
昭和大学小児科学講座主任教授
水　野　克　己

（聞き手　池脇克則）

　乳児にすすめる離乳食（補完食）はどのような栄養素の補充を考えればよい
でしょうか。その他注意点がありましたらご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

栄養素補充からみた離乳食

　池脇　離乳食は母乳あるいは育児用
のミルクから、自分でかむ食事に移行
するための一時的なものであって、逆
に言うと母乳や育児用ミルクにはすべ
ての栄養素がそろっているものだと思
っていたのですが、離乳食イコール補
完食ということで、むしろ栄養素を補
充するものなのですね。
　水野　人は哺乳動物ですので、赤ち
ゃんを産んだお母さんの母乳で育つの
が一般的な栄養になります。ただ、そ
れでは主に鉄分、亜鉛、蛋白質が６カ
月ぐらいになると足りなくなってくる
ので、補完食というように母乳で不足
する栄養素を補完するのです。
　日本では、2,500g未満で生まれる赤
ちゃんも10％ぐらいいますし、妊娠37
週、38週ぐらいで生まれてくるお子さ
んもいます。このような赤ちゃんたち

は胎児期に十分な鉄をもらわずに生ま
れてきます。また、お母さんに妊娠糖
尿病があると、やはり鉄を十分にもら
わずに生まれてくることもあり、結果
として、生後４カ月ぐらいで鉄が足り
なくなってきます。鉄欠乏性貧血まで
は至らなくても、鉄欠乏状態になって
くるお子さんが出てきます。つまり、
妊娠中に十分な鉄分をお母さんからも
らえなかった赤ちゃんは、生後４～５
カ月ぐらいには鉄がそろそろ限界にな
ると予測して、生後５カ月ぐらいから
鉄を含む食材を食べられるように準備
をしていただくとよいと思います。
　池脇　高齢者で亜鉛欠乏は聞きます
が、赤ん坊でも鉄、亜鉛欠乏になるの
ですか。
　水野　そうですね。不足するものと
しては、鉄が代表的ですが、発展途上

国とか、なかなか十分な食事が取れな
いところでは亜鉛欠乏なども起きます。
　お母さん方によくお話しさせていた
だくこととして、生後５カ月から離乳
食を食べさせるためにはどうしたらい
いかということがあります。今、母乳
で育てているお母さん方においては離
乳食を食べないという悩みも多いもの
です。赤ちゃんが食べ物を嫌がるため
にお母さんが食事のときに食べさせよ
う、食べさせようと赤ちゃんと闘いに
なっている。そうするとよけいに食べ
ないですね。赤ちゃんは基本的に食べ
させようと無理やり食べ物を口の中に
入れられると、嫌がってよけいに泣い
てしまう。
　では、どうすればいいかということ
なのです。以前は多くの人数で食卓を
囲むのが一般的だったと思うのですが、
今はお母さんと２人だけということが
都市部は普通になっています。そうす
ると、赤ちゃんのときから大人や家族
が食べるところを見ずに育っていきま
す。生後５～６カ月になるとお母さん
に、前に座ってスプーンで口の中に食
べ物を入れられる。大人が食べている
場面を経験せずに、いきなり食べさせ
られると、それはなかなか受け入れる
ことができません。
　池脇　赤ん坊とはいっても、大人が
食べるという視覚の刺激は大事なので
すね。
　水野　おっしゃるとおりで、以前、

