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はじめの1000日 
～胎児期から乳児期の栄養の重要性～
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大山牧子

本講演にあたり 
開示すべき 

利益相反はありません
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大山牧子

• 妊娠してからの食事摂取に神経質
なまでに気を遣う人もいれば、全
く情報を求めない人もいる 

• 妊娠が分かってから葉酸サプリを
取り出す人が多いような・・

• 母乳や人工乳の頃は過不足に注意し
ていたのに、 

• 離乳食の情報はあっても、現実にう
まくいかなかったり、 

• 大人の取り分けになる頃には、あま
り気にしなくなったりする人もいる

3

大山牧子

妊娠中から４か月健診までは 
産科施設、保健センター、産後ケア制

度など複数の見守りがある

ほとんどの市町村では４か月健診から
１歳半健診までの間は、任意の６か
月、１０か月健診である。 

ここで、小児科医が補完食や幼児食に
ついて、細やかに支援できているか？

産後ケアの時期を過ぎると、
授乳や離乳食の相談をする場
があまりないのでは・・・
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偏食外来受診契機から見える
養育者の悩みと
はじめの1000日の
適切な栄養支援
地方独立行政法人神奈川県立こども医療センター

地域保健推進部・新生児科　大山牧子

第123会日本小児科学会2020
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68%

32%

偏食外来を知ったきっかけ

16%
3%
8%

15%

26%

32%
紹介医師
ネット・メディア
行政
知人
保育所
不明その他

紹介元の医師から情報
を得た

　養育者自ら情報を得た

235人のうち、32% 
(76)は紹介元の医師
から、68% は養育者
自ら情報を得てい
た。
自ら情報を得た元は
ネットメディアが
26%と最多で、ネッ
ト検索語は「偏食」
「外来」が多い。
次いで行政15%で
あった。

     
                            
                      
　　　　　　ネット・メディア：
                    ネット検索53、新聞３、
                     院内紹介動画6

第123会日本小児科学会2020
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kcmcnicuouen@gmail.com
ウェブサイト事務局    担当：作地

偏食パンフレットはこち
らからダウンロードでき
ます。
神奈川県小児保健協会 
資料ページ

※左側の列のチェックが２つ以上あれば
　アクセスしてみてください！

　　　神奈川こどもNICU 早産児の育児応援サイトに

　どうする？子どもの偏食・好き嫌い のページができました！
https://kcmc-nicu.net/c_06.php

お子さんはあなたにお腹が空いたことを知らせますか いいえ はい
お子さんはあなたから見て十分量を飲んだり食べたりしますか いいえ はい
お子さんに飲んだり食べたりさせるのに（食べるのに） 
どのくらい時間がかかりますか

5分以内/ 
30分以上

5～30分

お子さんを飲んだり食べたりさせるために、何か特別なこと 
（例：おもちゃ、テレビ、ビデオ、ユーチューブを見せる）をし
ていますか

はい いいえ

お子さんはあなたにお腹いっぱいだと知らせますか いいえ はい
上記の質問に答えて、あなたはお子さんの食事について 
心配がありますか

はい いいえ

合計チェック数 ※ 　
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補完食の進め方で困難を抱える養育
者は信頼できる相談先があるのか？

補完食・とりわけ食の時期の栄養の偏
りは将来的にどのような影響があるの
か、どこまでわかっているのだろう？

乳幼児摂食障害外来５年目から 
見えてきたこと
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大山牧子

学習目標

1. はじめの1000日の栄養という概念
が出てきた経緯を知る。 

2. 1000日の栄養の影響を時期別・分
野別に学習する。 

3. 日々の実践で我々ができることを知
る。
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補完食

母乳・人工乳

羊水

はじめの1000日とはいつからいつまで

受胎

出生

12か月

24か月

受胎から出生＝270 
出生から満2歳＝730 

胎盤経由
一部羊水
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はじめの1000日の概念は昔からあった
胎児期低栄養の脳の発達への影響；動物モデルと人との関連。
(Dobbing,1970) 
胎児期低栄養と成人期の心血管疾患、気管支炎等との疫学的関連
（Baker,1986) 
DoHAD概念の広がり（昭和大学websiteより改変） 
胎児プログラミング説 
→胎児期や生後早期の発達過程における環境の変化への適応として
将来の疾病リスクに関与 
→食物や薬物、ストレスなど後天的な要因によって起こる遺伝子の化
学修飾＝エピゲノム変化。世代を超えて遺伝。

介入する時期にターゲットしたのが 
はじめの1000日の概念
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発展途上国への食料援助は人道的な観点から 
最近ははじめの1000日にターゲット　

日本ユニセフ協会 
胎内にいる時から2歳の誕生日までの「人生最初の1000日」に適切な栄
養を取り、ケアを受けられれば、子どもが病気にかかりにくくなり、命
や成長を守られることもあきらかになりました。 
ユニセフ、WHOは発展途上国への支援を「人生最初の1000日」に適切
なケアと栄養を与えることをターゲットにしています。 

JICA 独立行政法人国際協力機構もアフリカでこの時期の栄養改善をター
ゲットに援助をしています。

日本ユニセフ協会　https://www.unicef.or.jp/cooperate/company/takeda_first1000days/

JICA 独立行政法人国際協力機構https://www.jica.go.jp/publication/mundi/past_feature/1702.html
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大山牧子

ユニセフ協会の 
人生最初の1000日の取り組み　

保健分野：保健員の育成や遠隔地での保健サービスを高め、妊
産婦と新生児を支援 

栄養分野：妊産婦から２歳までの栄養改善、治療、栄養知識の
普及を支援 

母親などへの栄養、食事の指導と研修 

重度栄養不良児への治療 

栄養物資などの調達と配布
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学習目標

1. はじめの1000日間の栄養という概
念が出てきた経緯を知る。 

2. 1000日の栄養の影響を時期別・分
野別に学習する。 

3. 日々の実践で我々ができることを知
る。
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はじめの1000日の栄養と子どもの予後について
どんな研究結果または推奨がされているのか？

PubMed 
first 1000days 
2014年～ 
review article 
Hand search

14論文 総論２（小児科医の役割ブラジル、アフ
リカ） 
栄養不良のタイプと関連因子 
脳の発達（米国小児科学会） 
肥満予防２（イタリア） 
DoHaD（イタリア） 
呼吸器疾患（イタリア） 
鉄（米国）1、鉄と亜鉛添加systematic 
review　１ 
タンパク質の質1（米国） 
マイクロバイオーム関連２
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学習目標

1. はじめの1000日間の栄養という概念が出てきた経緯
を知る。 

2. 1000日の栄養の影響を時期別・分野別に学習する。 

• 栄養不良の定義（時期別） 

• 脳の発達からみた時期別の必須栄養素 

• マイクロバイオーム 

3. 日々の実践で我々ができることを知る。
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大山牧子

MALNUTRITION 
栄養不良とは
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大山牧子

栄養不良

過剰栄養 低栄養

カロリー 栄養素アンバランス

肥満

高血圧

糖尿病

動脈硬化

カロリー 特定の栄養素

急性栄養不良 
Wasting 
WHZ<-2 

慢性栄養不良 
Stunting 
HAZ<-2

急性・慢性栄
養不良 

Underweight 
WAZ<-2

鉄欠乏(貧血）

亜鉛欠乏

ヨード欠乏

ビタミンA欠乏

その他の微量
元素欠乏

栄養不良のタイプと関連因子
Mayneri J,2018 図２改変

WHZ weight-for-height Z-score身長別体重のZスコア 
HAZ height-for-age Z-score年齢別身長のZスコア 
WAZ weight-fo-age Z-socre年齢別体重のZスコア
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栄養不良の起こる時期別の表現型

