筋部皮下脂
肪厚、ふくらはぎ周囲長などを、実際
に測定はしていないのですが、頭が大
きいとか小さい、手足が細い、おなか
だけ出ている、肋骨が浮いているなど、
総合的に評価していることが多いです。
　小児の栄養評価の指標としては、日
本では３カ月～６歳ぐらいはカウプ指
数といわれるもの、７～12歳の小学校
の時期はローレル指数といわれるもの、
思春期以降ではBMI、これはカウプ指
数と一緒で判定基準が異なるだけです
が、そういったものが使用されます。
これは成長に応じて体型が変化するの
で、基礎代謝に比例する体表面積の相
似式が違うために複雑な感じになって
いるのです。
　また、小児の栄養評価として体重の
増加の遅れを栄養欠乏の重症度として、
身長の伸びの遅れを栄養欠乏の期間と

して、２項目で一元的にとらえるwater-
low分類というものがあります。しか
し、ここで使われている平均身長、体
重の基礎データは40年以上前の欧米の
子どものデータでして、そのまま使用
するのは評価を不確実にするといわれ
ています。
　一方で2006年にWHOから新たな小
児栄養障害の基準が発表されていて、
ブラジル、ガーナ、インド、ノルウェ
ー、オマーン、米国の６カ国、計１万
2,000人以上から抽出した健康な子ども
のデータをもととする小児基準値と比
較して、平均からどれだけ離れている
かをZスコアというもので表していま
す。Zスコアがマイナス２未満が有意
とされていて、これを臨床のアウトカ
ムと比較すると、Zスコアがマイナス
２未満であると入院率、治療期間、死
亡率などが有意に高いことが示されて
います。ただ、日本ではまだそれほど
一般的にはなっていません。
　ほかにもいろいろな評価方法が研究
されているのですが、結局１つでは十
分な評価方法はなく、個々の子どもに
ついて個別に総合評価を行うことが最
も妥当な方法と考えられています。
　大西　次に脱水についてうかがいま
す。小児は体組成に対する水分量が多
いと聞いているのですが、簡単に脱水
になりやすいなどがあるのですね。そ
のあたりを教えてください。
　鈴木　小児は成人より体組成に対す
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小児疾患における栄養療法

　大西　鈴木先生、小児疾患における
栄養療法ということでお話をうかがい
ます。
　まず初めに小児期の食生活、食習慣
ですか、小児の発達段階に応じていろ
いろあるかと思いますが、そのあたり
から教えていただけますか。
　鈴木　小児期の食生活は、新生児、
乳児、幼児、学童期、思春期に応じて
必要な栄養を適切に供給することで小
児の健常な成長、発達を促進するため
に重要な要素です。胎児や新生児が重
篤な栄養障害に陥ると中枢神経系の機
能障害を起こすことがありまして、そ
の影響は知的発達、社会的行動の面に
おける発達が障害され、神経発達障害
など一生涯を通じて問題となる影響を
残す可能性があります。また、幼児期
からの生活習慣は、学童期はもちろん、
成人になっても影響することが多く、
特に食生活の問題は肥満や２型糖尿病、
あるいは動脈硬化や高血圧などの生活
習慣病に大きく影響するともいわれて
います。

　乳児期の体脂肪率は高く、その後、
一時的に低下するのですが、３～５歳
でまた上昇する、こういったような状
況をadiposity reboundといいますが、
これが早期に起こると将来の肥満のリ
スクが高くなる傾向があることが知ら
れています。
　大西　将来どんな病気にかかりやす
いかとか、そういったことにも小さい
ころの栄養状態がかなり密接に関係し
ていると考えてよいのでしょうか。
　鈴木　将来の健康や特定の病気への
かかりやすさは、胎児期や生後早期の
環境の影響を強く受けて決定されると
いうDOHaD仮説というものが提唱さ
れています。動物実験では胎児が低栄
養環境にさらされると、胎児の脂質代
謝遺伝子にエピジェネティックな化学
修飾が施されず、その結果、遺伝子が
抑制されず異常な発現をしてしまうた
め、肥満や生活習慣病の体質が獲得さ
れることが明らかになっています。
　大西　それでは次に栄養の評価方法、
いろいろなものが知られていると思う

