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　ご紹介いただきました左合です。妊産婦の飲酒に関する保健指導ということでお話をさせていただき

ます。私自身、アルコールの専門家ではないのですが、周産期医療、特に胎児診断・胎児治療を専門に

しておりますので、アルコールの害のことが胎児に影響ということも関与していますので、お話をさせ

ていただきます。

　これは文部科学省の方のお話の後で少し不謹慎になるかもしれませんが、これはうちの若い人たちが

お酒を飲んでいるところの写真で、お酒はこういうふうに楽しくはなるということなんですが、今日は

それだけではなくて、特に妊婦にいろいろな害もあるということで、お酒をうまく飲んで明るい日本を

作ろうということで、女性妊娠編ということで皆さまにこういう知識をいろいろ付けていただければと

いうことで持ってまいりました。

　出生に関して言いますと、今、日本の人口は 1億 2,000 万で

す。、1970 年代は約 200 万の出生があったのですが、今はだん

だん減ってきて約 100 万、正確には 109 万で半分に減ってきて

いるんです。それとともに高齢妊娠は 35 歳以上ですが、1970

年代は 5％だったのが、今は 20％を超えようという数字になっ

てきています。ですから、出生数自身は半分になって、そして、

その中で占める割合の高齢妊娠は約 4倍になっているという状

況で、やはり高齢妊娠に伴う問題というのはいろいろあります。

（スライド 3）

　その中で、奇形というか赤ちゃんの異常というもの、皆さん

は妊娠すると何もなくて生まれるのが当然と思われているかも

しれませんが、これは日本母性保護医協会のデータです（スラ

イド 4）。いろいろな異常を含めると、奇形は約 1.5％にみられ

ます。これは産婦人科のところで生まれて 1週間ぐらいのとこ

ろで見つかるものです。これをその後見つかる奇形その他を含

めると普通は 2～ 3％。そして、学習障害も含めると約 5％と

いわれます。

　ですから、20 人に 1人、そして小学校で言えば 30 人いれば 1クラスに 1人は必ず何か異常がある子

はいるわけです。逆に言うと、そういう子が今まで周りにいらっしゃらなかったということは非常に幸

せなことです。奇形ははいろいろな要因でおこります。いろいろなところで皆さんにある程度起こりう

ることが十分あるということです。

　その中で、アルコールは 1つの毒として働いておりまして、そのものは予防できるものということで
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あります。では、妊産婦の飲酒に対する啓蒙ということで、ど

ういうふうに進んでいるかを少し見ていきますと、91 年には

WHOのアルコール関連問題専門者国際会議というのがありま

して、そして前にもお話があったかもしれませんが、2001 年

には「すこやか親子 21」で、妊娠中の飲酒は控えるというこ

とが入りまして、そして 2002 年には母子手帳に「妊娠中は禁酒」

というものが明記されるようになりました。（スライド 5）

　そして、2004 年には酒造組合の自主的表示ということで、

これはもう欧米では必ずされていたのですが、「妊娠中の授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を

与える恐れがあります」ということが書かれるようになりました。

　これは、昨日急きょ撮ってきたのですが（スライド 6）、ビー

ルにも書いてありますし、こういうような輸入したワインに関

しても、ここのところに「妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児

の発育に悪影響を与える恐れがあります」というふうに書かれ

るようになってまいりました。そういう意味では、進歩ではあ

ります。

　そして、前置きが長くなりましたが、今日、私のお話の内容

ということは、ここのスライドに書いたような内容に関して答

えられるようなことをお話ししたいと思っています（スライド

7）。まず 1番は、アルコールの胎児への影響を教えてください。

2番目は胎児性アルコール症候群とはどのようなものですか。

3番は、その発生頻度はどのくらいですか。4番目は、女性や

妊婦さんの飲酒はどのくらいですか。アルコールによる障害の

基準はどのように考えられていますか。飲酒時期と発症の関連

はありますか。飲酒量と発症の関連はありますか。発症に関与

する飲酒はありますか。また、禁酒をすると効果はありますか。

禁酒をさせるいい方法はありますか。妊娠と知らずに酒を飲んだという場合の対応はどのようにしたら

いいですか。授乳期にお酒を飲んでもいいですか。

　多分、アルコールに関して女性、そして妊婦さんに絡むようなことでは、こういうようなことが一番

問題になってくるので、短い間ですが、この講演が終わった後にはこのようなことに関して皆さんが答

えられるようになれば、私が来た甲斐があるかなと思います。それでは、順番にお話をさせていただき

ます。

胎児性アルコール症候群

　アルコールの胎児への影響ということです。妊娠中のアルコール被曝により流産・死産・先天異常・

中枢神経障害が起きる。もう、このことは自明の事実です。そして、1973 年、その前少し気づかれる

ことはあるのですが、ジョーンズらがアルコール常用妊婦から一連の奇形を有した児が産まれることを

『ランセット』に報告して、「胎児性アルコール症候群」と命名いたしました。そのことから、妊娠中の
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アルコール飲料によって胎児に奇形と脳の障害が起きることは