Mayneri J,2018 図１　改変

訳
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大山牧子

栄養不良の起こる時期別の表現型

Mayneri J,2018 図１

後になって 
• 認知能力低下、身体発育障害 
• 学業成績、勤務成績が悪い 
• 肥満 
• ２型糖尿病 
• 高血圧 
• 心血管疾患
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大山牧子

学習目標

1. はじめの1000日間の栄養という概念が出てきた経緯
を知る。 

2. 1000日の栄養の影響を時期別・分野別に学習する。 

• 栄養不良の定義（時期別） 

• 脳の発達からみた時期別の必須栄養素 

• マイクロバイオーム 

3. 日々の実践で我々ができることを知る。
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はじめの1000日の 
栄養素と脳の発達

DoHAD概念は胎児から生後早期の栄養と成人期の疾患に
着目 
はじめの1000日間に急速に発育する脳と密接に関連する
栄養素への注目 
Schwarzenberg SJ ,2018米国小児科学会の推奨 
最も頻度の高い鉄欠乏についての関心と懸念　
Cusick 2018
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1200g

なぜ1000日の脳の栄養が大事なの？ 
受胎から1000日間の脳重量

335g
200g

100g

660g
900g

受胎 40週 
270日

12か月 
635日

6か月 
450日

32週28週 24か月 
1000日

1000g

Potters Pathology of the fetus, infant and child 2nd ed., 
2007 Mosby,712p,725pより改変

体重　1kg                                                       10kg       60kg

脳重量
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米国小児科学会　政策提言 
小児期の発達と成人期の健康を支援するための 

はじめの1000日の栄養に関する推奨

Schwarzenberg SJ ,2018 

Advocacy for Improving Nutrition in the First 1000 Days To Support Childhood Development and Adult Health
Sarah Jane Schwarzenberg, MD, FAAP, Michael K. Georgieff, MD, FAAP, COMMITTEE ON NUTRITION

Maternal prenatal nutrition and the child's nutrition in the first 2 years of life 
(1000 days) are crucial factors in a child’s neurodevelopment and lifelong 
mental health. Child and adult health risks, including obesity, hypertension, 
and diabetes, may be programmed by nutritional status during this 
period. Calories are essential for growth of both fetus and child but are 
not sufficient for normal brain development. Although all nutrients are 
necessary for brain growth, key nutrients that support neurodevelopment 
include protein; zinc; iron; choline; folate; iodine; vitamins A, D, B6, and B12; 
and long-chain polyunsaturated fatty acids. Failure to provide key nutrients 
during this critical period of brain development may result in lifelong deficits 
in brain function despite subsequent nutrient repletion. Understanding the 
complex interplay of micro- and macronutrients and neurodevelopment 
is key to moving beyond simply recommending a “good diet” to optimizing 
nutrient delivery for the developing child. Leaders in pediatric health and 
policy makers must be aware of this research given its implications for 
public policy at the federal and state level. Pediatricians should refer to 
existing services for nutrition support for pregnant and breastfeeding 
women, infants, and toddlers. Finally, all providers caring for children can 
advocate for healthy diets for mothers, infants, and young children in the 
first 1000 days. Prioritizing public policies that ensure the provision of 
adequate nutrients and healthy eating during this crucial time would ensure 
that all children have an early foundation for optimal neurodevelopment, a 
key factor in long-term health.

abstract

INTRODUCTIONHealthy, normal neurodevelopment is a complex process involving cellular and structural changes in the brain that proceed in a specified 
To cite: Schwarzenberg SJ, Georgieff MK, AAP COMMITTEE 
ON NUTRITION. Advocacy for Improving Nutrition in the First 
1000 Days To Support Childhood Development and Adult 
Health. Pediatrics. 2018;141(2):e20173716

University of Minnesota Masonic Children’s Hospital, Minneapolis, 
Minnesota

Drs Schwarzenberg and Georgieff both contributed to the writing and 
editing of this policy statement and approved the final manuscript as 
submitted.

This document is copyrighted and is property of the American 
Academy of Pediatrics and its Board of Directors. All authors have 
filed conflict of interest statements with the American Academy 
of Pediatrics. Any conflicts have been resolved through a process 
approved by the Board of Directors. The American Academy of 
Pediatrics has neither solicited nor accepted any commercial 
involvement in the development of the content of this publication.

Policy statements from the American Academy of Pediatrics benefit 
from expertise and resources of liaisons and internal (AAP) and 
external reviewers. However, policy statements from the American 
Academy of Pediatrics may not reflect the views of the liaisons or the 
organizations or government agencies that they represent.

The guidance in this statement does not indicate an exclusive course 
of treatment or serve as a standard of medical care. Variations, taking 
into account individual circumstances, may be appropriate.

All policy statements from the American Academy of Pediatrics 
automatically expire 5 years after publication unless reaffirmed, 
revised, or retired at or before that time.

1, 000 Days® is a trademark of 1, 000 Days, a 501(c)(3) nonprofit 
organization. The 1, 000 Days mark is used with permission from 1, 
000 Days.

DOI: https:// doi. org/ 10. 1542/ peds. 2017- 3716

Organizational Principles to Guide and Define the Child Health Care System and/or Improve the Health of all ChildrenPOLICY STATEMENT

PEDIATRICS Volume 141, number 2, February 2018:e20173716 FROM THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
 by guest on March 14, 2019www.aappublications.org/newsDownloaded from 
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大山牧子

支持的な
環境

愛着を持つ
養育者

健康な食
情緒的剥奪

毒性ストレス

炎症

感染症

栄養不良

生後
早期の逆境的

体験

頭良くする
のは食べ物だけ
じゃないって

脳の順調な発達に必要な要素と阻害因子

Schwarzenberg 2018
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1000日の間に急速に発育する脳と密接に関連する栄養素

•マクロ栄養素 
• タンパク質 
• 特定の脂肪酸（長
鎖多価不飽和脂肪
酸など） 

• グルコース 

•ミクロ栄養素 
• 亜鉛 
• 銅 
• ヨード 
• 鉄 
• セレン 
• ビタミン・補酵素 
• ビタミンB,A,K 
• 葉酸 
• コリン

時期を逸す
るといけないも
のがあるね

赤字の栄養素は、重要なまたは敏感な発達時期があるもの
Schwarzenberg 2018
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2017大山牧子

マクロ・ミクロ栄養

神経発達リスク

不足 過剰

• 多くの栄養素はU字型の
リスクカーブを描く。 

• 不足や過剰は両方とも個
人にリスクを与える。 

• これら２つの栄養不良が
神経発達に影響し、個人
の中で並存することもあ
る。

過ぎたるは及ばざ
るがごとし

栄養は不足だけでなく過剰もリスク

Schwarzenberg 2018
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ガテマラの田舎で1969年と1989年に実施した研究。 
様々な程度のタンパクカロリー補充研究がされた。両介入ともビタミンミネラ
ルを含んだ。補充は妊婦から子供が７歳になるまでされた。研究者は１０年以
上にわたって調査し、13-19歳で評価した。 
２歳以前に高カロリー高タンパクの食事を与えられた子どもは、低カロリー食
群に比べ、知識、計算、読解、言語において優れ、課題処理能力が高かった。 
高タンパク高カロリー摂取群の村では、社会経済状況とテスト結果は関連がな
かった。 
結論として、３大栄養素不足をきたすリスクのある子どもには早期に栄養補助
をすることで長期にわたり神経発達を促進する可能性がある。

1000日の栄養と脳の発達の介入研究 
マクロの栄養素不足への介入により、 

長期的な神経発達を促進

Schwarzenberg 2018
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大山牧子

マクロ栄養素不足への介入が効果的な対象は 
先進国でもある

米国では27万世帯。 
貧困家庭：米国では貧困ライン(平均収入の18.5%未満）の家庭の
36％が食料不安がある。貧困でなくても突然の失業や離婚などで
食料不安になる。食料不安家庭の半数で子どもが食料不足にある。

