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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのpHをも併せて測定した。

　　　　　　　第悼緒　言　　　　　　　⑳ヒ様物質，硫化水素ぴpHの“aure法
　著者はさきに乳幼児の腸内腐敗に関する研究の一環　　　　ヒ様物質の測定はMagnus法によつた。硫化水素

として，栄養法別にみた腸内腐敗の変動及び離乳期食　　　の測定は鉛糖紙法によつた。夫々の方法の細部及び判

品の種類による陽内腐敗の変動につぎ報告した①②。　　　定基準は既報①に詳述した通りである。尚糞便のpH

即ち，腸内腐敗の程度は人コ：栄養児，離乳食摂取幼児　　　の測定はホリバのpH　meterにcよつた。

では母乳栄養児より高度であること，離乳期食品がそ　　　⑧　実験食餌の種類及び組成

の程度に影響を与え得ることなどを述べた。　　　　　　　実験食餌の種類は第1表に示す通りである。添加蛋

　糠つて乳児の人工栄養に就ては，養素のみに限つて　　　白源としてはカ・tfインカルクを，添加含水炭素源とし

も多くの課題があるが，与えるべき蛋白の盤は最も重　　ては，庶糖，第2含水炭索（製晶Ne又はRe）を用

要なものエ・一一つであり，この闇題に就ては現在もなお

・種々の面から検討が加えられつXある③④⑤⑤⑦。今　　　第ユ表各群の乳児に与えた食餌の種類

回著者は，人工栄養乳児における腸内腐敗につぎ，特　　　　第1群

に蛋白の摂取量との関係を中心として検討した。健康　　　　　1　中等量蛋白，中等最合水炭累食餌

な乳児につき，この点を詳細に潭求した成績は末だ甚　　　　　　　　全牛乳＋3％第2含水炭素＋5％酬窟

、だ乏しいと思われるので蜘ご報告する。　　　　　U照白滴含猷勲餌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％牛乳十10％第2含水炭素十5％藤糖

　　　　第2章　実験対象及び実験方法　　　　　　　　　　　ll［　高蛋由・中等最含水炭素食餌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全牛乳＋2．7％カゼイソカルク＋

　　（1）実験対象　　　　　　　　　　　　　　5％第2含水炭素＋5％藤糖
　某乳児院に収容中の健康乳児15名を対象とし，8名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2群
及び7名の2群紛けて行った・肺は3ケ月から6　　N中会蝿蛋白，低献炭素食餌
ケ月迄で，男児11名・女児4名であった。これら乳児　　　　　　　全牛乳十5％縢糖

は実験中はほ讐一定の環境条件下に哺育せられ，乳汁　　　　V　高蛋白，低含水炭素食餌
以外の食餌は与えられなかつた。　　　　　　　　　　　　　　　　全牛乳＋2・7％カゼイソカルク＋5％蘇糖

　　・・）轍方法　　　　　胴塁麟携難攣驚野、ク＋
　腸内腐敗産物としては，ヒスタミン様物質（以下ヒ　　　　　　　　　　　　5％第2含水炭素＋5％簾糖

様物質と略す）と硫化水素を選んだ。これらの物質は　　　　　YK　低蛋白，低含水旗素食餌

糞便を材料として測定した。大部分の材料については　　　　　　　％牛乳十7％薦糖
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いその変動には主として第2含水炭乗を使用した。何　 における乳児糞便中のヒ様物質，硫化水素量及び糞便

