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The New York Times の記事の紹介 
－ 赤ちゃん主導の離乳法により肥満は減るか？ － 

今回の医学部 NEWS では、The New York Times に掲載された記事（ 2018 年 2 月 26 日 ）を紹介します。

原題は『 What Happens When You Let Babies Feed Themselves? 』です。語数は 843 語、比較的読

みやすい長さです。英文は内容面、文法面ともに平易で、本番の問題であれば、設問を含め、30 分ほど

で処理したいところです。なお、The New York Times から、これまで複数回出題している東京医科歯

科大学でも、目安は 30 分です。東京医科歯科大学の設問は、内容説明の記述問題、正誤の記号問題のい

ずれもが過去には出ています。 

 
 ＊ 英文 

 

   I remember the first time my daughter discovered her hand. The look of amazement on her face 

was priceless. It wasn’t long before she was putting that discovery to use, trying to put everything 

she could find into her mouth. 

   Babies want to feed themselves. It sometimes feels as if parents spend more time trying to stop 

them than encouraging them. Over the last few years, however, some people have begun to ask if we 

are doing the right thing. 

   Baby-led weaning is an approach to feeding that encourages infants to take control of their eating. 

It’s based on the premise that infants might be better self-regulators of their food consumption. 

   It has even been thought that baby-led weaning might lead to reductions in obesity. While babies 

have been spoon-fed for a long time, the explosion of commercial foods for them might be making it 

too easy to overfeed them, an idea that the results from a cohort study in 2015 seemed to hint at.  

   Those weaned in a baby-led approach seemed to be more responsive to being sated and were less 

likely to be overweight. A case-control study from 2012 also argued that baby-led weaning was 

associated with a lower body mass index (B.M.I). Such trials cannot establish causality, however, 

and may be confounded in unmeasured ways.  

   A recent randomized controlled trial accomplished what previous work could not. Pregnant 
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women in New Zealand were recruited before they gave birth and randomly assigned to one of two 

groups.  

   Both got standard midwifery and child care. But one group received eight more contacts, from 

pregnancy to the newborn’s ninth month. Five of these were with a lactation consultant, who 

encouraged the mothers to prolong breast-feeding and delay the introduction of solid foods until 6 

months of age. The three other contacts were with research staffers who encouraged parents to read 

hunger and fullness cues from their infants and provide their babies (starting at 6 months) with 

foods that were high in energy and iron — easy to grab but hard to choke on. 

   The parents also received recipe books, food ideas, safety information and other pretested 

resources designed for the study. 

   The researchers were thorough. They frequently tested parents’ adherence to the baby-led 

approach throughout the second half of the first year of life, with outcomes collected by researchers 

who did not know which group participants had been assigned to. Before randomization, most of the 

mothers were planning to spoon-feed their babies, so this was a new way of thinking. 

   The results were disappointing. The study found no significant differences in the children’s body 

mass indexes at 12 or 24 months. Even when researchers restricted the analyses to the most 

adherent subjects, there were no significant differences over all in B.M.I. 

   The good news is that babies ate on their own: Parents can be reassured that coaxing their infants 

to eat more is not the only thing keeping them from malnutrition. The bad news is that more than 10 

percent of the infants in the intervention group were overweight by 2 years of age. One of the most 

significant predictors of being overweight as an adult is being overweight as a child. 

   The best method of feeding babies has long been a subject of debate. An article published in 1948 

in the same journal as this study, JAMA Pediatrics, reviewed the “literature on the so-called 

self-demand schedule of infant feeding” for prematurely born infants after they were discharged 

from the hospital. It noted that there was an increasing trend (in the 1940s!) toward allowing 

infants to regulate their own feeding. It noted the cyclical swings in thought between rigid 

regimentation of feedings and allowing too much freedom in a self-demand schedule. 

   It appears that some things have not changed. 

   The concerns expressed in the 1940s were very different from those of today, however. Then, 

people were focused on making sure babies got enough nutrition to grow and develop properly. Now, 

we are more worried about overconsumption and obesity. 

   It’s not clear whether humans are programmed to maintain a healthy weight on their own. 

Animals in the wild are subject to outside forces — the need to forage or kill, to compete, and to 

prepare for future shortages. Domesticated animals’ eating is regulated by us. Anyone who has 

owned a pet knows not to leave them alone with an open food supply, unless you want all that food to 

be gone. 

   This study supports the idea that, left to their own devices and supplied with more than enough 

food, babies will overeat. We still need to intervene. Nonetheless, there might be merit to giving 

infants more control over their eating: This study found that baby-led weaning resulted in children 

who were less fussy about what they ate and who seemed to enjoy their food more. Both of those 
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things are good. 

   But if we want to find a larger solution to the issues of overweight American children and obesity, 

it seems we’re going to have to work harder. Babies aren’t going to solve the problem for us. 