明らかになっています。（スライド 8）

　ですので、普段このように、先ほど「楽しいお酒」というふ

うに出しましたが、そういうふうに普段非常に流用していてみ

んなが飲む機会が非常にあるもの、ただ、その使い方・飲み方

を間違えると非常に毒になって、そして、望まない奇形だとか

脳の障害が起きるということです。このことは明らかでありま

す。

　それでは、胎児性アルコール症候群とはどういうものですか

ということなんですが、この 3つの大きな特徴を有するものを

言います。まず 1つは、成長の遅滞。大きくならないというこ

となんです。子宮内胎児発育遅延ならびに出生時の低体重・低

身長。要するに、お腹の中から赤ちゃんが小さい、そしてうま

く育たないということです。もう 1つは、中枢神経障害。発達

遅延や筋緊張の低下、精神遅滞。要するに、中枢神経・神経系

の機能の低下を起こすということです。（スライド 9）

　そしてもう 1つは、特異顔貌。小頭症、そして短眼瞼裂、そ

して、人中の形成不全。そして、薄い上口唇や上顎の低形成、

眼瞼裂。このようなもの、これらの 3つを有するものです。実

際問題、僕もほとんど見たことはありません。多分、日本でも

見たことがある人は非常に少ないと思います。（スライド 10）

　では、どのようなものかというのを出しておくと、顔でいく

とこれは本から取ってきたものなんですが、低い鼻梁、でも、

日本人の場合は低いですからなかなか区別は難しいですが、耳

の小奇形だと、少しその内眼角贅皮、目のところがこのように

かぶっているようなものであったり、あとは平坦な顔、そして

人中という、ここのこういう割れ目のものができていなかっ

たり、下唇が少し薄めであったり、そして小顎症。（スライド

11）

　ただ、いろいろな顔の人がいるように、似た人というのはい

くらでもいるわけで、ただ、いろいろな所見を含めて判断する

と、こういうものが診断の基準になりますよということで、実

際にこれは本から取ってきたんですが、このあたりが少しフラット、この黒目のところが真ん中ではな

くて少しかぶっているようなかたちになって、なんとなく外人の子どもにしてはフラットというか平坦

な感じで、やはり少しボーッとした感じの顔です。そして、これもそうです。なんとなくフラットな、

上唇が少し薄めな感じという、少しボーッとしてフラットな感じ。このようなことが顔による特徴にな

ります。（スライド 12）
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　それだけではなくて、胎児性アルコール関連疾患というのが