れも高，低，中等量の3段階に分けこれを組合せて合　　　の水素イオソ濃度は第1図～第6図の如くであり，こ

計7組の食餌を作つた。第1群に属する8名には中等　　　れらの結果は一括して第4表及び第5表に示した。

量蛋白中等量含水炭素・低蛋白高含水炭素・高蛋白中　　　　　（1）蛋白摂取量と含水炭素摂取量とをともに

等量含水炭素食餌を，第2群に属する7名には中等量　　　　　　　変動した場合における乳児糞便中ヒ様物質

蛋白低含水炭素，高蛋白低含水炭素，高蛋白中等量含　　　　　　及び硫化水素量の変動

水炭素，低蛋白低含水炭素食餌を夫々交互に7～10日　　　　蛋白摂取量の乳児糞便中腐敗産物に及ぼす影響をみ

間与えた。te　S’し，こSで中等量，高或は低と云う語　　　るべく，まず第1群の実験を行つた。この際，日常も

は比較的中等量，高或は低と云う意味で用いた。本突　　つとも多く行われている栄養法として，中等量蛋白中

験に使用した牛乳の蛋白含有量は，試料の一部につぎ　　等量含水炭素（1）をとり、これと低蛋白，高蛋白の

皿icro　Kijedahl法によつて12回測定した結果2．9～　　　3組につき摂i取熱量を可及的等しくして検討した。蛋

3・2》平均3・OY／ceであつた。従つて本実験における　　白量の変動に基く摂取熱量の変動は第2含水炭素で調

各種の乳汁の蛋白含有量は，中等量蛋白群では3．0，　　　節した。この場合の成績は第1図，第2図，第3図に

低蛋白群では2．0，高蛋白群では5．O～5。49／eeとな　　　示した。図より明らかなように症例により全く変化を

り，実際の摂取量（平均値1日体重勿宛）は夫々3．5～　　示さぬ例もあつたが，低蛋白高含水炭素群におけるヒ

3，8，2・4’一一2・7，6・2～6・52とほN’t：った。又，含水　　様物質，硫化水素の産生量は他の2群に比して減少し

炭素，脂肪含有量，カロリーに就ては，牛乳成分③を　　たものが多かつた。即ちヒ様物質が証明せられた（＋

含水炭素4．59／ee，脂肪3・29！neとして計算すれば，　　以上）割合はLL皿の組で夫2・・91，・6，40．0，100，0

各組において夫々ほ黛第2蓑，第3表の如くなつた。　　％であり，1と1，皿と正の間で標本出現率を比較す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る（以下1司様に推計学的に処理した）と有意の差が認

　　　　　　　第3牽　実験成績　　　　　　　　　　められた。（信頼度60％）又，同様に硫化水素につい

1，2群とも夫々の食餌で哺育した間の各養素の平均　　　ては87・5，50・0，95・0％であり，1とL皿と皿の間

1日摂取量は体重々9当り第3表の如くである。この間　　　で有意の差が認められた。又糞便pHは高蛋白中等

第2表　　　　　　　　各群の乳児に与えた食餌の組成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（100cc当り）

食餌・種類　i…　－1蛋　酬含水炭馴脂　肪9
第

1

群

第

2

群

1

皿

皿

Iv

V

中等量蛋白中等量含水炭素

低蛋白高含水炭素
高蛋白中等量含水炭素

中等量蛋白低含水炭素

高蛋白低含7k炭素
高蛋白申等量含水炭素

低蛋白低含水炭素

91　　　　　　　3．0

97　　　　　　　2．0

108　　　　　　　5．0

87　　　　　　　3．0

88　　　　　　　5．0

ユ07　　　　　　5．4

68　　　　　　　2．0

12，5　　　　　　　3．2

17．5　　　　　　　2，1

14．3　　　　　　　3。3

11，5　　　　　　　3．2

9，6　　　　　　　3．3

13。8　　　　　　　3．3

10．0　　　　　　　2．1

第3表　　　　　　　各群の乳児が摂取した栄養素の量
　　　　　　　　　　　　　　（平均摂取量／kg／日，各組の平均）

食餌の種類　1…　一蛋　矧含水炭矧脂　肪9
第

1

I

I

副皿

第

2

群

V
v【

中等量蛋白中等量食水炭素

低蛋白高含水炭素
高蛋白中等量含水炭素

中等量蛋白低含水炭素

高蛋白低食水炭素
高蛋白中等量含水炭素

低蛋白低含水炭素

115　（　91－136）

128　（106・・－145）

136　（115tV156）

103　（　84tV136）

111　（　94（J130）

ユ29　（114－・148）

86　（　69　－v114）

3．8（3。0～4．5）

2．7　（2，2～3．0）

6．3　（5．3～7，1）

3．5　（3．O～3．8）

6，2　（5．4～6．8）’

6．5　（5．8～7．2）

2．4（1．8～2，8）

15，8（12，7rV18．7）

23。1（19．2ド》26．1）

ユ7．9（15．2～20。3）

13。7（11。4－・22．4）

12．7（10、6～18．1）

17．9（13．3～23．0）

13．7（11、0～19．7）

4．1r3．2N4．8）

2．8　（2、3N3．1）

4．1　（3．5配4．4）

3、8　（3。3－4．1）

3、8　（3．3…．t4，2）

3．8　（3．3～4，1）

2．5　（1．9～2．9）
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量含水炭素群でやX上昇の傾向を示した。　　　　　　　　　　（2）　含水炭素摂取量をほ又一定にし蛋白摂取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盈を変動した場合における乳児糞便中ヒ様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物質及び硫化水素量の変動
　　鄭図鞭内ヒ勲簸の変動　　　　勲の摂取量を・．・，・．・，　2．4・9・と変動させ，かつ