Schwarzenberg 2018

日本では５歳未満の子どもの栄養不良のデータなし。 
相対的貧困ライン（等価可処分所得の中央値の1/2)：122万円 
相対的貧困率：15.6％ 
18歳未満の子どものいる世帯の貧困率：13.9％（7人に1人） 
一人親世帯の貧困率：50.8％（2人に1人）。
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世帯所得が上位４分の１の世帯と比べ、下位４分
の１の世帯では体重増加不良が1.3倍高い 

（可知 2018)
厚生労働省が全国規模で実施している「21世紀出生児縦断調査」に参加した平成13年生まれの乳児3万4,594人と平成
22年生まれの乳児2万1,189人を対象に、親の社会経済状況によって生後18か月までに体重増加不良になる割合が異な
るかどうかを調べた。 
結果：乳児が体重増加不良に陥る割合は、世帯所得が上位４分の１の世帯と比べ、下位４分の１の世帯では1.3倍高いこ
とが明らかになった。また、この傾向は平成13年、22年生まれの乳児の両方で見られ、時代によらず一貫していること
が示された。

体重増加不良：出生年別に、出生から18か月までの体重増加が最も遅い方から5パーセンタイル未満

0
1

1
1

高所得924万円 低所得279万円

1.29
1
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日本での貧困世帯への支援は？ 
妊娠期から乳児期は？

妊娠中特定妊婦として把握されていれば出生後養育支援対象 
 就労不可ならば生活保護対象 
生活保護を受けていても、養育者が知的障害/精神疾患を持
つ場合、子どもの栄養不良リスクがある。生活保護と母子支
援の連携不備で、栄養不良で緊急入院/施設入所する乳幼児
がいる。 
貧困ラインぎりぎりの世帯への支援は？

日本の話

行政はセクションを超えた支援が
必要→切れ目のない支援の実践
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日本ではNPOベースの子ども宅食、フードバンクの
取り組みあり

日本の取り組み：金銭的には公的扶助＋食料についてはNPO 
こども食堂、フードバンク活動支援（夏休み） 
こども宅食：低所得世帯（児童扶養手当、就学援助受給世帯）にいる子どもた
ちの家に直接、無料で食料を届ける仕組みこの取り組みを始めるのは、認定
NPO法人フローレンスやNPO法人キッズドア、村上財団などの6団体。 
届ける食料はダンボール1箱分（約10キロ）。協力団体から提供された飲料や
米、レトルト食品、お菓子などが詰められている。月1回（2017年度は2ヶ月
に1回）、直接配送。 

NPOによるこれらの支援は、はじめの1000日の適切な
発達をターゲットとした栄養を満たすとは考えにくい。

日本の話
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1000日の間に急速に発育する脳と密接に関連する栄養素

•マクロ栄養素 
• タンパク質 
• 特定の脂肪酸（長
鎖多値不飽和脂肪
酸など） 

• グルコース 

•ミクロ栄養素 
• 亜鉛 
• 銅 
• ヨード 
• 鉄 
• セレン 
• ビタミン・補酵素 
• ビタミンB,A,K 
• 葉酸 
• コリン

赤字の栄養素は、重要なまたは敏感な発達時期があるもの
Schwarzenberg 2018

時期を逸す
るといけないも
のがあるね
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鉄欠乏は世界中で最もよくあるミクロ栄養素欠乏
（WHO2018) 
鉄欠乏の治療には“臨界期”がある(佐々木2019) 
生後早期の鉄欠乏による脳機能障害を防ぐために
(Cusick 2018)

はじめに出したクリニカルクエスチョンの答えは
ここに！
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はじめの1000日の鉄欠乏による脳機能への影響は 
不可逆的

脳では、鉄と鉄を含む酵素が神経発達、エネルギー代謝、髄鞘化、神経
伝達に必須である。はじめの1000日は脳が急速に発育する時期なので、
この時期に鉄が欠乏すると、後から補給しても脳の機能障害は不可逆的
となる（Cusick 2018）。 
鉄欠乏から鉄欠乏性貧血になる前に、脳の鉄はすでに減少している。血
液脳関門における鉄の輸送は髄鞘化が活発に行われる乳児期に最も効率
が良い(Siddappa 2002) 。 
鉄補充がその時期を逸して遅れれば、神経発達の大切なタイミングを逃
しかねない。乳児期の鉄欠乏状態は，十分に治療されてもなお長期的に
実行機能や認知機能に悪影響を及ぼすことが知られている（Lukowski 
2010）
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胎児期の鉄欠乏と統合失調 
胎児期後期から新生児期の鉄欠乏と気質変化、認知能力低下 
生後6-24か月の鉄欠乏と低IQ、言語発達遅延、注意不足、運
動認知行動異常、睡眠覚醒リズムの乱れをきたす。 
治療によって運動能力は改善するが、行動面の問題は成人期に
残る。 

Cusick 2018

生後早期の鉄欠乏による脳機能への影響は 
不可逆的(人での報告）
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鉄欠乏予防で効果的なこ
とは？
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妊娠中の鉄補充効果は結論が出ていない

低中所得国において,妊娠中の鉄を含む微量元素サプリメント投与は、低
体重とSGAを減らす。副作用はなかった。出生した子どもの神経学的予
後について検討されていない。Pena-Rosas, Chochrane Databease 
Sys Rev 2019 
鉄の過剰投与による有害事象も報告され、方法論が議論されている。
Cusick 2018
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出生時の臍帯結紮を遅らせる/臍帯ミルキ
ングは推奨される

いづれの方法も、母体の貧血の有無にかかわらず、生後６か月までの子
どもの鉄の貯蔵を増やすことで効果があるとされている。 
4歳時点での微細運動と社会行動が良いという。Cusick 2018 
日本では、正期産児では新生児黄疸の懸念から推奨も否定もされていな
い。早産児の蘇生時の臍帯ミルキングは推奨されている（弱い推奨）
（日本版救急蘇生ガイドライン2015に基づく新生児蘇生法）
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乳児への鉄の一律の投与は効果がない

鉄欠乏の個人とグループへの鉄投与は、鉄欠乏を改善し、神経学的予後
も一部改善する。 
鉄欠乏のない個人またはグループへの鉄投与は、血液学的にも神経学的
にもメリットはない。 
鉄欠乏のないひとに鉄投与すると、吸収されなかった鉄が腸内の鉄依存
性の病原体（大腸菌など）の繁殖を起こす懸念。 
鉄の酸化作用が副作用の懸念となる（生後早期、特に早産児では） 
マラリアの蔓延地区では、理由は明らかではないが、鉄投与の副作用が
出やすい。 
Cusick 2018
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鉄欠乏予防で効果的な 
ことは？

妊娠中の鉄欠乏（貧血だけではなく）を防ぐ。 
臍帯のミルキング（日本では早産児で弱い推奨） 
母乳育児の推進 
生後早期の鉄欠乏のリスク群に対しては、鉄欠乏の生体マーカーに基づ
いたスクリーニングと治療。 
鉄欠乏リスクを持つ子どもにはルチンで鉄の補充を。 
マラリア蔓延地区の児、および鉄の充足した集団には無差別な鉄投与は
しない。
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国民栄養調査によると 
離乳の完了/鉄の摂取量は年々低下傾向

期の慢性栄養不良の評価には，身長/年齢（height‒
for‒age）が用いられるが，Hoddinottらは，乳幼
児期の身長/年齢が高いと学校の成績や認知能が
良く，反対に，栄養状態が悪いと学習能力などが
劣ると述べている2）。すなわち乳幼児期の栄養は，
成長（身長）だけでなく脳の発達にも重要である。