あります。、アルコールによる障害と思われるこの 3つの兆候

がそろっていない不全系や軽症例も多くて、これを胎児性アル

コール効果といいます。こういう名前自身はどうでもいいんで

すが、先ほど言いましたように 3つの所見、すなわち発育が悪

い、そして中枢神経障害、そして顔やこういう奇形ということ

ですが、こういう 3つがそろわない不全のものも起きるという

ことです。考えてみればそれはそうです。（スライド 13）

　そして、その中で特に神経系にくるのが、アルコール関連神

経発達疾患ということで、成長の遅滞や特異的な顔貌は見られ

ないんですが、精神発達遅滞、認知行動など、中枢神経障害が

見られるもの。しかし、これはなかなか難しいです。アルコー

ルを飲んでいる既往がなければわかりませんし、こういう異常

はほかの原因でも起きてきます。

　もう 1つはアルコール関連先天奇形。特異顔貌が見られない

んですが、心臓だとか骨だとか腎、視覚聴覚系などに奇形が見

られるものです。簡単に言いますと胎児性アルコール症候群といって、発育、そして神経系、そして奇

形。また 3つそろわないようなものもあるということです。

　では、その発生頻度はどのくらいかということです。ありがたいことに少ないことは少ないんです。

欧米では、胎児性アルコール症候群の頻度は出生 1,000 に対して 1。そして、胎児性アルコール関連疾

患はその数倍と言われています。出生 1,000 に対して 1ということはどういうことかと言うと、先ほど

言いましたが、全体の奇形その他は出生 100 に対して 2～ 3。ですから、出生 1,000 に対しては 20、30

ということになります。ただ、その中で数倍の 2～ 3 というと、逆に言うと 2～ 3 としてもその 10 分

の 1ぐらいがアルコールによるものだとすると非常に多いわけです。実際問題、ダウン症の発生頻度と

いうものでいきますと、30 歳の妊婦であれば全体でいけば 1,000 に対して 1ぐらい。それぐらいの頻度

になります。

　日本においては、胎児性アルコール症候群と胎児性アルコー

ル関連疾患を加えても、出生 1,000 に対して 0.1 以下だと言わ

れています。なかなか正確な報告はないんですが、となると、

1万に対して 1以下ですので、大体 100 万生まれているとして

も 100 人以下というふうに今のところは考えられております。

これは遺伝的な要因の関与によりアジア人では発生が低いので

はないかと考えられていますが、なかなかこの辺の調査は難し

いところがあります。（スライド 14）

女性の飲酒率

　女性とお酒ということで、これも急きょ写真を探して、医局員が少し酒と絡んでいるような写真を撮っ

てきたわけなんですが。今もうちも女医さんが非常に多くなり、半分以上女医さんになりました。妊婦
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の飲酒率ということで、なかなかこの調査は難しいんですが、まず、女性の飲酒率の推移をみていきま

す。

　これはある程度わかりやすくするために約という数字にしてあります。68 年が酒類についての世論

調査で約 20％、96 年の健康づくりの意識調査ということで約 50％、それが 2000 年になると約 70％、

そして 2003 年は約 80％ということで、実際にうちの病院でも女性で飲めないという人はほとんどいな

いので、この数字は非常に近いのではないかと思います。ただ、習慣的な飲酒。週 3日以上だとか、1

日 1合以上の飲酒ということになると 20 代で 5％、30 代で 12％、これは国民栄養調査になります。

　では、妊婦さんの飲酒の実態調査はなかなかいろいろ難しい

んです。北海道のほうでは 30％と非常に高いんですが、全国

調査ということで、乳幼児の診断発育調査、2000 年では 18％、

2010 年だと約 8.7％、10％ぐらいではないか。よく聞くと、最

近の若い人はむしろ飲酒率が少し下がっているのではないかと

いうこと。ただ、やはりいろいろなことを総合しても、妊婦さ

んの 10％、そして若い人の多くはやはり飲む機会があるので、

習慣的な飲酒そのものとしても 10％ぐらい、そして妊婦さん

としてもやはりでも 10％ぐらいはお酒を飲んでいるのではないかというのが現状ではないかと思いま

す。（スライド 15）

アルコールの障害機序

　では、アルコールによる障害の機序がどのようなものが、これはいろいろあって難しいんですが、簡

単に説明します。病因としては、エタノールおよびアルコールが代謝される産物であるアルデヒドが関

与して、これが胎盤を通過して胎児の細胞の増殖や発達を障害すると考えられています。ですので、増

殖・発達を障害するので赤ちゃんが大きくならないということです。

　そして、胎児の肝臓はアルコールを代謝する機能が低いので、

長時間、結局代謝できないので、エタノールが代謝産物に曝露

（ばくろ）されるということです。結局、最近の研究では、神

経細胞の細胞死や、成長因子の発生阻害や、伝達物質の産生障

害、そして、神経細胞の細胞接着因子などの関与が考えられて

います。神経がいろいろ発達していく段階において、その細胞

そのものが死亡してなくなってしまったり、成長因子の再生が

できなかったり、そういう伝達物質ができなかったり、神経細

胞は伸びていくのでそのときの接着因子の機序が、このようなものが障害されて起きるだろうというふ

うに考えられています。（スライド 16）

飲酒の仕方と胎児への影響

　それでは、飲酒の時期と発症の関連はありますかということです。これは何にでもそうなんですが、

妊娠初期の器官形成期になればいろいろ奇形が起きます。ある程度その域を越えれば普通はあまり起き

ないわけです。そして、もっと早い時期は、オールオアーナンといって、要するに、流産してしまうか、

育つならば影響がないという時期になります。初期の器官形成期には簡単にいうと、先ほどの特異顔貌
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や種々の奇形がおきるいうものです。