私も千葉大学の先生たちと研究したこ
とがあるのですが、NIRSという脳の
血流を見るものをつけながら、お母さ
んが食事をしているところを見てもら
う。そうすると、だいたい生後２～３
カ月ぐらいから反応してくるのです。
お母さんが本を読んでいたりするとこ
ろではなくて、食事をしているところ
を見ると反応してくる。ですから、お
母さん方によくお話をするのは、生後
２～３カ月ぐらいになったら、家族で
食べるときには必ず赤ちゃんをそばに
置いて、テレビやスマホはせずに、楽
しくお話をしながら、「おいしいね」
と笑いながらごはんを食べるところを
見せてくださいと。それを続けていく
と、だいたい４～５カ月ぐらいになる
と、食べているのを見ると、赤ちゃん
は口を開けてよだれを垂らして、「食
べたい」と意思表示をしてきます。
　池脇　離乳食が始まるのは５カ月前
後だとしても、その準備は数カ月前か
ら始めなければいけないのですね。
　水野　そうなのです。それをぜひお
母さん方に知っていただきたいと思っ
ています。
　池脇　まず赤ちゃんが口に含んでく
れないことには始まらないですものね。
　水野　そのとおりです。先ほどお話
ししましたように、５～６カ月ぐらい
になると、母乳だけでは鉄分、亜鉛、
蛋白質が足りなくなります。
　もう一つ、お母さん方がよく心配さ
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は至らなくても、鉄欠乏状態になって
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いところでは亜鉛欠乏なども起きます。
　お母さん方によくお話しさせていた
だくこととして、生後５カ月から離乳
食を食べさせるためにはどうしたらい
いかということがあります。今、母乳
で育てているお母さん方においては離
乳食を食べないという悩みも多いもの
です。赤ちゃんが食べ物を嫌がるため
にお母さんが食事のときに食べさせよ
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お母さんが本を読んでいたりするとこ
ろではなくて、食事をしているところ
を見ると反応してくる。ですから、お
母さん方によくお話をするのは、生後
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食べるときには必ず赤ちゃんをそばに
置いて、テレビやスマホはせずに、楽
しくお話をしながら、「おいしいね」
と笑いながらごはんを食べるところを
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と、だいたい４～５カ月ぐらいになる
と、食べているのを見ると、赤ちゃん
は口を開けてよだれを垂らして、「食
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後だとしても、その準備は数カ月前か
ら始めなければいけないのですね。
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れることに食物アレルギーがあります。
怖がってなかなか鶏卵をあげられない
とか、いろいろな食材をあげるのが怖
いという方がいます。最近、いろいろ
な研究の結果、比較的早い時期からあ
げたほうがいいとわかってきました。
　ただ、早すぎてもよくないのです。
やはり離乳食を始めるのに一番いい時
期は５～６カ月ぐらい。それより遅く
てもいけないし、早くてもいけない。
生後５～６カ月ぐらいから鶏卵なども
あげると鶏卵アレルギーが起きにくい
ことがいろいろな研究結果で出ていま
す。生後５～６カ月は赤ちゃんが大人
が食べているのを見ていると食べたく
なる、自分から食べたくなる時期、そ
していろいろな栄養素が必要になる時
期、そしてアレルギーも一番起きにく
い時期ということを理解していただい
て、周りのお母さん方にお伝えいただ
くとよいと思います。
　池脇　ビタミンに関してはどうでし
ょうか。
　水野　特に赤ちゃんで問題となって
いるのはビタミンDで、アメリカ小児
科学会などは毎日ビタミンDを400単
位足しなさいと言っていますが、日本
ではなかなかその辺が進んでいません。
特にお母さん方は日に当たることを心
配されるので、皮膚で作られるビタミ
ンDが少なくなってきます。その分、
食物から摂取することが必要になりま
す。ビタミンDが多い食材としてはシ

ラス干しやサケ、サンマ、カレイ、ヒ
ラメ、卵黄、そして干しシイタケなど
のキノコ類、こういったものにはビタ
ミンDが多く含まれていますので、ぜ
ひお母さん方もこのようなビタミンD
を多く含む食材もあげながら、適度に
日に当たるということにも気をつけて
いただきたいと思います。ビタミンD
は免疫を高めるといいますか、感染予
防のうえでも非常に大事なビタミンで
すので、そのあたりもよろしくお願い
します。
　池脇　お母さんがそろそろ離乳食を
始めようといったときのday１は、一
般的には麦茶や水、おかゆという感じ
がするのですが、始め方はどうなので
しょう。
　水野　始め方は10倍がゆでよいと思
います。母乳がよく出る方であれば、
母乳を搾って、カボチャなどを加熱し
たものをつぶし、そこに母乳を入れて
も構わないと思います。先ほど申しま
したように、あげる目的は鉄、亜鉛、
蛋白質ですので、アメリカ小児科学会
などは最初から赤身の肉を与えるよう
に書いてあります。日本ですぐそれを
倣う必要はないと思いますが、鉄を早
くあげたいお子さんの場合には、でき
るだけ早くに赤身の肉や卵黄などに持
っていけるように、早くから食べる準
備を進めていくことが大事になると思
います。
　池脇　一歩一歩ゆっくり進むという

考え方も大事かもしれませんが、離乳
食が始まる時点で赤ん坊は鉄がちょっ
と不足しているから、不足しているも
のを早めに与えるという意味では、肉
に関してもそれなりの方法で与えても
よいのですね。
　水野　ピューレにしてあげるのもよ
いですね。肉の調理方法はいろいろ本
に書いてありますので、参考にしてい
ただくとよいでしょう。
　日本の離乳食の進め方は、10倍がゆ、
その後に野菜、それから豆腐、白身魚
と、だいたい赤身の肉が入るまで１カ
月ぐらいかかります。40週で３㎏以上
で生まれて、母乳ですくすく育ってい
るような赤ちゃんの場合は６カ月から
始めても大きな問題はありません。た
だ、先ほどお話ししたように、鉄の貯
えが少ないと予測される赤ちゃんには、
早めに赤身の肉、卵黄といった鉄分の
多い食材をあげたい。そのためには、
５カ月に入ったぐらいから10倍がゆか
ら始めて、赤身の肉までできるだけ早
く持っていくことが重要です。
　池脇　いろいろケースがあると思い
ますが、最初の準備がなかなかできず、
親御さんとしたら食べてほしいのに、
なかなか食べてくれない、どうしよう
と、そういう質問は多くないでしょう
か。
　水野　９～10カ月健診でも、食べて
くれないがどうしたらよいかといった
相談はよくあります。私は基本的に食