Ⅱ． 平成 27（2015）年度乳幼児栄養 
調査結果

　厚労省は 10年ごとに乳幼児栄養調査を行って
いる。最新の平成 27（2015）年度乳幼児栄養調査
結果が発表された3）。乳児期の栄養法では，母乳
栄養および混合栄養の率が平成 17（2005）年度調
査に比べて著明に増加している（図 2）。これは，
母乳推進活動の成果，育児休暇の普及，母乳の搾
乳・凍結保存法の改良などによると思われる。離
乳食の開始時期は 6か月が 44.9％ともっとも高
く，平成 17（2005）年度に比べて遅くなってい
る。離乳食完了時期も13～15か月が33.3％，16～
18か月が 27.9％と平成 17（2005）年度に比べて
遅くなっている（図 3）。
　また，平成 27（2015）年度調査で示された“子
どもの食事で困っていること”を図 4に示す。乳
児期後半や幼児の食事では，これら困っているこ
とに対応することが求められており，従来からさ
まざまな工夫のやり方などの育児支援がなされて
いる。このうち“偏食”，“むら食い”，“お菓子を
欲しがる”，“小食”などは，栄養素摂取のバラン
スを崩す要因になる。しかし，この時期の適切な
栄養摂取は，乳幼児の発育・発達に重要であるだ
けでなく，将来の健康状態にも影響を与える。
　今後，これらの調査結果を参考に，厚労省が平

成 17（2005）年に発表した「授乳・離乳の支援ガ
イド」は改訂されると思われる。

Ⅲ． 食事摂取基準とエネルギー・栄養素 
摂取量の現状

　厚労省は，5年ごとに「日本人の食事摂取基準」
を発表している。最新版は 2015年版で，年齢別，
性別のエネルギー，蛋白質，脂質，炭水化物，食
物繊維および 13種類のビタミン，13種類のミネ
ラルの 1日に必要な摂取量が示されている4）。
　一方，厚労省が毎年行っている国民健康栄養調
査には，各年代のエネルギーや各栄養素の摂取量
が示されており，現在の子どもたちの栄養摂取状
況を知ることができる5）。平成 24（2012）年度の
国民健康栄養調査の 1～2歳と 3～5歳のエネル
ギーの平均摂取量は「日本人の食事摂取基準 2015
年版」4）の推定エネルギー必要量をわずかに上回
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図 2　生後 3か月での栄養法の割合
平成 27（2015）年度調査結果は平成 17（2005）年度の結果に比較して，
母乳栄養が著明に増加している。（平成 27年度乳幼児栄養調査結果より）
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平成 17年度（n＝2539） 38.0 41.0 21.041.0 21.041.0 21.0

図 3　離乳完了時期
平成 27（2015）年度調査では，平成 17（2005）年
度調査に比べて，離乳完了時期が遅くなっている。
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ウンドが早期に起こっていると判断して，肥満に
対する注意が必要であると述べている7）。

2． ビタミンD欠乏症
　母乳はビタミンD含有量が少ないため，母乳栄
養児でビタミンD欠乏によるくる病，低カルシウ
ム血症によるけいれんの報告が近年増加してい
る8）。米国小児科学会はビタミン Dサプリメント
を乳児に投与することを推奨している。ビタミン
Dは紫外線を受けて，皮膚でも合成される。した
がって，とくに母乳栄養児には適度な日光浴が推
奨される。

3． 食物アレルギー
　乳児期の食物アレルギーの出現頻度は 5～10％
と高い。乳児期の 3大アレルゲンは，卵，牛乳，
小麦である。食物アレルギーに関しては，医師に
よる適切な診断と対象患児に対する治療方針に従
い，対応することが必要である9）。

4． 特殊ミルク・治療ミルク・経腸栄養剤使用 
乳幼児での栄養素欠乏10）

　牛乳アレルゲン除去ミルクなど治療ミルクを単
独で与えられている乳幼児に，ビオチン，カルニ
チン，ヨウ素，セレン欠乏症が報告されている。
多くの治療ミルクなどではこれらの栄養素が含ま
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図 5　幼児の鉄の平均摂取量と推奨量の比較
1～5歳の男女とも，鉄の平均摂取量は推奨量より少なく，平成 18（2006）年度調査よ
り，平成 24（2012）年度調査のほうがより少なくなっている。
（摂取量は国民健康栄養調査結果，推定エネルギー必要量は「日本人の食事摂取基準

2015年版」より）
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図 6　カルシウムの平均摂取量と推奨量の比較
鉄摂取量と同様に，カルシウムの平均摂取量は推奨量より少ない。

（摂取量は国民健康栄養調査結果，推定エネルギー必要量は「日本人の食事摂取基準
2015年版」より）
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児玉 2017
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乳児期の鉄欠乏は、貧血になっていなくても早期
に治療する

臨床的に使える指標は現時点では以下（佐々木2019) 
鉄欠乏の診断は、MCV<70とフェリチン<12-15で 
鉄欠乏の治療期間は3-6か月、フェリチン100-300にな
るまで。
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亜鉛、タンパク質、鉄を含む鍵の栄養素欠乏を 
来たしうる状況

米国Schwarzenberg 2018 日本

子ども虐待 子ども虐待

補完食に関する不適切な知識 補完食に関する不適切な知識

完全な菜食

貧困による食料不足 貧困による食料不足
食物アレルギー/アトピー性皮膚炎
に対する不適切な食事制限

乳幼児摂食障害
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学習目標

1. はじめの1000日間の栄養という概念が出てきた経緯
を知る。 

2. 1000日の栄養の影響を時期別・分野別に学習する。 

• 栄養不良の定義（時期別） 

• 脳の発達からみた時期別の必須栄養素 

• マイクロバイオーム 

3. 日々の実践で我々ができることを知る。
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The invisible universe of the 
human microbiome 