　　　　　　　　　（第1群）　’　　　含水mx摂臆をほ。一定（12．？～13．79／為媚）Vc

　　藷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すえおいた場合の成績は第4図，第5図，第6図（W，
釜

十

土

　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　i

　　　　l　　l　　i　　V，mに示した・腐敗産物の産蝿は・・様物質・
　　　　i　l　l　　硫化水素とも麟白囎水膿鞭炉まもつとも多く，
　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　っいで中等量蛋白低含水炭索群であり，．低i蛋白低含水

　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　【　　　　　　炭素群では一般に少なかつた。即ち，ヒ様物質が証明
　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　せられた（＋以上）割合は】y，V，皿の組で夫々68，7，

　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　lOO，　O，41．1％であり，　IVとV，　ISIとW，　Vと皿の間

撚翻脇摂繍。棄i　　鮪意の差が認められた．購・硫イヒ螺が＋以上・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　I　　　　ll　　　皿　　　　　　　　証明せられた割合は夫タ87．5，100．O，70，5a／oであり，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3図　　糞便pHの変動
第2図鞭内硫化水無の変動　　　　　　　　　傑1群）
　　　　　　　（第1群）　　　　　　　　　　　　pH

歴一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8。

1　　　；　　　　　　　ve

pH
」　　　　　　　1

80 i　　　　　　　I　・
戟@　　　　　　　　　　l
｛　　　　1　　　　　　　　　【

鷹
I　　　　　　　　　l
戟@　　　l　　　　　　　　i

1

i7σ

1　　　　　　　　　｝

l　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　l

6 1　　　　　　　　1

低　蛋　白 i高　蚤　白i
高含水炭素 い翻含水炭素1

皿　　　　皿

第4表　　　　各種成績の総括
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1群）

1
中等量蛋白
中等量含水炭素

　低　　蛋　　自
皿

　高含水炭素

1［

高　　蛋　　白

中等量含水炭素

依　　○ 西　　○

ヒH2S　pHヒHL，S　pH

十ト十ト

士　士7．C

十　十7．1

　｛十

llf十

土　士6．9

滝　　O

ヒHL・S　pH

　　十

十　　十

士　十6．9

十　一7．2

十卜　M｝7。1十　 一7．3十　 十ト7．4

　　　　　　　　　　　冊
十　 ・Ilf　7．2十　 十汗7．5十　 ・ll卜7．3

坂　　○

ヒH2SpH

　　十

什　士

藤　　○

ヒH2SpH

十　士

十　　十

士　　十　7．2十　　：』6．9

：』　　士　7．2十　　一　7．0

峯　　○

ヒH2SpH

士　十

十　　十

中　　○

ヒH2SpH

＋　帯

十　＋

二』　制一7．0±　 十7。0

士　十6．9士　一7。0

＋帯7．2＋惜7．・1・帯7・4督Hl＋7．・

　　冊　　　　　　　　冊
十卜　i朴7．3十　 惜7．0－H－　・ll卜7．3十卜　柵7．5

平　　○

ヒH2SpH

＋　惜

＋　一什

十

十　十7，2

一ト　 ・IIF　7・4

　帯
＋　細・7．8

H2S：硫化水素　　ヒ：ヒスタミン様物質
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IVとW，　VとWの聞で有意の差が認め　　第4図　　　糞便内ヒ様物質量の変動

られた、又知の間で鞭のP耳に　　　　　　　（第2群）
は著しい変動はみられなかつた。

　　（3）　蛋白摂取量をほs’一定に　　　　礪

　　　　し含水1炭素摂取量を変動し　　　　盤

　　　　た場合における乳児糞便中　　　料十

　　　　ヒ様物質及び硫化水素景の

　　　　変動　　　　　　　升

素継蟹≧譜灘灘＋
摂取量が，腸内腐敗に及ぼす影響を検　　土

索し，蛋白摂取量の比較的多いときに

腸内腐敗産物の多く魔生する傾向を認

めたので　この条件の許における含水

炭素摂取景の腸内腐敗に及ぼす影響を

麟した・即ち掻蝋をほ黛一定力’ @獅図　鞭内硫化水瓢の懸　　1
つ高度（6・2～6・5〃吻／日）にして添　　　　　　　　　　　　　　（第2群）

加含水炭素量を，主に第2含水炭素量　　硫’