 
 （ Aaron. E. Carroll, “What Happens When You Let Babies Feed Themselves?”,  

The New York Times, February 26, 2018 ） 

 
 ＊ 訳例 

 
   娘が初めて自分の手というものを発見した時のことを、私は今でも覚えている。彼女の表情に表れた

驚いた様子は、かけがいのないものだった。それからまもなく、彼女は、そうした発見を実用に活かす

ようになっていった。彼女は、見つけたものを何でも口に入れようとしたのだ。 

   赤ちゃんは自分で食事をとりたがろうとする。親は、そうした行為を促すより、止めさせようとする

ことに多くの時間を費やしているように感じられる時さえある。しかし、数年前から、一部の人々は、

我々は正しいことをしているのかという問を投げかけるようになり始めた。 

   赤ちゃん主導の離乳は、食事に関し、赤ちゃんに主導権を委ねることを勧める方法である。こうした

方法は、次の前提に基づく。それは、乳幼児は、食料摂取に関し、自己管理に優れているかもしれない

という前提である。 

   すでに、赤ちゃん主導の離乳により、肥満が減少するかもしれないとさえ考えられるようになってい

る。これまで長らく、赤ちゃんには親がスプーンで食事を食べさせてきたが、今日、赤ちゃん向けの市

販食品が急増したことにより、赤ちゃんの過食があまりにも起きやすくなっている恐れがある。これは、

2015 年のコホート研究の結果が示唆しているように思われた考えである。 

   赤ちゃん主導という方法で離乳した子供は、満腹感をより感じやすいように思われた。そして、肥満

になる割合も低かった。また、2012 年の症例対照研究においても、赤ちゃん主導の離乳と体格指数（BMI

値）の低下との間に関連があることが示された。しかしながら、こうした試験だけでは、因果関係は証

明できない。測定されていない要因によって交絡が生じている可能性がある。 

   近年行われた、ある無作為比較対照試験において、これまでの研究においてはできなかったことが成

し遂げられた。出産を控えたニュージーランドの妊婦を対象に（試験の）募集が行われ、そして、その

妊婦たちは二つのグループのいずれか一つに無作為に割り当てられた。 

   いずれのグループも、標準的な助産術や小児看護を受けた。しかし、一方のグループは、妊娠期から

新生児が 9 ヶ月になるまで、8 回多く（専門アドバイザー等との）接触をもった。その中の 5 回は、授

乳カウンセラーとの接触であった。授乳カウンセラーは、母親に生後 6 か月になるまで授乳期間を伸ば

し、固形食の導入を遅らせるよう勧めた。残る 3 回は、研究スタッフとの接触であった。そうしたスタ

ッフは、親に子供から空腹や満腹の手がかりを読み取り、（生後 6 か月から ）乳幼児にエネルギーと鉄

分が豊富で、そして、手に取りやすい一方でのどに詰まらせにくい食事を与えるよう勧めた。 

   親たちは、また、料理のレシピ本、料理のアイデア、安全性に関する情報、そして、その他、予備調

査が行われ、研究のためにデザインされた資料を受け取った。 

   研究者たちの取り組みは徹底したものだった。彼らは、頻繁に、生後一年間の第 2 半期を通じ、親た

ちがどれほど赤ちゃん主導による方法を順守していたかについて確かめた。そして、結果は、被験者が

いずれのグループに割り当てられていたかを知らされていない研究者によって集められた。無作為化が
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行われる前の時点では、そうした母親の大半は、スプーンで食事を与えることを計画していた。したが