お母さんからもらった常在菌がいかに子どもを外
界の微生物から守り、免疫力を育てているかが

アニメで説明されています

アニメ Benjyamin Arthur,  
連絡先　Rob Stein,  
音のデザイン　Jpnathan ArthurS    
翻訳：山本歩、大山牧子 
https://www.youtube.com/watch?v=5DTrENdWvvM
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次にあなたが鏡を見るとき考えて見てください。
色々な意味で、あなたはヒトである以上に微生物であると言えます。
私たちの身体には、ヒトの細胞の１０倍もの細菌や真菌といった微生物由来の細胞が存在します。そして、遺伝子数では、微生物由来の遺伝子はヒト遺伝子の１００倍
にのぼります。
科学者は、これら微生物の遺伝子全てをヒトマイクロバイオームと名付けています。
こんな風に聞くと多くの人は手指消毒剤に飛びつきたくなるかもしれませんが、これらの微生物のほとんどは悪者ではないことがわかってきています。私たちを病気に
させ得る細菌も、多くはよいものなのです。これらのよい微生物抜きでは、私たちの身体は今までの様には上手くやっていけなさそうです。私たちは今の様に健康では
いられないし、実を言うと、より病気にかかりやすくなるかもしれません。
　ではこれらのマイクロバイオームはそもそもどこからくるのでしょうか？
多くの物事と同様、それは母親から始まります。赤ちゃんは産道を通るとき、母親由来の微生物によってプログラムされます。これらの微生物は、赤ちゃんにちょうど
よい調合で種を撒くような物かもしれません。母乳中の細菌や、生後早期に遭遇するその他の微生物と混ざり合い、微生物叢は人生の最初の数年間にゆっくりと形作ら
れるようです。微生物全体の組み合わせは、指紋や血液型の様に非常に個人的なものですが、両親や兄弟のものと似ていることが多く、生涯のほとんどを通じて私たち
の身体に存在し続けるかもしれません。
微生物叢は様々なことをします。例えばこんな風に。免疫細胞を教育します。免疫細胞に、戦うべき相手―私たちを病気にさせるかもしれない悪玉菌―と、私たちの
持っている善玉菌の様に脅威ではない相手の違いを教えます。
大人になると、微生物は第一線の防御機構になり、健康を守るために、私たちの身体に侵入しようとする細菌と戦います。
科学者たちは、微生物が独自の抗菌物質を吐き出すことも発見しました。
自然界の生態系と同じように、身体の部分によって微生物のタイプは異なります。口鼻腔や腋窩の様に湿った場所、頭皮や背中の様に皮脂の多い場所、前腕の様に乾い
た場所、といった風です。異なる種類の微生物が、それぞれの部位に適応しています。
最大かつ最重要な微生物の生息場所は、腸管のようです。それは最も複雑、多様で、体内の他の部位で微生物が行っていることの全て、とも言えます。感染と戦い、免
疫系を調節し、細胞に信号を伝えます。それら全てが腸管内で起こります。
微生物は代謝にも関与し、どれだけのエネルギーを燃やし、どれだけの脂肪を蓄積するかも決めます。
よって、食べ物や抗菌物質などによって微生物がうまく機能しなくなると、実際にあらゆる種類の病気が起こり得ます。例えば、大腸がん、大腸炎、そして糖尿病や肥
満まで。科学者の中には、ある種の病気が増えているのは私たちが重要な腸内微生物を失ったからだと考える人もいます。
私たちのマイクロバイオームは開発途上国の人々や過去の世代の人々のと比べてはるかに多様性に欠けています。
そして、そもそも私たちがどうやってマイクロバイオームを手に入れるか覚えていますか？出生時に母親の産道から、そして母乳から。科学者の中には、帝王切開や不
十分な母乳栄養、抗菌物質の使用、清潔へのこだわり過ぎなどによって、適切なマイクロバイオームを得ていない赤ちゃんが多すぎると考える人もいます。これらは、
喘息やアレルギーの増加の一因かもしれません。私たちのマイクロバイオームが、免疫系に対して正しい機能の仕方を教えたことがないからかもしれません。善玉菌で
あるプロバイオティクスの摂取はいくつかの病気の予防や治療になるかもしれないし、善玉菌が大好きな栄養であるプレバイオティクスの摂取も同様です。　これらの
研究はまだ新しく、微生物たちが実際に何をしているのか、私たちには学ぶべきことがたくさんあります。しかし、科学者たちは私たちの身体に存在する小さな微生物
たちが健康と幸せになくてはならないことが、日々明らかになってきていると考えています。

アニメ Benjyamin Arthur, 

連絡先　Rob Stein, 

音のデザイン　Jpnathan ArthurS   翻訳：山本歩、大山牧子
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マイクロバイオーム 
Roberson RC, et al 2019 The Human Microbiome 
and Child Growth ‒ First 1000 Days and Beyond

赤ちゃんの消化管では微生物群の集合体（マイクロバイオーム）は、母
親から胎内産道で受け取った情報と、健康な食（母乳）によって、最適
な発達を遂げ、免疫、内分泌、代謝、その他の発達経路において重要な
役割を果たす。 
この時期に食料不安や感染症にさらされると、この最適なマイクロバイ
オームの継承が阻害され、生涯にわたるそして世代を超えた発達不全を
来たしうる。
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大山牧子

健康な成長と低栄養下の成長に関連する 
初めの1000日の時期別の鍵となる微生物叢　Roberson 2019 表１を改変健康な成長

受胎
(0日)

•適切な栄養 
•良好な衛生 
•抗菌薬使用

•膣感染 
•絨毛膜羊膜炎 
•歯周病 
•不衛生 
•精神社会ストレス 
•母親の低栄養

•膣(LMIC) 
•Gardnerella vaginalis 
•Leptotrichia amnion 
•Peptostreptococcus 
anaerobes

•膣(HIC) 
•L.iners 
•L.jenseni 
•L.gasseri 
•L.crispatus 
•口腔(HIC) 
•L.casei

離乳
(450日)

•膣(HIC) 
•Gardnerella vaginalis 
•High diversity 
•口腔(HIC)Actinomyces 
naeslundii

LMIC;低中所得国 
HIC;高所得国 
HMO;ヒト乳汁オリ
ゴ糖 
MAZ;年齢相応のマ
イクロバイオータ

•正常経膣分娩 
•正期産 
•母乳栄養 
•HMOの多い母乳

•Gammaproteo
bacteria 
•↓MAZ

•適切な栄養 
•適切な衛生状態

•Bifidobacterium 
longum 
•Streptococcus 
thermophillus 
•  ↑MAZ

•Faecalibacterium prausnitzii 
•Ruminococcus spp. 
•D.longicatna 
•D.formicgenerans 
•Akkermansia muciniphila 
•Clostridium scindens

•↓L.mucosae 
•↓B.longum 
•↓Microbiota diversity 
•↓Methanobrrevibacte
rsmithii 
•↓Obligata anaerobes 
•Bilophila wadsworthia 
•Desulfovbrio spp. 
•Acidaminococcus app. 
•Clostridium innocuous 
•E.coli 
•S.aureus 
•E.faecalis

•環境要因による
腸疾患 
•不適切な栄養 
•衛生状態不良 
•病原菌保菌

2
歳 
(1000
日)

出生
(270日)

•膣(LMIC) 
•High diversity 
•Prevotella spp. 
•Gemella spp. 
•Corynebacterium spp. 
•Sneathia sanguinengens 
•Peptostreptococcus 
anaerobius 
•胎盤(LMIC) 
•Sneathia sanguinengens 
•Peptostreptococcus 
anaerobius 
•Phascolarctobacterium 
succinatutens

•低出生体重、早産 
•下痢 
•母乳以外の栄養 
•HMOの少ない母乳 
•病原菌保菌

低栄養下の成長
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はじめの1000日に形成されるマイクロバイオー
ムはひとの生涯にわたる体と脳の健康に関わる

はじめの1000日を通して、リスク因子と未熟なまたは低栄
養のマイクロバイオームが相互に影響しあい悪循環に陥る
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大山牧子

学習目標

1. はじめの1000日間の栄養という概念が出てきた経緯を知
る。 

2. 1000日の栄養の影響を時期別・分野別に学習する。 

• 栄養不良の定義（時期別） 

• 脳の発達 

• 微量元素欠乏（鉄と亜鉛） 

• マイクロバイオーム 

3. 日々の実践で我々ができることを知る。
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2017大山牧子

妊娠前

・健康なマイクロバイオーム（歯周病予防・治療） 
・適正なBMI 
・貧血予防（鉄欠乏予防・治療） 
・予防的な葉酸内服、ビタミンD欠乏予防 
・能動・受動喫煙防止

妊娠中

・適正体重維持 
・妊娠糖尿病管理 
・鉄欠乏・ビタミンD欠乏予防 
・乳児栄養情報提供（母乳、鉄欠乏予防、補完食） 
・食物アレルギー予防；食事制限しないこと 
・能動・受動喫煙防止

生後６か月

・BFHI母乳育児がうまくいくための10のステップに沿った母乳育児支
援/搾乳支援 
・ベビーレッドフィーディング（欲しがるサインに答える授乳） 
・補完食；ベビーレッドウィーニング（いつから、何を、どのように） 
・鉄欠乏予防、ビタミンD欠乏予防 
・スキンケアの徹底と湿疹の適切な治療 
・受動喫煙防止 

６か月以降

・補完食；ベビーレッドウィーニング（いつから、何を、どのように） 
・鉄欠乏、ビタミンD欠乏予防と治療 
・睡眠リズムの確立 
・良好な排便 
受動喫煙防止

保健師

産婦人科医

総合診
療科医

精神科医

小児科医

歯科医

皮膚科医

栄養士

保育士

はじめの1000日の時期別に介入可能な課題

助産師

看護師
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2017大山牧子

日本を含む全ての国がひとつ以上の栄養不良の問題
を抱えている（2018年WHO世界栄養報告） 

https://www.who.int/nutrition/globalnutritionreport/
2018_Global_Nutrition_Report_Executive_Summary_jp.pdf?ua=1
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成人女性の貧血・過体重、子どもの栄養不良のうち
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大山牧子