のですが、そのあたりの現状をご紹介
いただけますか。
　鈴木　小児にとって良好な栄養状態
は正常な成長が得られていることで示
されます。なので、小児の成長の経過
を重視して、１点のみでの評価ではい
けません。また、単一の指標のみでは
なくて、総合的な評価が必要になりま
す。母子手帳では身長や体重の成長曲
線がありますが、経時的な曲線に沿っ
ているのか、標準から外れてきていな
いかが重要です。また、小児外科医は
そのほかの指標、例えば頭囲、胸囲、腹
囲、上腕周囲長、上腕三頭筋部皮下脂
肪厚、ふくらはぎ周囲長などを、実際
に測定はしていないのですが、頭が大
きいとか小さい、手足が細い、おなか
だけ出ている、肋骨が浮いているなど、
総合的に評価していることが多いです。
　小児の栄養評価の指標としては、日
本では３カ月～６歳ぐらいはカウプ指
数といわれるもの、７～12歳の小学校
の時期はローレル指数といわれるもの、
思春期以降ではBMI、これはカウプ指
数と一緒で判定基準が異なるだけです
が、そういったものが使用されます。
これは成長に応じて体型が変化するの
で、基礎代謝に比例する体表面積の相
似式が違うために複雑な感じになって
いるのです。
　また、小児の栄養評価として体重の
増加の遅れを栄養欠乏の重症度として、
身長の伸びの遅れを栄養欠乏の期間と

して、２項目で一元的にとらえるwater-
low分類というものがあります。しか
し、ここで使われている平均身長、体
重の基礎データは40年以上前の欧米の
子どものデータでして、そのまま使用
するのは評価を不確実にするといわれ
ています。
　一方で2006年にWHOから新たな小
児栄養障害の基準が発表されていて、
ブラジル、ガーナ、インド、ノルウェ
ー、オマーン、米国の６カ国、計１万
2,000人以上から抽出した健康な子ども
のデータをもととする小児基準値と比
較して、平均からどれだけ離れている
かをZスコアというもので表していま
す。Zスコアがマイナス２未満が有意
とされていて、これを臨床のアウトカ
ムと比較すると、Zスコアがマイナス
２未満であると入院率、治療期間、死
亡率などが有意に高いことが示されて
います。ただ、日本ではまだそれほど
一般的にはなっていません。
　ほかにもいろいろな評価方法が研究
されているのですが、結局１つでは十
分な評価方法はなく、個々の子どもに
ついて個別に総合評価を行うことが最
も妥当な方法と考えられています。
　大西　次に脱水についてうかがいま
す。小児は体組成に対する水分量が多
いと聞いているのですが、簡単に脱水
になりやすいなどがあるのですね。そ
のあたりを教えてください。
　鈴木　小児は成人より体組成に対す
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る水分量が多いと、今先生がおっしゃ
ったとおりなのですが、だいたい成人
だと細胞外液、細胞内液は20対40に対
し、乳児期は45対35といわれていて、
細胞外液の割合が高い。そのほか小児
は基礎代謝熱量および不感蒸泄量が成
人の約２～３倍と高いとか、体重当た
りの必要水分量が３～４倍になるとか、
腎機能も未熟で、そういったようなこ
とから脱水になりやすいといわれてい
ます。例えば、急性胃腸炎などで腹痛、
嘔吐、下痢、発熱に続いて起こる脱水
は進行すればショックに至る場合もあ
るので、患児の脱水の重症度を正しく
評価して適切に脱水補正をする必要が
あります。
　中等度以上の脱水では補液が必要と
なりますが、中等度以下の脱水と評価
される場合、最近は初期治療は経口補
水療法が優先されます。経口補水療法
とは急性胃腸炎の脱水予防もしくは補
正をするために経口補水液といわれる
ものを用いて、水分と電解質を経口も
しくは経鼻胃管で投与する方法になり
ます。
　大西　それでは次に新生児、乳児の
栄養療法の基礎についてうかがいたい
のですが、まず栄養の標準は母乳にな
るのでしょうか。
　鈴木　そうですね。母乳には蛋白質
が消化されやすいリパーゼが含まれて
いたり、長鎖多価不飽和脂肪酸やタウ
リンなどが含まれているという栄養面

でのメリット、それから分泌型IgAや
ラクトフェリン、マクロファージやT
リンパ球などが含まれるという免疫に
関連するメリット、感染症やアレルギ
ー疾患、乳幼児突然死症候群などの頻
度の減少につながるというメリット、
それから母子関係の確立などによる発
達面のメリットなどがあります。ただ、
母乳栄養で不足しがちなものがビタミ
ンKです。日本の新生児・乳児ビタミ
ンK欠乏性出血症に対するビタミンK
製剤投与のガイドラインというものが
ありまして、出生時と産科退院時、生
後１カ月の計３回のビタミンK製剤の
投与の推奨が明記されています。
　あと、新生児期で最も頻度が高い病
態に低血糖がありまして、重篤な神経
学的な後遺症を招くおそれがあるので
迅速な対応が必要になります。胎児期
にはお母さんからブドウ糖が供給され
るかたちになっていますが、出生時に
はそれがストップして、生後１時間で
血糖値は最低となり、その後３時間ま
でにグルカゴンの分泌で上昇・安定し
て、哺乳が開始されることで低血糖が
回避されます。ところが早産児や低出
生体重児ではそういったことがなかな
かうまくいかずに低血糖を起こしやす
いということもいわれています。
　大西　次に短腸症候群について教え
ていただけますか。
　鈴木　小腸の大量切除に伴う消化吸
収障害がある状態を短腸症候群といい