って、こうした考え方は、斬新なものであった。 

   結果は期待外れのものであった。この研究においては、生後 12 ヶ月もしくは 24 ヶ月の時点における

子供の BMI 値に有意差は認められなかった。研究者たちが、分析の対象を順守率が最も高かった被験者

に限定した場合でさえ、全般的に BMI 値には有意差は認められなかった。 

   よい報告もある。それは、赤ちゃんが自分で食事をとるようになったことである。親は、子供をなだ

めて、より多く食べさせることが、子供が栄養不良に陥ることを防ぐ唯一の手立てではないことに安堵

することができるだろう。一方で悪い報告もある。介入群の乳幼児の 10％以上が、2 歳になるまでに肥

満になっていたのだ。成人の時点で肥満になる最も有意な予測因子の一つは、子供の時に肥満になるこ

とである。 

   赤ちゃんに食事を与える最善の方法は、これまで長らく議論の主題となってきた。1948 年、この研究

と同じく、JAMA Pediatrics 誌において発表された論文において、未熟児で生まれた乳幼児に対する、

退院後のいわゆる「自己調節授乳スケジュールに関する文献」についてのレビューが行われた。同論文

は、乳幼児に自身の食事を管理させようとする傾向が（1940 年代に）強まりつつあったことに注目した。

同論文は、また、食事に関し、厳格に管理することと、自己調節的なスケジュールにおいて自由を過度

に認めることの間で、考え方が周期的に揺れ動くことにも注目した。 

   中には、これまで変わらなかったこともあるように思われる。 

   しかし、1940 年代に表明された懸念は、今日のものとは全く異なる。当時は、良好な発育に足る栄養

を赤ちゃんが確実に摂取できるようにすることに、人々の関心は向いていた。一方で、今日では、我々

は、過剰摂取と肥満をより懸念するようになっている。 

   人間が、自分で健康体重を維持できるようプログラムされているかどうかは、はっきりとは分からな

い。野生動物の場合は、外部からの影響力を蒙る。つまり、獲物を探し回ったり、殺したりする必要性、

競合する必要性、将来の不足に備える必要性に迫られるのだ。飼い馴らされた動物の食事は、我々人間

によって統制される。ペットを飼ったことがある人であれば誰でも、エサの全てがなくなることを望ん

でいる場合を除けば、エサが自由に得られる状況に動物だけを置いておくべきではないことは分かって

いる。 

   この研究は、赤ちゃんに、自分の好きなような行動をとらせ、かつ、必要以上の食料を与えた場合、

その赤ちゃんは過食してしまうとの考えを裏付けるものである。やはり、我々が介入する必要があるの

だ。とはいえ、食事に関し、一層の主導権を乳幼児に与えることにメリットもあるかもしれない。この

研究によって、赤ちゃん主導の離乳を実践した結果、子供は食べるものに好き嫌いが少なくなり、そし

て、食事をより楽しんでいる様子であったことが判明した。これらのことは、いずれも好ましいことで

ある。 

   しかし、アメリカの肥満児や肥満の問題に対する、より包括的な解決策を見出したいのであれば、我々

は、今以上に努力しなければならないように思われる。赤ちゃんが、我々に代わって、こうした問題を

解決してくれることはないのだ。 
                                      （ 白川 泰成 ） 
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事務局より 
 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 

■□プレミアム講座 お申込受付中■□ 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策／ 

生命科学過去問分析（旭川医科大学・名古屋大学・鳥取大学・島根大学・香川大学・ 

愛媛大学・大分大学・鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／英語形式別予想問題演習／ 

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策／「組織学」入門講座 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

 

 

■□トップレベル生命科学テストゼミ お申込受付中■□ 

https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=1&k=std 

（（講座の選択））医学部学士編入＞2018年度試験対応＞新宿本校または通信 

お申込み対象者 ：2018 年実施試験対応講座受講生で、完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命

科学」両方の受講履歴がある方（受講中または申込済で受講予定の方含む） 

 

 

■□公開模試 お申込受付中■□ 

 

▼詳細・お申込はこちらから ▼ 

http://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/ 

 
 

■□完成生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

 完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

▼詳細・お申込はこちらから ▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk 

詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 
 

 

■□実戦生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 開講のお知らせ（予告）■□ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=1&k=std
http://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/
http://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk
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 4 月 14 日（土）より申込開始します。 

詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 

 

 

【テストのお知らせ】 

 

■□第１回実戦実力テスト 英語／生命科学 各 90 分■□ 

＜新宿本校＞3 月 17 日（土）13:30～16:45 

＜名駅校＞3 月 17 日（土）13:00～16:15 

＜新大阪校＞ 3 月 17 日（土）13:00～16:15  

＜ＷＥＢ通信＞問題：発送済／提出期限：3 月 15 日（木）郵送必着 

 

■□第 2 回完成実力テスト 英語（60 分）／生命科学（80 分） ■□ 

＜新宿本校＞3 月 25 日（日）10:30～13:00 

＜名駅校＞3 月 24 日（土）13:00～15:35 

＜新大阪校＞ 3 月 24 日（土）13:00～15:35 

＜ＷＥＢ通信＞問題：3 月 20 日（火）発送予定／提出期限：4 月 5 日（木）郵送必着 

 

■□第 3 回単語テスト 2０分■□ 

＜新宿本校＞＜名駅校＞＜新大阪校＞ 実施終了 

＜ＷＥＢ通信＞問題：発送済／提出期限：3 月 15 日（木）郵送必着 

 

■□第 4 回単語テスト 2０分■□ 

＜新宿本校＞4 月７日（土）13:00～13:20 

＜名駅校＞5 月 20 日（日）17:00～17:20 

＜新大阪校＞5 月 13 日（日）10:30～10:50 

＜ＷＥＢ通信＞問題：5 月 15 日（火）発送予定／提出期限：5 月 31 日（木）郵送必着 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

「東京医科歯科大学 自然科学総合」過去問解説講義（90 分）三上貴浩 講師 

＜新宿本校＞終了しました。DVD 視聴可能 

＜名駅校＞＜新大阪校＞ 3 月 15 日（木）視聴開始 

＜ＷＥＢ通信＞ 3 月 22 日（木）～配信予定 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90 分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120 分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「出願書類の書き方 （90 分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120 分）」 

「英語得点アップ戦略 （90 分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 
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■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

 

【新宿本校】 http://school.kals.jp/student-shn/blog/18810 

【名駅校】http://school.kals.jp/student-mk/blog/18805 

【新大阪校】http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

http://school.kals.jp/student-shn/blog/18810
http://school.kals.jp/student-mk/blog/18805
http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