搬珈・て12・7～17・9〃初日に変　．妻

動せ・めた・使肌た第2含水購栴
品（Ne，Re）による差は認められ
なかつた（第・，2・4・5図）・（i［L　升

皿）ので，この際の変動を一括して述
べれぽ，結果聯姻，第・図（v，十

糠謙驚難離籍皇±
はみられなかつた。即ち，ヒ様物質が　　一

証明せられた（＋以上）割合は夫々

100．0，100．0％であり差は認められず，

又硫化水素についても同様に100・0，　　　V　　　▽　　　▽　　▽ir
100．O％であつて差は認められなかつ

た。又蛋白摂取M’b：低度（2・4－－2・7　第．6図　　糞便pHの変動
〃吻／日）の際における含水炭素摂取　　　　　　　　　　　　　　　（第2群）

量の変動（13・7・・）23・1〃吻／目）の陽　pH

内腐敗に及ぼす影響をみると（Lw）

1，．2，4，5図中にみられる如く，こ

の場合も含水炭素の高低群の間で著し

い差はみられなかつた。即ち，ヒ様物
質が証明せられた（＋以上）割合は夫　　『

々40．0，41．0％であり，両沓の間に有

意の差は認められなかった。硫化水素　　fP

については夫々50・0、70・5％であり有

意の差は認められなかった。又，V，

Wの間で糞便のpHに著しい変動はみ

られなかつたが，E，瓢の間では含水

炭素i高度源i加群においてをよpHはやN
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第5表　　　　各鐘成績の総括
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第2群）

1中　・

v

中等量蛋白’

低含水炭素

高　　蛋　　白

低含水炭素

ヒH2SpH
十　　十　7，3

＋　－H－6．7

十　 一Hi－　7。6

十ト朴7．2

　　十

石　　0　　石　　○

高　　蛋　　白

中等量含水炭素

低　　蛋　　白

低含水炭素

ヒHuS　pHヒHyS　pH

士　十ト7．1

＋　十7・1

十　帯7．　6

＋　惜7・2

士　十7．3

＋　十7．3

十卜　　一［1モ　7．6

升　柵7。6

　　温1－7．8

十　 一｝H－　7．2十　 督｝・　7。2十ト　lll－　7、3

十　　十ト　7，7十ト　　帯　 7・1十ト　　十卜

十ト　　十卜　　　　1十｝一　　十ト　　　　　　　　斗1十　7・8

十　　十　7．5

士　士　7．2

士　　十　7．4

十　　十　7．5

十　士　7．2

十　　十　7。4

士　卦7．3

士　　十

新　　O

ヒ正【2SpH

＋　骨7・1

＋　帯7．6

新　　O

ヒH2SpH
士　　十　7．3
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低下の傾向を示した。（第3，6図）　　　　　　　　　　　窒素濃度は牛乳栄養児では母乳栄養児の3・5倍であり，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とくに牛乳α一Caseinがそのま｝・，の形で未消化，未分

　　　　　　　第4寧　総括及び考按　　　　　　　　　解のま」残つているに反し，母乳栄養児，叉は1・3％

　乳児を入工栄養で哺育する際の問題点としては，種　　　蛋白含有al＝乳栄養児では全くa－Caseinの存在は認め

々のものをあげ得るが，投与すべき蛋白の鍛も最も重　　られなかつたという。その結論として3・3％の牛乳蛋

要なものx一つであり，最近においても各方面より検　　　白は質的にも壷的にも・乳児消化器の生理的蛋白処理

討が加えられつつある。例えばHolt⑥は臨床的観察　　能力を越えた過剰投与であると述べている。

から29／kg／日程度の低蛋白栄養でも満足すべき発育　　　薯者は本実験において，乳児の食餌中蛋自量を変動

を営むと述ぺている。又，弘教授⑧は肝機能，高津教　　　して，その際の腸内腐敗の程度を観察した。即ち，ま

授④は電解質，高井教授③は窒素代謝の面を主として　　ず養素による変動な可及的正確にみるべく・摂取熱量

夫々雷及している。これらの諸見解の個々にっき蝕に　　を可及的等しくした爽験を行い，っいで主として摂取

紹介することは省略するが，要約するとある程度以上　　　蛋白量のみを変動せしめて検索した。その結果は実験

の蛋白摂取は乳児にとつて反つて好ましくないとされ　　　条件によつて相当の差ありしも，一般に云つて蛋白摂

る。　　　　　　　　　　　　取量を6・3～6・5〃剛曜度に増力陞しめ湖合・腸
　著者①②はさきに乳幼児の腸内腐敗が摂取する食餌　　　内に見出されたヒ様物質・硫化水素量は一般に増加の