母親の肥満は、子どもの生涯を通じて影響し、子どもの糖尿病と肥満
のみならず、不適切な神経発達もきたす。肥満の母親は母乳育児開始
率も低い、母乳分泌確立が遅く、母乳育児期間が短い。 
限られた証拠ではあるが、小児の肥満は神経発達に影響する。これが
もし真実ならば、母乳育児期間、補完食開始時期、開始時の食事の種
類などの乳児の摂食パターンの改善が、小児期早期の肥満を防止し、
神経発達を良くすることになる。 
さらなる研究が重要であるが、母と子の肥満は初めの1000日の神経
発達に影響する栄養不良である。

米国小児科学会の提言 
母と子の肥満予防が神経発達を良くする可能性

Schwarzenberg 2018
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妊娠前・中の母親の栄養 
葉酸摂取するなら妊娠１か月前から３

か月まで

妊娠前からの葉酸摂取: 

妊娠１か月以上前から妊娠３か月までの間に、バラン
スのとれた食事に加えて葉酸0.4mg/日を摂取するこ
とで神経管閉鎖障害のリスクを軽減することができ
る。摂取量は1mg/日を超えないこと。 

厚労省　2001 https://www.mhlw.go.jp/houdou/
2006/02/dl/h0201-3a3-03c.pdf 

葉酸
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2017大山牧子

妊娠前

・健康なマイクロバイオーム（歯周病予防・治療） 
・適正なBMI 
・貧血予防（鉄欠乏予防・治療） 
・予防的な葉酸内服、ビタミンD欠乏予防 
・能動・受動喫煙防止

妊娠中

・適正体重維持 
・妊娠糖尿病管理 
・鉄欠乏・ビタミンD欠乏予防 
・乳児栄養情報提供（母乳、鉄欠乏予防、補完食） 
・食物アレルギー予防；食事制限しないこと 
・能動・受動喫煙防止

生後６か月

・BFHI母乳育児がうまくいくための10のステップに沿った母乳育児支
援/搾乳支援 
・ベビーレッドフィーディング（欲しがるサインに答える授乳） 
・補完食；ベビーレッドウィーニング（いつから、何を、どのように） 
・鉄欠乏予防、ビタミンD欠乏予防 
・スキンケアの徹底と湿疹の適切な治療 
・受動喫煙防止 

６か月以降

・補完食；ベビーレッドウィーニング（いつから、何を、どのように） 
・鉄欠乏、ビタミンD欠乏予防と治療 
・睡眠リズムの確立 
・良好な排便 
受動喫煙防止

保健師

産婦人科医

総合診
療科医

精神科医

小児科医

歯科医

皮膚科医

栄養士

保育士

はじめの1000日の時期別に介入可能な課題

助産師

看護師
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産婦人科診療がイドライン産科編2017

妊婦の栄養についての直接的な記載はない。 
糖代謝異常の管理、飲酒、喫煙、スポーツ、歯周病についてのみ。
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2017大山牧子

妊産婦のための食事バランスガイド - 厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/dl/h0201-3b02.pdf

58

大山牧子

日本人の妊娠中の女性の80-90%はビタミンD欠乏
状態にある。ビタミンDは胎盤移行するので、胎児
はビタミンD欠乏状態となる。 
母親がビタミンD欠乏状態のまま母乳で育てると、
母乳中ビタミンDはもともと少ないがさらに少なく
なる。 
Miyauchi 2013

日本人の女性の妊娠中の 
ビタミンD欠乏は非常に多い

ビタ
ミンD
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妊婦へのビタミンDサプリ摂取
のコクランレビュー

15のRCT, 2833人の妊婦。ビタミンD（VD）添加の有無９
研究、VD+カルシウム　６研究。 
妊娠中にVD欠乏症/欠乏は起こる。VD添加は安全に行え、
血中VDレベルは上昇し、早産、妊娠期高血圧、子どもの低
体重のリスクを減らす。VD+カルシウムで同様の効果があっ
たが、早産が増えた。 
現時点では全員にVD添加を進める強いエビデンスはない。
さらなる研究が必要。 
De-Regil,2016

ビタ
ミンD
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大山牧子

妊娠中の母親の栄養 
ビタミンD摂取するとしたら

妊娠・授乳期を通じて、日本人の食事摂取基準　妊娠・
授乳版に沿った食事摂取を 

適切な日光浴を 

十分な日光浴ができな場合、サプリメントを考慮 

妊婦の推奨量はビタミンD7μg/日、280IU/日

ビタ
ミンD
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2017大山牧子

妊娠中の食物除去は母体と児に対して有害な栄養
障害をきたす恐れがある

食物アレルギーの発症予防のために妊娠中と授乳中の母親の食物除去
をおこなうことを推奨しない。食物除去は母体と児に対して有害な栄
養障害をきたす恐れがある。食物アレルギー診療ガイドライン2017

欧米及び日本のガイドラインでは、妊娠中の女性の食事制限を推奨し
ていない。現時点で除去食による食物アレルギー予防効果は明らかで
なく、むしろ、子どもの低体重、早産傾向があり、食事制限による負
の影響がある。小児食物アレルギーQ＆A2016

62
母乳栄養を長期にすることで死亡・罹病・疾病予防、その他の利益があることが疫学的・

経済的に証明された。

子どもにとって 母親にとって 家庭・社会にとって

感染防御効果 
中耳炎 23%,反復性中耳炎 77%, (６ヵ月
以上母乳とそれ以外で), RSV重症化74%
(４ヵ月以上母乳とそれ以外で), 肺炎 
72%(６ヵ月以上母乳とそれ以外で), 腸
炎 64%, 気道感染による入院(6-7か月以
上母乳と人工乳で）

12ヵ月以上授乳すると低下する率 
糖尿病 20% 
高脂血症 19% 
高血圧 12% 
心血管疾患 9% (24ヵ月以上で42%)

家庭にとって人工乳の購入・調乳の出費が減る
(１日あたり～400円） 
病気で入院することが減り入院費の節約 
社会にとって保健医療費の節約 
地球にとって、自然で再生可能な食品。ゴミを
出さず、環境に優しい。 

免役制御 
１型糖尿病 30%, 炎症性腸疾患 31%

産褥出血減少, 子宮復古促進 雇用主にとって：欠勤が減り、効果的な人事管
理ができる。医療保険負担の軽減

川崎病 74% 自然の避妊効果 防災対策 (災害時に強い地域つくり）

乳幼児突然死症候群 36% 妊娠前体重への復帰促進 早産児にとって 
消化吸収を助ける 
乳糖分解酵素活性を高める 

白血病 15-20% 閉経前の乳がん, 
卵巣癌のリスク低下 子宮体がん
67%-85%

経腸栄養の確立が早まる 
疾病予防

肥満 (6-7か月と人工乳とで）45%,   ２
型糖尿病 40%

閉経後の骨折, 
骨粗鬆症リスク低下

壊死性腸炎,重症感染症, 
未熟児網膜症の重症度低下 

神経発達の促進

短期的死亡率・
罹病率低下

神経発達への
影響

長期的死亡率・
罹病率低下

健康増進 
社会経済効果

AAP2012, Schwarz EB, Obst Gynecol 2009; 113:974, 母乳育児支援ガイド2009, 21世紀出生児縦断調査 アンダーラインは日本のデータ
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正常な乳児栄養として、母乳と母乳育児は神経発達の重要な役割を演ず
る。 
ランダム化試験は実行できそうにないが、正期産早産とも人工乳で育てる
より母乳で育てることが認知能力が高いことが複数の研究で支持されてい
る。 
人工乳を母乳に近づける努力はあるが、母乳には人工乳に含まれない、脳
の発達に重要な栄養素、成長因子、細胞が含まれる。 
腸内細菌叢が脳の発達と行動に果たす役割については、母乳と母乳育児が
有益な微生物群の多いマイクロバイオームを形成するという証拠が蓄積し
ている。 
母乳栄養児には、亜鉛、鉄、ビタミンDなどの微量元素を補足する必要が
あり、母乳で育てる母親は最適な栄養についての情報を得る必要がある。

