
ママとベビーのための離乳食講座



カウプ指数 体重（g）÷身長（㎝）÷身長（㎝）×１０

例 体重 ５kg 身長 ５０㎝ 生後３か月 カウプ指数は

５０００÷５０÷５０×１０＝２０

判定 カウプ指数

やせすぎ １４．５未満

やせ気味 １４．５～１６未満

標準 １６以上～１８未満

太り気味 １８以上～２０未満

太りすぎ ２０以上

（成人に対するBMI指数と同じ）

※医師によって違いがある

生後3か月～1歳



100のうち上から3％下から3％が除外されている。

3~97%が範囲あたる。（乳児が非常に少ないことから除外している）

時系列でみたり判別するのがパーセンタイル値



発育に影響する因子

・成長ホルモン（甲状腺ホルモン・下垂体ホルモン・性ホルモン）

・持って生まれた栄養

・民族・人種による遺伝

・家族性の遺伝など

後天的因子

・疾病

・心理影響など

一概に決まってはいないので注意が必要



口腔

乳児の咀嚼は歯ぐきと舌を使います。

とくに離乳食初期は舌と上顎を使います。

唾液（よだれ）の中には糖質消化酵素は入っていません。

※糖質⇒ごはん・パン・うどんなどの糖質は分解吸収はできません。

赤ちゃんが消化吸収できるものは乳糖（母乳・人工乳）

いつ頃から糖質を分解できるのでしょうか？「 」

ただし個人差があるため●●か月を過ぎたからOKではなく

ゆっくりと（のんびり・ゆったり）すすめて欲しいです。



胃

胃でタンパク質の分解が行われます。

大人の胃と異なり赤ちゃんの胃は筒状になっています。

新生児 ５０ｍｌ（５００ｍｌペットボトルの２㎝程度）

３か月児 １５０ｍｌ

１歳児 ３００ｍｌ

3か月児で２００ｍｌを飲んだ場合

吐き戻しや腸へとながれていきます。

※新生児の窒息死の6割が吐き戻しによる
窒息死です。

大人が母乳を飲むと下痢をする？本当？



腎臓

ろ過排泄機能で体液を一定にコントロールする働くきがあります。

赤ちゃんの腎臓機能（体液を一定保つ）が成人と同じように働くには

●～●歳頃です。

赤ちゃんには薄味（塩・砂糖なし）が必要なのは腎臓機能が未熟だからです。

十二指腸・小腸・大腸

腸の長さは新生児で身長の7倍・幼児で６倍・成人で４倍

母乳が便になるまでの時間（新生児の場合 ？時間）

人工栄養が便になるまでの時間 ？時間



原始反射

吸啜（きゅうてつ）反射 口に入ってきたものを強く吸う

探索反射（たんさく） 唇に乳首などが触れると首を振って探す

嚥下反射（えんげ） 乳首が口にはいるとくわえて飲み込む

この一連を合わせて「哺乳反射（ほにゅう）」といいます。

哺乳反射が減弱消失していき「咀嚼（かむ）」動作へと移行していきます。

哺乳反射が減弱消失されていくのは６～7か月といわれています

（個人差があります）



口を開けて食べる⇒母乳・人工栄養

口を閉じて食べる⇒離乳食（固形物）

下唇を刺激し唇を閉じる訓練が必要です

離乳食初期はポタポタしたものでないと飲み込めません

スプーンは赤ちゃんの口幅より小さく
深さのあるスプーンより浅いもの（一気に流れ込むものは×）
金属スプーンは冷たさがあるため嫌がります。素材にも注意しましょう



離乳食開始や内容など専門家によって見識が異なるため

保護者の方が離乳食開始・内容を選択し決定することが大切。

例えば・・・

歯科の場合生後5か月あたりから開始

（歯の萌出からみている）

胃腸科の場合

腎臓・十二指腸・小腸・大腸機能を基準すると離乳食開始は

歯科に比べ遅く、ゆっくりなスタート

専門によって考えが異なっています。

臓器の成長発育・発達は全て異なるので
保護者の方はより悩んでしまうことになります。



離乳食初期（一般には生後５～６か月） 体からの目安

・首が据わっていること
・支えがあれば座ることができる
・体調がよい

舌と口 食べ物の固さ 固さの例 保護者の支援

嚥下反射がでる位
置まで自分で送る
ことができる

口に入ったものを
前から奥へと少し
ずつ移動できる滑
らか・すりつぶし
たもの

ぽたぽたしたヨー
グルト程度固さ
（ヨーグルトを与
えるのではない）

下唇にスプーンを
充てる。保護者の
かたにしっかり抱
えられて

例
うちの子は1歳です
1歳から離乳食開始です。５～７か月の赤ちゃんではないので
最初から大人と同じ硬さのものを与えています。

このような場合、みなさんはどう考えますか？



離乳食を初めて開始するときの心構え

・かかりつけ医（小児科）が診療している曜日におこないます。

（アレルギー反応が起きた場合にすぐに小児科に連れていくことができるからです）

・1回食を1か月程度続けたら2回食にステップアップしていく程度です

・2回食になったら午前に一度、午後１３～１４時に一度のように分けます

（いずれも小児科に受診できる時間としています）



離乳食初期（６～７か月）の食材と調理の目安

・離乳の開始はアレルギーの心配の少ない（米）つぶしがゆから

ただし生後5か月くらいまでにはアミラーゼ分泌が正常値にはありません

（糖質消化酵素はないので量に注意。胃腸への負担を考慮しましょう）

・調味料は使用しない（腎臓に負担がかかるため）

・慣れてきたらジャガイモ・豆腐・白身魚などを増やしていきます。

ただし柔らかく煮込んだ後、裏ごし又はすり鉢ですってトロトロ・ポタポタ状に