により大きく変動することを報告した。その際母乳栄　　傾向を示した。これに反し・蛋白摂取量を2・4”2・9

養と人工栄養の乳児を比較すると，後者において腐敗　　　9’　／1eg／日程度に減じた場合，上記腐敗産物の量は減少

産物の一部が多いこと，並びに動物実験により高蛋白　　　の傾向を示した。なほ糞便pHを材料の一部でみたと

食餌が腐敗産物産生を助長すると思われることを指摘　　　ころ・蛋白摂取量による影響は著しy・とは認められな

した。今回著老は健康な人工栄養の乳児を対象とし　　かつた。

て，特に摂取蛋白量と腸内腐敗との関係を中心に実験　　　　蛋白が生体にとつて不可欠な養素であること，殊に

を行つた。上述のように，乳児の撰取蛋白量とその生　　　成長する乳児にとり必要量が比較的大き．いことは異論

理あるいは病理とに就ては，種々の検討が行われてい　　　がない。しかし上述の結果はこのような蛋白もある程

るが，健康乳児につき腸内腐敗との関係においてこの　　　度以上の摂取は，乳児にとつて好ましくないことを示

点を詳細に追求した成績は，未だ甚だ乏しいようであ　　　し，冒頭に述べた如き他の面からこれを検討した諸家

る。著者が知りえた範囲では僅かに平田教授⑩⑪の報　　　の成績と軌を一にする。腸内に発生せる腐敵産物の一

告をみたに止まった。即ち，回盲部に見出された蛋白　　　部は，乳児腸管粘膜透過性の如何によつては当然吸収
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される⑫が故に弘教授⑥らの成績における高蛋白食　　より多く吸収し・解毒機能により多くの負担をかけ・

による肝機能障害の発生との関連も考慮されよう。　　　代謝の面において・ある意味では不利な状態をもたら

又，著者はさきに母乳栄養児の腸内腐敗が人工栄養児　　す可能性が考えられる。このような意味においても入

に比して軽度のことを報告した。こN｝こ示した成績は　　　工栄養乳児の蛋白摂取量と腸内腐敗との関係は注目せ

その機序として，両者における蛋白の質と母の問題の　　　らるべきものと考えられるe

うち，鳳乳と牛乳におけ’る蛋白含有量が前者に比較的

少いことをも考慮すべきを示唆すると思われる。諸橋　　　　　　　　第5章　結　　論

助教授⑬によれぽ高蛋白食餌が腸管内のBitidus菌の　　　入工栄養乳児における腸内腐敗につき，蛋白摂取量

減少を主体とする菌叢アンパラソスを来すという。こ　　　との関係を中心として検討した。即ち，蛋白摂取量・

のアンバランスが，腸内腐敗の原因であるか結果であ　　　含水炭素摂取鍛の両岩を変動した場合，その何れか一一

るかに就てぽ論議の余地があるが，その何れによるに　　方のみを変動した場合にっき，腸内腐敗産物としての

せよ，高蛋白食餌に伴う腸内腐敗の充進は腸内菌叢の　　　糞便内ヒスタミソ様物質と硫化水素の量を測定した。

アンバラソス（Dysbakterie）とxもに乳児を不利な　　蛋白摂取燈は，主に牛乳の稀釈とカゼイyカルク添加

状態に陥らしめるものと爵えよう。　　　　層　　　　　により変動せしめ，含水炭素摂取量は主に第2含水炭

　次に乳児栄養における含水炭素と腸内腐敗との関　　　素添加により変動せしめた。

係についてみるに，加藤⑬は試験管内において検討し　　　　その結果，次の成績を得た。

たところ，簾糖は硫化水素の産生をや工抑制したに反　　　　1．腸内腐敗塵物の一つであるヒスタミン様物質の

し，ピオスメールは著しく増加させることを見出して　　健康人エ栄養乳児腸内での産坐は，蛋白摂取最の比較

いるが，何れもアミソの産生には大きな影響を与えな　　　的多いときには比較的多く認められた。

かったと嚢う。著者は前報①において，動物に高蛋白　　　　2，腸内腐敗崖物の一っである硫化水素の健康人工

食餌を与えたとき，一部の腸内腐敗産物産生の増加す　　　栄養乳児腸内での産生は，蛋白摂取最の比較的多いと

ることを述べ，その際含水炭素としての藤糖添加がこ　　　きには比較的多く認められた。

の産生に対しやS抑制的に働くことを報告した。今回　　　　3．腸内腐敗産物としてのヒスタミソ様物質．硫化

の第1実験においては，熱墨を一定にすえおく怨めに　　　水素の健康人工栄養乳児腸内での産生には，頚白摂取

10％の第2含水炭素を低蛋白食餌に添加した。今回の　　　量の多いとき，少いときの何れの場合にも第2含水炭

実験においては，味の点より結果に大きな差を来す可　　　素摂取墨によつて明らかな変動を認めなかつたo

能性も考えられたので第2含水炭累を用いたのである
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