　ただ、中後期でも問題ないかというと今度は発育の遅延や

中枢神経障害、要するに、最初に形ができてその後、それぞ

れの臓器機能ができていく段階において障害を受けますと中

枢神経障害が起きるということで、妊娠全期間を通じてアル

コールに関しては影響があるということで、妊娠全期間に関

してアルコールを飲まないことが非常に重要であります。（ス

ライド 17）

　では、実際にどれくらいの量と影響があるかという。これ

は非常に難しいんですが、非常に簡単にいうと、アルコール 1

杯のアルコールの量を 15 ミリリットルと換算して大体、ワイ

ンでいくとグラス 1杯、ビールでいくと普通の缶ビール 1本。

そして日本酒コップ 2分の 1 杯。これをアルコール量 1杯と

した場合に、大体 1日のアルコール摂取量で 1杯未満であれ

ば胎児への影響は非常に少ないといわれている。そして、6杯

以上だと奇形の発生が明らかに高くなって、8杯以上だと、こ

れが要するに半分ぐらいが胎児性アルコール症候群が発生すると言われています。ですから、明らかに

量と関係はあります。ただ、影響は少ないというだけで、「これであると絶対大丈夫だ」という量はな

いのであります。（スライド 18）　では、妊娠中の飲酒と胎児への影響をいろいろひもといてみますと、

一般には胎児性アルコール症候群は、大量のアルコールを常習している母親から生まれています。少し

飲んだという人から普通は生まれていないんです。やはり胎児性アルコール症候群は、大量のアルコー

ルを常習した母親からです。そして、よく 1日 1杯以下では胎児に影響がなかったという報告がありま

すが、1日の平均 1～ 2杯の飲酒で胎児に影響があったという報告もあるんです。

　ですから、1杯なら絶対大丈夫かというと、なかなかそうと

は言い切れない。影響は非常に少ないですが、ただ、罹患者

の母親の多くは連日ではなくて時々飲む飲酒習慣、1回の飲酒

で 4～ 6 杯は飲んでいる。ですから、毎日 1杯続けて飲むと

いうことではなくて、時々ドーンと大量に飲む。そうすると

血中濃度が上がって、そのときにいろいろ影響を起こすとい

うことで、多くは連日ではなくて、4～ 6杯を週に 2日飲んで

いて、それを 1日平均にすると減ってしまうんですが、こう

いうときどきポンと飲むということがどうも悪いようですアルコール関連神経発達疾患罹患者の母親の

80％は飲酒回数は週に数回だが、1回に 5杯以上飲んでいた。ですから、週に時々たくさん飲むという

ことがやはり一番影響するようです。（スライド 19）

　そして、妊娠中の飲酒量と胎児への影響ということでまとめますと、1日の平均飲酒量のみならず、

1回の平均飲酒量が重要であるということです。1日平均するとどれたけ、そのことだけではお話がで

きませんということです。
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　ただ、まとめてみますと、1日の平均飲酒量が 1杯未満で、