米国小児科学会の提言 
初めの６か月は母乳栄養が最適

Schwarzenberg 2018
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2017大山牧子

妊娠前

・健康なマイクロバイオーム（歯周病予防・治療） 
・適正なBMI 
・貧血予防（鉄欠乏予防・治療） 
・予防的な葉酸内服、ビタミンD欠乏予防 
・能動・受動喫煙防止

妊娠中

・適正体重維持 
・妊娠糖尿病管理 
・鉄欠乏・ビタミンD欠乏予防 
・乳児栄養情報提供（母乳、鉄欠乏予防、補完食） 
・食物アレルギー予防；食事制限しないこと 
・能動・受動喫煙防止

生後６か月

・BFHI母乳育児がうまくいくための10のステップに沿った母乳育児支
援/搾乳支援 
・ベビーレッドフィーディング（欲しがるサインに答える授乳） 
・補完食；ベビーレッドウィーニング（いつから、何を、どのように） 
・鉄欠乏予防、ビタミンD欠乏予防 
・スキンケアの徹底と湿疹の適切な治療 
・受動喫煙防止 

６か月以降

・補完食；ベビーレッドウィーニング（いつから、何を、どのように） 
・鉄欠乏、ビタミンD欠乏予防と治療 
・睡眠リズムの確立 
・良好な排便 
受動喫煙防止

保健師

産婦人科医

総合診
療科医

精神科医

小児科医

歯科医

皮膚科医

栄養士

保育士

はじめの1000日の時期別に介入可能な課題

助産師

看護師
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鉄欠乏性貧血のリスク因子

鉄の貯蔵不足：早産、低出生体重児、出産週数に比し
て低体重児 

出生時の早期貧血：臍帯早期結紮、胎児胎盤輸血など 

鉄を含む食品摂取の遅れ（赤みの肉魚摂取をしていな
い子ども） 

男児で成長の良い児 

母乳で育てられている子ども
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鉄欠乏 
実践ではどうすればいいか

はじめの1000日（妊娠期、生後2歳まで）
は、リスク群には採血し、貧血の有無にか
かわらず、鉄欠乏の場合は、鉄剤を３-６
か月投与する。 
臨床的に使える指標は現時点では以下
（佐々木2019) 
鉄欠乏の診断は、MCV<70とフェリチン
<12-15で 
鉄欠乏の治療期間は3-6か月、フェリチン
100-300になるまで。
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小児へのビタミンD補充 
米国とヨーロッパの勧告

栄養方法に関わらず、ビタミンD必要量400IU/日を食品・
乳汁だけから摂取することは困難。 
米国小児科学会は　白人では皮膚ガンのリスク、肌の黒い
人では皮膚での合成不足、生活スタイルの変化による室外
で過ごす時間の低下などからすべての乳児に                   
1日400IU =10μg のビタミンD摂取を推奨。 

Wagner 2008 
ヨーロッパ小児消化器肝臓栄養学会は、リスク群にのみ乳児
にビタミンD摂取を推奨する。 

Bragger 2013 

ビタミンD欠乏
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ビタミンD欠乏予防の基本は 
日光浴と食物

ビタミンD欠乏

紫外線による
害が心配？

頑張って食べても 
十分ではない？

版権: <a href='https://jp.123rf.com/profile_citalliance'>citalliance / 123RF 写真素材</a>
版権: <a href='https://jp.123rf.com/profile_baibakova'>baibakova / 123RF 写真素材</a>
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女性だけでなく、日本人成人はほぼビタミンD欠乏状態

健康成人 （OH D測定結果-1 
25（OH D(ng/ml) 名 

極度欠乏 <10 64 

欠乏 <20 379 

不足 20 <30 62 

充足 30 100 7 

1 

13% 

74% 

12% 

1% 
全体(N=512  

極度欠乏 <10 

欠乏 <20 

不足 20 <30 

充足 30 100 

  平均年齢±SD（歳  
25（OH)D濃度

(ng/ml) 

全体(N=512) 37.9±11.3（22-66  15.6±4.8 (5.5-32.7) 

20歳代(N=155) 24.9±2.3 14.9±4.3 (7.0-31.4) 

30歳代(N=127) 34.1±3.1 15.9±5.1 (5.5-32.3) 

40歳代(N=133) 44.2±3.0 14.2±4.7 (6.8-27.6) 

50歳以上
(N=97) 

54.8±3.8 15.4±5.0 (6.4-32.7) 

充足していたのはサプリ
メント摂取者のみ
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有効でしかも害のない範囲の日光浴は？
国立環境研究所　地球環境研究セン
ター地域、日照状況、皮膚の露出度に
よる、ビタミンD10μgを生成するた
めに必要な時間と有害となる時間をリ
アルタイムに調べられる。 
各地域ごとの推奨を参考に家族に提案
しよう。

ビタミンD欠乏

http://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/ja/yokohama_exposure.html
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日本ではまだ勧告は出ていない 
予防投与目的で入手できる不活化型ビタミンDは

2014年に発売された

リスク児：紫外線量が少ない地域に住む、紫
外線対策をしている、外遊びが少ない。 
アレルギーで食事制限をしている。 
投与期間：生後数日から１年間 
市販薬：森下仁丹、ベビーD200 １滴　
5μg  　２滴/日 
参考ベビーD　１滴2μg

ビタミンD欠乏
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イタリアでは赤ちゃん用の 
体組成計が発売されている

身長や体重だけではわからない。 
除脂肪体重が大事。

過体重も低体重
もリスク
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Pietrobelli 2017

1. 妊娠前から両親がバランスのとれた食事をとる。 
2. 妊娠中・出生・乳児期に体組成を測ることが子どもの成長にとって必須。 
3. 生後６か月まで母乳だけで育てること。 
4. ４-６か月のカギの時期に補完食を開始すること。1歳までは牛乳ではなく、母乳または
通常ミルクを与える。 

5. 野菜・果物を早期から与える。日々のバラエティー、多様な食事、そして、始めは食べな
くても、少なくとも８回まで、繰り返し与えるべきである。食事に砂糖、塩、甘味料を加
える必要はない。 

6. 子どもの食べたい気持ちを尊重し、お皿を空にするよう強制しない。一部を食べること
を良しとし、食べ物をご褒美にしない。 

7. 乳児期は動物性タンパクを制限し、脂肪リバウンドを避ける。1歳から3歳までは牛乳よ
りもグローイングアップミルクを与え、必須脂肪酸と鉄を補給する。 

8. 必須脂肪酸を含む適切な脂肪摂取を推進する。 
9. 食事時間には、両親が良い役割を演じ、テレビや動画を見ない。 
10.体を動かすことと十分な睡眠をとる予防的介入をする。睡眠時間が短いと肥満のリスク
となる。文献レビューとこの論文の検討によると、肥満と栄養、小児肥満の増加に対応す
る公的な健康施策が望まれる。

肥満予防のための10の実践　(イタリア）
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離乳授乳の支援ガイド2019に掲載された実践例

事例1 医療機関(BFH)における妊娠、出産、産後の期間を通じた一貫
した授乳支援 
事例2 産後ケア事業における授乳支援 
事例3 子育て世代包括支援センターを契機とした切れ目ない授乳支援

授乳離乳に関するエビデンスに基づいた情
報提供ができているか？

授乳離乳の支援ガイド2019 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/dl/h0201-3a3-03c.pdf
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授乳・離乳の支援ガイド2019の文章通りでは 
なかなか鉄分の多い食事を始めにくい