しましょう。

・赤身魚・肉・卵・乳製品はこの時期には離乳食として使用しません

・離乳食の回数は１～２回程度です



１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

７ ８ ９

果物も加熱をするって本当？

おかゆ

野菜



離乳食中期 おおよそ８～９か月

・離乳食を食べることに慣れた
・離乳食を飲み込むことができた
・食べている最中に舌が出ない

舌と口 食べ物の固さ 食べ物例 保護者の支援

舌と上顎を使っ
てつぶしていく
動きを覚える

舌でつぶせる固
さ

絹ごし豆腐 飲み込みやすい
ようにトロミつ
ける。
スプーンは下唇
にのせ上唇が閉
じるのを待つ

葉物はトロミをつけるのが難しく、高齢者でも食べにくい食材です。

刻み食はのどに詰まりやすく口一杯に刻み食材がひろがり、食塊形成ができません。

むせてしまうことがあるため葉物は避けましょう。



あかちゃんが一人で椅子に座れるようになる頃

ベビーチェアを購入する際は

・足裏全体が床につく

・背もたれが高い

・肘置きがある

・ベルトがある

ものが姿勢や呼吸などに良いとされています。

離乳食の回数は２回

タンパク質・野菜のバランスを考えて献立を立てていく頃になります。
肉は脂肪の少ない鶏肉など
野菜は柔らかくなりやすいものをえらび「食物繊維が少ない」ものを。

※食べきる前に与えると「丸のみ」をする癖がつきやすくなります。

この時期の与え方がのちの学業に影響していきます



購入画像



購入画像



離乳食後期１０～１２か月

一日３回食が食べられる
手づかみ食べ開始時期
手づかみ食べで脳や手指の発達を促す
介助者が食べさせるのではなく自己で食べる環境作りを
徐々に家族との食事時間を合わせていく

舌と口 食べ物の固さ 食べ物の固さ 例 保護者の支援

舌と上顎でつぶせ
ないものを歯茎で
つぶすことを覚え
る

歯茎でつぶせる固
さ（指でつぶせる
もの）

バナナ 柔らかいものは前
歯でかじり取らせ
る

生後９～以降は鉄が不足しやすい

ごはんは全粥から軟飯へ



離乳食完了期１歳～１歳半

前歯で噛みちぎれる
乳歯２０本のうち１６本が１歳半で萌出

（奥歯は２歳で生え揃う）

舌と口 食べ物の固さ 例 保護者の支援

口に詰め込んで
一口量を覚える。
手掴み食べが上
手になると食具
の使用も上手に
できる

歯茎でかみつぶ
せる固さ

トロミのついた
柔らかめの肉団
子

手づかみ食べを
させる

フォークや箸を持たせてよい月齢は？
コップ飲み（すすり飲み）を推奨



呼び名 別名 米からの作り方 ごはんからの作り
方

重湯 お粥の上澄み

１０倍粥 五分がゆ 米１：水１０ ごはん１：水３.４

７倍粥 七分がゆ 米１：水７

５倍粥 全粥 米１：水５ ごはん１：水２

２倍粥 軟飯 米１：水２ ごはん１：水0.7



赤ちゃん（Baby）が主体となって行われる（Led）離乳（Weaning）。

親が主体となって赤ちゃんに食べさせる離乳食ではなく、

BLWはその真逆で、すべて赤ちゃんに任せて自由に食べてもらう方法

「BLW」=「ベビーレッドウィーニング」

食器やスプーンなどは一切使用しない。
食卓に直に起き、手づかみで食べる

誤嚥・窒息に備える知識を得ていること

坐位がじぶんで保持できる

必ず親がそばにいて見張る（スマホ使用は言語道断！）

舌でつぶせる柔らかさ



❶準備が簡単（親のため）

❷子どもの好奇心を引き出す

❸好き嫌いが少なくなる

❹頭の良い子に育つ（？自主性）

❺食器で遊ばない（親のため）

➏家族と同じものを食べる一体感（味はない）

➐離乳食のステップがないので楽（親の都合）

一般的に言われているBLWのメリット

デメリット❶窒息の危険性があるので絶対に目を離さないこと

❷消化が未完のため食物がそのまま出てくる

❸掃除が大変



日本医師会
救急蘇生法参照



乳幼児窒息
NO.1の食べ物は？

プチトマト（滑り）
レーズン（形・大きさ）

？

食べている最中に話しかける危険性





離乳食だけでなく物事はすべて「選択」、

選んで生きていきます。選んで決める。そのために選択肢や視野を広げるのも

大切なことかもしれないですね。そして他のお子さんと自分の子は

ＤＮＡも生活環境も卵子・精子（ご両親）も異なります。

周りに言われたからではなく、自分の子の特性を探していく、

見つけていくことが大切ではないでしょうか？

まとめ

赤ちゃん・家族の生活環境や食生活の見直し。

専門分野ごとに離乳食は異なるので自分や子供にあった考え方をチョイス。

詳しく血液分析希望の場合は専門外来（自費）もある。

赤ちゃんと大人は全く別の生き物なので大人の価値観で決めない。

お互い（赤ちゃん＆ママ）追い詰めない・追い詰められないような簡単離乳食も。



・ベジタリアン・ヴィーガンの親御さんに

子どもには野菜しか与えないと言われたら？

・子どもを尊重して子の好きなものしか与えないと

言われたら？

・MEC食を子どにしていますと言われたら？

・母乳は脂肪なので溶かしバターを与えていますと言われたら？

・フルーツを毎日摂っていますといわれたら？

・熱中症が心配なのでイオン飲料を飲ませていますといわれたら？