ます。原因としては、壊死性腸炎、ヒ
ルシュスプルング病、クローン病、多
発小腸閉鎖、絞扼性腸閉塞、腫瘍など
があり、目安としては残存小腸が約50
％以下になると発症するとされていま
す。短腸症候群は長期にわたる静脈栄
養のサポートを必要としますが、可能
なかぎり経腸栄養や経口栄養を併用す
ることが大切です。成長曲線を用いた
体重や身長の変化を経時的に評価して、
投与する栄養の量と種類を検討する必
要があります。患児のQOLを保ちなが
ら長期の栄養サポートを行うために、
在宅静脈栄養が有用で、年単位に長期
に行われることが多いです。在宅静脈
栄養の合併症としてはカテーテル関連
の感染症や腸管不全関連の肝障害があ
り、これらはいまだ管理困難な合併症
です。
　大西　最後に、微量元素やビタミン
の欠乏についてうかがいたいのですが。
　鈴木　微量元素、最近は微量ミネラ
ルといういい方もしますが、鉄より含
有量の少ない元素のことで、全部合わ
せても体重の0.2％程度のものです。日
本人の食事摂取基準2015年版では微量
元素として鉄、亜鉛、銅、マンガン、
ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン
の推奨量または目安量が示されていて、
１日に必要な摂取量を知ることができ
ます。
　2018年に日本臨床栄養学会から亜鉛
とセレンの欠乏症の診療指針が示され

ています。亜鉛欠乏の症状は多彩で、
乳児期は例えば口や肛門周囲の皮膚炎
などが生じやすく、貧血や体重増加不
良なども見られます。母乳栄養時で難
治性の皮膚炎が見られる場合には、低
亜鉛母乳による亜鉛欠乏を鑑別に挙げ
る必要があります。亜鉛投与で皮膚炎
は劇的に改善します。酢酸亜鉛水和物
が低亜鉛血症の疾患名で保険診療で処
方可能になっています。
　セレンの欠乏では爪の白色化が見ら
れることがあって、セレンを含有しな
い経腸栄養剤や特殊ミルク、治療用の
ミルクの長期使用、および透析や慢性
腎不全で欠乏症に陥ります。高カロリ
ー輸液用の微量元素製剤にはセレンが
含有されていませんので、セレンの補
充にはテゾンといったものや院内製剤
で対応していますが、亜セレン酸ナト
リウムという注射用製剤も販売されて
います。そのほか最近、ビタミンB1欠
乏症の報告が増えています。
　大西　小児の場合は年齢によってか
なりこまやかな対応、総合的な対応が
必要になることを非常に痛感しました。
最後に何か小児の栄養療法にあたって
注意すべきことはありますか。
　鈴木　やはり個々の小児によってい
ろいろ対応の仕方は変わってくると思
いますので、その子の疾患に合った栄
養療法を考えていかなければいけない
と思います。
　大西　ありがとうございました。
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る水分量が多いと、今先生がおっしゃ
ったとおりなのですが、だいたい成人
だと細胞外液、細胞内液は20対40に対
し、乳児期は45対35といわれていて、
細胞外液の割合が高い。そのほか小児
は基礎代謝熱量および不感蒸泄量が成
人の約２～３倍と高いとか、体重当た
りの必要水分量が３～４倍になるとか、
腎機能も未熟で、そういったようなこ
とから脱水になりやすいといわれてい
ます。例えば、急性胃腸炎などで腹痛、
嘔吐、下痢、発熱に続いて起こる脱水
は進行すればショックに至る場合もあ
るので、患児の脱水の重症度を正しく
評価して適切に脱水補正をする必要が
あります。
　中等度以上の脱水では補液が必要と
なりますが、中等度以下の脱水と評価
される場合、最近は初期治療は経口補
水療法が優先されます。経口補水療法
とは急性胃腸炎の脱水予防もしくは補
正をするために経口補水液といわれる
ものを用いて、水分と電解質を経口も
しくは経鼻胃管で投与する方法になり
ます。
　大西　それでは次に新生児、乳児の
栄養療法の基礎についてうかがいたい
のですが、まず栄養の標準は母乳にな
るのでしょうか。
　鈴木　そうですね。母乳には蛋白質
が消化されやすいリパーゼが含まれて
いたり、長鎖多価不飽和脂肪酸やタウ
リンなどが含まれているという栄養面