かつ 1回の平均飲酒量が 4杯未満であれば、胎児への影響は少

ない。これは少ないというだけで、これだけ飲んでも大丈夫だ

ということではないんです。逆に言うと、飲んで心配という場

合には「こういうことであれば影響は少ないですよ」というこ

とは言えるんですが、「このことで、これだけ飲んでいいですよ」

ということではないということです。（スライド 20）

　そして、これ以下の飲酒量であれば胎児に影響がないという、

もう安全度は確立されていません。ですので、どれだけだと安全という量はないので、もうとにかく妊

娠中は飲まないということです。ただ、「飲んでもこれくらいであれば影響は非常に少ないですよ」と

いうことで言ってあげることはできるといいうことです。

発症に関する因子と禁酒

　あとは、発症に関与する因子として、お母さんの年齢が高い

ことだとか、人種、そして、そういうものに絡む遺伝的要因、

そしてアルコールの代謝機能、そして、栄養、喫煙、こういう

ものが絡んできます。母体の年齢が高いほど、そして、タバコ

を吸うほどリスクが高いと言われていますし、飲酒量が同じで

も発症する場合としない場合があります。もちろん、いろいろ、

タバコを吸ってもがんになる人もいればならない人もいるのと

同じようなことです。ただ、どういうようなものが因子なのか、

具体的には分かっておりません。そういうようなものがあると

いうことです。（スライド 21）

　では、禁酒についてです。禁酒の効果ということで、早期の

禁酒はそれなりの効果が期待できると言われております。そし

て、妊娠初期に大量のお酒を飲んだが、その後に禁酒して神経

障害を起こさなかったという例も報告されております。ですか

ら、早期に禁酒することにより、中枢神経障害の予防が可能に

なります。ですので、もう飲んでしまったといってあきらめる

のではなくて、分かった時点から、妊娠中に飲酒が判明した場合にはもうすぐ禁止するということが非

常に重要で、禁酒することによってその先に起きる神経障害、そういうことを予防できる可能性があり

ます。（スライド 22）

　では、禁酒をさせるいい方法は、正直言ってこれはありません。妊婦とその家族に、妊娠中の飲酒の

害をよく説明し、速やかに禁酒。書くと簡単ですけれどなかなか難しいです。それは保健指導以外には

ないんです。ですから、ここにいらっしゃる保健婦さんとかが、、繰り返し、繰り返し言って頂いて、

本当に地道に指導していただくしかありません。

　大体飲酒される妊婦さんはご主人も飲まれるでしょうし、飲酒に対して非常に甘い環境にあって、も

う、そのことだけ言っても簡単には変わらないんですが、ただ、これ以外にはないんです。ですので、
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•

•
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•
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赤ちゃんのためにいろいろなことを思って、とにかく害を説明

して、繰り返し、繰り返し、とにかく飲まないようにするとい

う以外にありません。（スライド 23）

　では、妊娠と知らずにお酒を飲んだという場合。多分こうい

うような場合は皆さんはよく相談されるし、身近でもあるし、

ご自分自身が女性でこのようなことがあるかもしれませんが、

少量飲んだ程度であれば実際には問題ありません。先ほど言い

ましたが、1日の平均アルコール 1杯未満で、かつ、1回平均

4杯未満であれば胎児への影響は少ないので、「知らずにワインを 1杯 2 杯飲んじゃった。そのことで

中絶しなきゃいけないだろうか」ということであれば、そういうことを考えること自身はまったくナン

センスであります。ただ、不用意に妊婦を不安にさせる必要はありません。

　ただし、この先はもう、やはり飲まないようにすることが重要で、今後アルコールを 1滴も飲まない

よう厳しい態度で禁酒するということで、「初期だけ飲まなければいいか」ということではなくて、妊

娠全期間を通じてアルコールの影響があるということです。

授乳期の飲酒と飲酒を許す要因

　今度は授乳期です。では、授乳期の飲酒はどうなんだということになります。アルコールは血中濃度

に比例して母乳中に分泌されます。ですので、飲んで血液で、そして、胎盤を通して胎児へ行くか、赤

ちゃんが生まれた後は今度は母乳を介していきます。先ほど青少年飲酒の話が出ましたが、特に新生児、

そして、幼児においてはまだ神経が未発達ですから、そのことのアルコールが悪影響することは明らか

です。

　では、これがどのくらいなのかということ。大体、消失するまで、ビール 1杯だと大体 2時間半ぐら

い、ビール 3杯だと 7時間 50 分、ビール 5杯飲むと半日とい

うことで。これだけ空ければいいかというと、そういうことで

はないんですが、大体のこれだけの目安です。ですから、アル

コール摂取後の授乳は控えるということです。飲む習慣のある

女性にしては、母乳をやっていてその間というのは非常につら

いかもしれませんが、授乳をしておいてある程度時間を空ける

なりすることが必要です。ただ、ある程度時間を空ければ、こ

ういうことで下がってくることは分かっております。（スライ

ド 25）

　そして、このように言いましたが、妊娠中にどういうふうにすれば飲酒をやめられるかということ調

べてみますと、「妊娠中の飲酒に対して少量なら大丈夫と思った」、やはりこうことが多いんです。あと

は、先ほども言いましたように、医療機関もある時期は少しでも飲むと「ひょっとすると中絶どうこう」

と言っていたのが、ある時期から少しぐらい飲んでも心配ないということが普及したために、大丈夫だ

ということが今度は逆になって、「多少の飲酒はいい」というような、こういう指導をされる場合もあ

るんです。

　あとは、母親を取り巻く環境が飲酒に関与、なんとなく周りが飲んでいるだとか、ご主人も飲酒慣習
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スライド 27