べるのは楽しいということを伝えまし
ょうと答えています。食べたいという
気持ちが出ないのに、無理やりあげる
と逆効果になります。今はコロナ禍で
できませんが、以前は、ママ友とか、
あとは親戚、いとこ等できるだけ多く
の人たちが集まって、みんなで笑いな
がらおいしく食べる。そういう環境に
できるだけ置いてあげる。あとは、お
母さんのお皿から取り分けてあげると
食べることもあります。お母さんが食
べているものはおいしそうなものとだ
いたい思います。
　池脇　そのあたりもちゃんと赤ちゃ
んは見ているのですね。
　水野　赤ちゃんはよくわかっていま
す。ですから、スプーンを嫌がったら、
別にとろっとしたものであればお母さ
んの指であげてもいいのです。手をき
れいにしてから、指に乗せて口に入れ
てあげる。あとは、８～９カ月ぐらい
になってきたら、赤ちゃんが自分の手
で食べれるようなものを作って、お母
さんもお父さんにも、大皿に置いた手
づかみできるものを実際に手で食べて
もらう。そういうところを見せていく
と、赤ちゃんも自分で手を伸ばし、つ
まんで、そのうち自分で食べるように
なる。そうやって自分で食べることを
楽しいと思うようになってくれれば、
離乳食はどんどん進んでいきます。
　池脇　お母さんも一回一回作るのは
けっこうたいへんでしょうから、作り

ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022） （343）  2322 （342） ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022）

2206_HONBUN.indd   22-232206_HONBUN.indd   22-23 2022/05/11   11:442022/05/11   11:44



れることに食物アレルギーがあります。
怖がってなかなか鶏卵をあげられない
とか、いろいろな食材をあげるのが怖
いという方がいます。最近、いろいろ
な研究の結果、比較的早い時期からあ
げたほうがいいとわかってきました。
　ただ、早すぎてもよくないのです。
やはり離乳食を始めるのに一番いい時
期は５～６カ月ぐらい。それより遅く
てもいけないし、早くてもいけない。
生後５～６カ月ぐらいから鶏卵なども
あげると鶏卵アレルギーが起きにくい
ことがいろいろな研究結果で出ていま
す。生後５～６カ月は赤ちゃんが大人
が食べているのを見ていると食べたく
なる、自分から食べたくなる時期、そ
していろいろな栄養素が必要になる時
期、そしてアレルギーも一番起きにく
い時期ということを理解していただい
て、周りのお母さん方にお伝えいただ
くとよいと思います。
　池脇　ビタミンに関してはどうでし
ょうか。
　水野　特に赤ちゃんで問題となって
いるのはビタミンDで、アメリカ小児
科学会などは毎日ビタミンDを400単
位足しなさいと言っていますが、日本
ではなかなかその辺が進んでいません。
特にお母さん方は日に当たることを心
配されるので、皮膚で作られるビタミ
ンDが少なくなってきます。その分、
食物から摂取することが必要になりま
す。ビタミンDが多い食材としてはシ

ラス干しやサケ、サンマ、カレイ、ヒ
ラメ、卵黄、そして干しシイタケなど
のキノコ類、こういったものにはビタ
ミンDが多く含まれていますので、ぜ
ひお母さん方もこのようなビタミンD
を多く含む食材もあげながら、適度に
日に当たるということにも気をつけて
いただきたいと思います。ビタミンD
は免疫を高めるといいますか、感染予
防のうえでも非常に大事なビタミンで
すので、そのあたりもよろしくお願い
します。
　池脇　お母さんがそろそろ離乳食を
始めようといったときのday１は、一
般的には麦茶や水、おかゆという感じ
がするのですが、始め方はどうなので
しょう。
　水野　始め方は10倍がゆでよいと思
います。母乳がよく出る方であれば、
母乳を搾って、カボチャなどを加熱し
たものをつぶし、そこに母乳を入れて
も構わないと思います。先ほど申しま
したように、あげる目的は鉄、亜鉛、
蛋白質ですので、アメリカ小児科学会
などは最初から赤身の肉を与えるよう
に書いてあります。日本ですぐそれを
倣う必要はないと思いますが、鉄を早
くあげたいお子さんの場合には、でき
るだけ早くに赤身の肉や卵黄などに持
っていけるように、早くから食べる準
備を進めていくことが大事になると思
います。
　池脇　一歩一歩ゆっくり進むという