でのメリット、それから分泌型IgAや
ラクトフェリン、マクロファージやT
リンパ球などが含まれるという免疫に
関連するメリット、感染症やアレルギ
ー疾患、乳幼児突然死症候群などの頻
度の減少につながるというメリット、
それから母子関係の確立などによる発
達面のメリットなどがあります。ただ、
母乳栄養で不足しがちなものがビタミ
ンKです。日本の新生児・乳児ビタミ
ンK欠乏性出血症に対するビタミンK
製剤投与のガイドラインというものが
ありまして、出生時と産科退院時、生
後１カ月の計３回のビタミンK製剤の
投与の推奨が明記されています。
　あと、新生児期で最も頻度が高い病
態に低血糖がありまして、重篤な神経
学的な後遺症を招くおそれがあるので
迅速な対応が必要になります。胎児期
にはお母さんからブドウ糖が供給され
るかたちになっていますが、出生時に
はそれがストップして、生後１時間で
血糖値は最低となり、その後３時間ま
でにグルカゴンの分泌で上昇・安定し
て、哺乳が開始されることで低血糖が
回避されます。ところが早産児や低出
生体重児ではそういったことがなかな
かうまくいかずに低血糖を起こしやす
いということもいわれています。
　大西　次に短腸症候群について教え
ていただけますか。
　鈴木　小腸の大量切除に伴う消化吸
収障害がある状態を短腸症候群といい

ます。原因としては、壊死性腸炎、ヒ
ルシュスプルング病、クローン病、多
発小腸閉鎖、絞扼性腸閉塞、腫瘍など
があり、目安としては残存小腸が約50
％以下になると発症するとされていま
す。短腸症候群は長期にわたる静脈栄
養のサポートを必要としますが、可能
なかぎり経腸栄養や経口栄養を併用す
ることが大切です。成長曲線を用いた
体重や身長の変化を経時的に評価して、
投与する栄養の量と種類を検討する必
要があります。患児のQOLを保ちなが
ら長期の栄養サポートを行うために、
在宅静脈栄養が有用で、年単位に長期
に行われることが多いです。在宅静脈
栄養の合併症としてはカテーテル関連
の感染症や腸管不全関連の肝障害があ
り、これらはいまだ管理困難な合併症
です。
　大西　最後に、微量元素やビタミン
の欠乏についてうかがいたいのですが。
　鈴木　微量元素、最近は微量ミネラ
ルといういい方もしますが、鉄より含
有量の少ない元素のことで、全部合わ
せても体重の0.2％程度のものです。日
本人の食事摂取基準2015年版では微量
元素として鉄、亜鉛、銅、マンガン、
ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン
の推奨量または目安量が示されていて、
１日に必要な摂取量を知ることができ
ます。
　2018年に日本臨床栄養学会から亜鉛
とセレンの欠乏症の診療指針が示され

ています。亜鉛欠乏の症状は多彩で、
乳児期は例えば口や肛門周囲の皮膚炎
などが生じやすく、貧血や体重増加不
良なども見られます。母乳栄養時で難
治性の皮膚炎が見られる場合には、低
亜鉛母乳による亜鉛欠乏を鑑別に挙げ
る必要があります。亜鉛投与で皮膚炎
は劇的に改善します。酢酸亜鉛水和物
が低亜鉛血症の疾患名で保険診療で処
方可能になっています。
　セレンの欠乏では爪の白色化が見ら
れることがあって、セレンを含有しな
い経腸栄養剤や特殊ミルク、治療用の
ミルクの長期使用、および透析や慢性
腎不全で欠乏症に陥ります。高カロリ
ー輸液用の微量元素製剤にはセレンが
含有されていませんので、セレンの補
充にはテゾンといったものや院内製剤
で対応していますが、亜セレン酸ナト
リウムという注射用製剤も販売されて
います。そのほか最近、ビタミンB1欠
乏症の報告が増えています。
　大西　小児の場合は年齢によってか
なりこまやかな対応、総合的な対応が
必要になることを非常に痛感しました。
最後に何か小児の栄養療法にあたって
注意すべきことはありますか。
　鈴木　やはり個々の小児によってい
ろいろ対応の仕方は変わってくると思
いますので、その子の疾患に合った栄
養療法を考えていかなければいけない
と思います。
　大西　ありがとうございました。
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