が多い。こういうものがやはり修飾要因になりますので、やはりそういうものを何とか減らしていくこ

とが重要になります。

まとめ

　だいぶ早くなってしまったんですが、妊娠の飲酒に関するま

とめということで、妊娠中の飲酒によって胎児に奇形と脳の障

害が起きるということは、もうこれは明白な事実です。そして、

アルコールがやはり普通に出回っておりますが、要するに、あ

るときには毒になるということも明白な事実であります。従っ

て、妊娠全期間を通じて影響があり、少ない量でも胎児に影響

を及ぼす可能性があるということですので、とにかく女性は、

妊娠を考えていたり妊娠をするという場合には、飲酒はアル

コールを 1滴も飲まない、厳しい態度で禁酒する。そして、申し訳ないのですが、妊娠を考えられるの

であればその前からやめる。そして、授乳中も飲酒を控えるということが重要だと思います。（スライ

ド 27）

　今はだいぶ早くお話をしてきたんですが、まとめますとアルコールの胎児への影響、そして、胎児性

アルコール症候群というのはどのようなものなのか、3つがあったということです。そして、発生頻度

はどのくらいか。日本は 1,000 に 0.1 ぐらいでそんなに多くないです。飲酒率はどのくらいか。女性と

しては約 8割ぐらい飲んでおりますが、妊婦さん自身は約 10％ぐらいです。アルコールで起きる障害

の機序はどのように考えていますか。代謝産物がいろいろなところに細胞の死や、そういう成長因子を

阻害するということ。飲酒時期と発症の関連はありますか。早い時期であれば奇形、遅い時期であれば

神経障害ということです。飲酒量と発生の関係はありますか。ありました。平均で 1杯未満であれば関

連は少ないということで、ただ、1回に飲む量が関連してきます。発症に関与する因子。禁酒すると効

果はありますか。ありますということです。禁酒をさせるいい方法は、保健指導以外ないということで

す。そして、妊娠と知らずに飲んだ場合の対応はどうしたらいいかですか。不安にさせる必要はありま

せん。ただ、今後はもう一切飲まないという指導が必要ですということ。そして、授乳期にお酒を飲ん

でもいいですかということですが、控えるということです。ただ、これくらいの時間、1杯だったら大

体 2時間半ぐらいで消えるということも 1つの目安にしてくださいということです。

　前よりだいぶ少し早くなってしまったんですが、私自身、アルコールに関して、そして皆さまに知っ

ていただきたいという内容がこのような内容で、もしあればここで終わって、あとは質問を受けたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

《質疑応答》
質問者：先生、今日はありがとうございました。文京区で保健師をしております。私もお母さん方と接

する機会が多くて、この授乳とアルコールというところはよく質問されるところなんですけれども、ビー

ル 1杯当たり 2時間 30 分という、その数字というのは、どのようにして出された時間なのかと思った

んですが。

左合：米国のガイドラインか何かから持ってきたんです。多分、調査をしているものだと思います。そ
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ちらのガイドラインから引っ張ってきました。

質問者：ご講演ありがとうございました。江東区で保健師をしております。お願いします。

　同じく、お母さんたちと話していると、妊産婦の方も結構「アルコールを飲みたいんだけど」という

方が多いんですけれども、最近はアルコールフリーというんですか、0％のものが多く出回っているの

ですが、それを飲んでいる方が多いです。それは私たちとしては、「うーん、ビール、どうなんだろう」

と思いながら、先生はそのアルコール 0％のアルコールフリーを飲んでいるということについてはどう

お考えですか。すみません。

左合：アルコールに関する害に関しては、僕は問題ないと思っております。ただ、何でも過度を過ぎる

と、例えば、カフェインもそうです。お茶がどうですかという。カフェイン自身は量が増えるとやはり、

それは毒性はないけれども赤ちゃんが小さくなる傾向があるんです。ただ、ではカフェインを完全にフ

リーにしろとうことはできません。

　僕が指導をしているのは、普通の生活をしている範囲で普通に、何でも、要するに、過度に取るのも

いけないし、過度に制限するのもむしろ良くないと思っているんです。ただ、極端なことをいうと、も

う東京に住んでいるということ自身、そして、こういうスーパーで物を買っているということ自身、影

響がないかといわれると何とも言えません。もう細かいことを言い出すときりがないわけです。

　ただ、そこはどこまでがどうこうということは言い切れないわけで、そうであればもう適度に。です

から、アルコール類も、どれだけ飲んでもいいですかというと、それは極端なことは水でもたくさん取

ればそれは害になるわけです。やはり、適度ということで。ですから、どうしても飲みたいという方が

適度にとる分に関しては別に問題ないのではないでしょうか。
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