考え方も大事かもしれませんが、離乳
食が始まる時点で赤ん坊は鉄がちょっ
と不足しているから、不足しているも
のを早めに与えるという意味では、肉
に関してもそれなりの方法で与えても
よいのですね。
　水野　ピューレにしてあげるのもよ
いですね。肉の調理方法はいろいろ本
に書いてありますので、参考にしてい
ただくとよいでしょう。
　日本の離乳食の進め方は、10倍がゆ、
その後に野菜、それから豆腐、白身魚
と、だいたい赤身の肉が入るまで１カ
月ぐらいかかります。40週で３㎏以上
で生まれて、母乳ですくすく育ってい
るような赤ちゃんの場合は６カ月から
始めても大きな問題はありません。た
だ、先ほどお話ししたように、鉄の貯
えが少ないと予測される赤ちゃんには、
早めに赤身の肉、卵黄といった鉄分の
多い食材をあげたい。そのためには、
５カ月に入ったぐらいから10倍がゆか
ら始めて、赤身の肉までできるだけ早
く持っていくことが重要です。
　池脇　いろいろケースがあると思い
ますが、最初の準備がなかなかできず、
親御さんとしたら食べてほしいのに、
なかなか食べてくれない、どうしよう
と、そういう質問は多くないでしょう
か。
　水野　９～10カ月健診でも、食べて
くれないがどうしたらよいかといった
相談はよくあります。私は基本的に食

べるのは楽しいということを伝えまし
ょうと答えています。食べたいという
気持ちが出ないのに、無理やりあげる
と逆効果になります。今はコロナ禍で
できませんが、以前は、ママ友とか、
あとは親戚、いとこ等できるだけ多く
の人たちが集まって、みんなで笑いな
がらおいしく食べる。そういう環境に
できるだけ置いてあげる。あとは、お
母さんのお皿から取り分けてあげると
食べることもあります。お母さんが食
べているものはおいしそうなものとだ
いたい思います。
　池脇　そのあたりもちゃんと赤ちゃ
んは見ているのですね。
　水野　赤ちゃんはよくわかっていま
す。ですから、スプーンを嫌がったら、
別にとろっとしたものであればお母さ
んの指であげてもいいのです。手をき
れいにしてから、指に乗せて口に入れ
てあげる。あとは、８～９カ月ぐらい
になってきたら、赤ちゃんが自分の手
で食べれるようなものを作って、お母
さんもお父さんにも、大皿に置いた手
づかみできるものを実際に手で食べて
もらう。そういうところを見せていく
と、赤ちゃんも自分で手を伸ばし、つ
まんで、そのうち自分で食べるように
なる。そうやって自分で食べることを
楽しいと思うようになってくれれば、
離乳食はどんどん進んでいきます。
　池脇　お母さんも一回一回作るのは
けっこうたいへんでしょうから、作り
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置きして、冷凍して、それを食べると
きに、再加熱するのも大事なのでしょ
うか。
　水野　大事ですね。特に夏場などは

いろいろな食中毒のもとにもなります
ので、気をつけていただいたほうがい
いと思います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系（消化器内科）教授
土　屋　輝一郎

（聞き手　山内俊一）

　小児の潰瘍性大腸炎の成人への移行（トランディション）についてご教示く
ださい。
 ＜東京都勤務医＞

小児の潰瘍性大腸炎

　山内　子どもの潰瘍性大腸炎はまれ
な疾患という印象がありますが、いか
がでしょうか。
　土屋　10年ほど前までは数の少ない
病気でしたが、最近、大人も含めまし
て患者さんが非常に増えています。そ
れに合わせて小児も、それから高齢者
も増えているという状況ですので、決
して珍しい病気ではなくなってきたと
感じています。
　山内　子どもといいますと、何歳ぐ
らいから出てくるものでしょうか。
　土屋　だいたい10代から発症すると
いわれていますが、最近はまれに１歳
ぐらいから発症する方もいますので、
そういった方はなるべく早めのフォロ
ーを心がけています。
　山内　よくメンタルが絡む、絡まな
いというのが昔から議論になっていま

すが、１歳ですとメンタルともいえな
いですね。
　土屋　そうですね。もともと環境的
な要素がかなり多いといわれています
が、１歳となると、遺伝的な背景とい
うのも十分あるのではないかと考え、
今までの標準治療に少し工夫や注意点
が必要ではないかと考えています。
　山内　この場合、両親も１歳ぐらい
で罹患していたケースが多いのでしょ
うか。
　土屋　これはいわゆる遺伝病ではあ
りませんので、必ずしも両親が同じ病
気ということはありません。家族歴で
多少いらっしゃる方はありますが、必
ず両親とも病気というわけではないで
す。
　山内　子どもといっても、基本的に
は病態、症状、あるいは診断は、成人
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