母乳育児の場合、生後6か月の時点で、ヘモグロビン濃度が低く、鉄欠乏
を生じやすいとの報告がある。また、ビタミン D 欠乏の指摘もあること
から、母乳育児を行っている場合は、適切な時期に離乳を開始し、鉄や
ビタミン D の供給源となる食品 を積極的に摂取するなど、進行を踏ま
えてそれらの食品を意識的に取り入れることが重要である。  
生後６か月からは、おかゆから始め、慣れたら、野菜、豆腐、白身魚、
固ゆで卵黄・・・離乳が進むにつれて、白身魚から赤身魚、青皮魚、卵
は卵黄から全卵へ・・食べやすく調理した脂肪の少ない肉類、豆類・・・
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授乳離乳の支援ガイドの標準的な記載だけではう
まくいかないこともある。応用するためにも、も

う少し情報が欲しい・・・

６カ月以降の食事回数と授乳回数：支援ガイドでは合計５回とされてい
る。回数には幅があるにしても、カロリー栄養不足が懸念されるのでは
ないか。 
WHOの母乳だけで育てられている子どもの食事では1日平均で11回であ
る。
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ガイディングプリンシパル 
母乳以外で育てられている6-

24か月児の食事
Dewey K,et alを元にWHO作成

https://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/en/
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食事回数と食べ物の濃度

•ガイドライン：平均的な健康な乳児では食事は１日４-５
回と子どもが望むなら栄養価の高いスナックをさらに１-
２回与えるべきである。適切な食事回数はその地域で与
えられる食べ物の濃度と１回あたりの摂取量による。食
べ物の濃度が低かったり、１回の摂取量が少なければ、
回数をもっと増やす必要がある。

Dewey 2014

79

大山牧子

食事回数と食べ物の濃度
• 科学的原則：このガイドラインは必要なエネルギー量と胃の容量を１食
体重kgあたり30gとし、エネルギー密度を0.8kcal/gとして計算した食事
回数の理論値である。 
• 食事には乳汁、食事をスナックは通常自分で食べられる調理の簡単な軽
食とした。表２には食べ物の濃度別に必要な回数を示した。最も薄い食
事の場合、１日５-６回必要だし、最もエネルギー密度の高い食事の場合
３回で良い。１食に食べる量が少ない場合は、表２より回数を増やす。 
• 言い換えれば、必要なエネルギー量は食事回数に依存する。表２では、
最も薄い食事（~0.65kcal/g）のエネルギー密度なら１日５回食の必要
があり、～0.75kcal/gの食事なら４回、最も濃い食事（～１kcal/g）な
ら３回でよい。 
• ＋２SDを示して、様々な子供のニーズに合うようにした。子供によって
必要なカロリーは違うので、空腹のサインを見ながら加減する。

Dewey 2014
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表2 6-23か月児の 
エネルギー必要量、最低食事回数、最低食事エネルギー密度

年齢 6-8か月 9-11か月 12-23か月

母乳だけの場合の平均エネルギー必要量
(kcal/d)＊ 615 686 894

日本食事摂取基準 600-650 650-700 900-950
エネルギー必要量+2SD(+25%)＊＊ 769 858 1118
30g/kg体重とした機能的胃容量(g/食), 249 285 345

エネルギー密度ごとの食事回数
0.6kcal/g 5.1 5.0 5.4
0.8kcal/g 3.9 3.8 4.1

1.0kcal/g 3.1 3.0 3.2
食事回数による最低食事エネルギー密度

3 1.03 1.0 1.08

4 0.77 0.75 0.81

5 0.62 0.6 0.65

Dewey et al, 2004

＊母乳のみの場合のデータ。混合または人工乳では、634,701,900kcal/d 
＊＊表の回数はすべて安全を見越して母乳＋２SDのカロリーで計算
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７か月８kg 必要カロリー　600~650kcal/日

160~240g

• 例1 
• 人工乳200ml=130kcal, 
• 濃度の薄い食事；0.6kcal=g 
• 胃容量；30gx8=240g 
• 離乳・授乳の支援ガイドの中期食のサンプル量を元に2食
食べて、3回のむと 
• 0.6x(80x2)+130x3＝486。少食なら120~160 kcal 不
足 
• 125gを２回食べて３回飲んでも540kcalでまだ不足。 
• ２回食なら４回飲む必要あり。 
• 母乳育児の場合、授乳回数がもっと多い

80g 80g

125g 125g +
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７か月８kg 必要カロリー　600~650kcal/日

• 例２ 
• 人工乳200ml=130kcal, 
• 濃度の薄い食事0.6kcal=g 
• 胃袋30gx8=240g 
• 1食80gと小食で３回食べて４回のむと0.6x80x3+130x4＝
664 kcal 
• 合計7回飲んだり食べたりで必要量を満たす 
• 母乳育児の場合授乳回数はもっと多い80g

80g 80g80g
+
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11か月9kg 必要カロリー700kcal/日

200ml(130Cal)X4=520Cal

270g

0.8Cal/gl

• 例２人工乳200ml=130kcal, 
• 中等度の濃度の食事0.8kcal=g 
• 離乳・授乳の支援ガイドの後期食のサンプル量
を元に１回125gを３回食べて3回のむと
0.8x(125x3)+130x3＝690Cal 充足 
• 母乳育児の場合授乳回数はもっと多い

0.8Cal/gl 0.8Cal/gl
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0.8kcal/gの補完食とはどんなメニューか？1日３
回　こども茶碗１杯ずつ食べられるか？ 
少食の場合、濃度の高い(1.0kcal/g)の補完食が必要
だろう

S94
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米（容積） 水（容積） 100gの
カロリー

米飯 1 1.2 168
10倍粥
（＝5分粥）

1 10 36

5倍粥
（＝全粥）

1 5 71

母乳／ミルク 65

おかゆのカロリー
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瀬尾智子氏 2019 補完食
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市販ベビーフードの濃度
食品密度

K社かむかシリーズ １歳４か月から 0.45-0.69cal/g

K社ハッピーレシピ 12か月から 0.35-0.48

K社スマイルカップ 12か月から 0.65

 G社１歳からの幼児食 12か月から 0.47-0.79

M社９か月からのベビーフード ９か月から 0.48-0.62

M社１歳からのベビーフード １２か月から 0.38-0.81

M社大満足ごはん １２か月から 0.9

W社BIGサイズの栄養マルシェ 12か月から 0.67

W社グーグキッチンBIG 12か月から 0.45

P社ベビーフード 12か月から 0.45

M社e赤ちゃん村 5,7,9,12か月から 0.52-0.65

１歳からでも1.0kcal/gどころか、0.6kcal/g程度の薄さがほとんど！
eatsmart/jpカロリーチェック離乳食・ベビーフード　2019．５.30
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市販のベビーフードだけでは食事回数と量と両方
増やさないと必要カロリーを満たせない 

全がゆにとりわけのおかずを混ぜる方法もあり

S97
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終わりに

1000日の栄養を脳の発達から見ると、低栄養と栄養過多の両方が、生涯に
わたる医学的精神社会的問題を起こし、学業成績を落とし、次世代への影響
を与えることがわかる。 
妊娠中の女性の栄養は、マイクロバイオームの形成に関与し、出生前からの
子どもの低栄養を予防し、健康な出産、生後の成長、脳の発達に関与する。 
母乳ははじめの1000日の栄養の271日目から1000日までをカバーする重
要な因子である。乳児の脳の発達と健康なマイクロバイオームを育て、生涯
にわたる健康を保証すると言える。 
補完食は、子どもの発育、発達、気持ちに合わせ、適切な質と量を選択でき
るよう、養育者にきめ細やかに伝える必要がある。 
受精前後の葉酸に加え、小児ではリスク群において、鉄、ビタミンDのサプ
リメントを考慮する。
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