
《母乳育児の最新情報》 

Current topics on Breastfeeding 

 

母乳育児の健康への効果：なぜ母乳育児は大切か 

Health effects of breastfeeding-Why is it important? 

 

瀬川雅史 (小児科医・FABM・IBCLC) 

Masashi Segawa, MD, FABM, IBCLC 

 

【学習目標】 

 小児から成人、母親における母乳育児の疾病への予防効果、発育や認知能力などへの影響、さらには

母乳育児の社会・経済的効果などについて、最新の疫学研究の成果を学習し、母乳育児の意義について

理解を深める。 

【学習項目】 

１． 母乳育児の子どもへの短期効果（疾病予防効果、死亡率など） 

２． 母乳育児の子どもから成人までの長期効果（肥満その他の非感染性疾患、認知能力など） 

３． 母乳育児の母親への効果 

４． 母乳育児の社会経済的および環境に関するメリット 

【抄録】 

 近年、母乳育児に関する疫学研究の発展はめざましく、母乳育児の健康への効果について新しい知見

とエビデンスが次々と示されている。2016年１月、英国の医学雑誌ランセットは、母乳育児に関する特

集を組み大きな反響を呼び起こした（Lancet Series on breastfeeding）1)2)。それにはこれまでの膨大

な疫学研究の成果が簡潔にまとめられ母乳育児の広範囲かつ確たる健康への効果が明らかにされている。 

 たとえば、より長い期間母乳で育った子どもは、短い期間もしくはまったく母乳で育っていない子ど

もに比べ、種々の感染症の罹患とそれによる死亡のリスクが低く、認知能力はより高くなることが示さ

れている。あまり知られていない不正咬合の著しいリスク低下なども明らかにされている。また、小児

から成人に至るまでの肥満や２型糖尿病のリスクが母乳育児によって低下し（長期効果:lifelong 

effect）、母親の乳癌、卵巣癌、２型糖尿病などのリスク低下も改めて示されている。さらに世界全般の

母乳率上昇により、５歳以下の年間乳幼児死亡 823,000人、乳癌による年間死亡 20,000人が防止できる

こと、母乳で育たないことによる認知機能の低下により、世界で年間 3,200億ドルの経済的損失が発生

することなどの推論が示されている。 

 本講演ではランセットの論文を基に、以上のような最近の疫学研究による母乳育児の効果についての

知見を提示し、母乳育児の意義に対しての理解を深めたいと思う。 

１） Victora CG.et al.,Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect,Lancet 

2016;387:475-90 

２） Rollins NC.et al.,Why invest, and what it will take to improve breasted practices?,Lancet 2016;387:491-504 



母乳育児支援のための生化学(授乳中の食事と脂肪の関係を生化学で紐解く) 

Biochemistry of breastmilk to support breastfeeding dyad scientifically (relationship 

between maternal diet and milk fat)  

 

戸田千（産婦人科医・IBCLC） 

Yuki Toda, MD, IBCLC 

【学習目標】 

１． 母乳の成分を知る 

２． 母親の食事が母乳の成分にどのように影響するかを学ぶ 

３． 授乳中の女性に適切な栄養摂取について科学的な情報を提供する方法を知る 

【学習項目】 

１． 母乳に含まれる成分 

２． 人体の消化と吸収 

３． 母乳生成の仕組み 

４． 脂肪球と乳管 

５． 科学的な情報を適切に伝えるために  

【抄録】 

 食べた食品は消化管で消化・吸収された後に代謝されて母乳の成分となる。つまり授乳中の女性の食

事の成分がそのまま母乳中に移行するわけではない。しかし根拠のない情報は後を絶たない。例えば高

カロリーの食事は母乳を「不味くする」影響を与えたり、乳房トラブルに結びついたりするという情報

などである。母乳育児支援者は、人体の消化吸収の仕組みと母乳の成分が乳腺細胞で生合成される過程

を理解し、授乳中の女性の食事が母乳の成分にどのように影響するかを説明できる事が望まれる。授乳

中の女性の食事に関する根拠がないにもかかわらず断定的な情報が優位な現状の中で、授乳する女性と

乳児の健康を守るために科学的な情報提供をする方策を学ぶ。 

 

 

育児困難感のあるお母さんと赤ちゃんへの援助 

How to assist mothers who feel difficulties in childcare  

 

              布川まゆみ (助産師・IBCLC) 

Mayumi Nunokawa CNM, RN, IBCLC 

【学習目標】 

１． 育児困難感をもちやすい母親の背景と要因を知る。    

２． 母親が育児困難感をもちやすい子どもの特徴を知る。 

３． 母親の育児困難感が母子関係に及ぼす影響を知る。 

４． 安定した母子関係を築くための支援の実際を知る。  



【抄録】 

 母乳育児支援には、授乳の方法や乳房のトラブルの相談に限らず子どもの発育についての心配や成長

に伴い子どもとの関わり方等、育児全般についての支援が求められる。中には母親の不安がなかなか解

消されず数ヶ月に亘る支援が必要な場合もあり、その理由として母親側に原因がある場合と子どもに特

別な支援が必要な場合、双方の要因が母子関係に影響を及ぼしている場合などがある。  今回は長期に

わたって支援が必要となる育児困難感を持つ母親の背景や、子どもの特徴を学び実際の支援の方法を紹

介していきたい。 

  

                                         

 

《特別な支援の必要なお母さんと赤ちゃん》 

Mothers and babies with special needs 

 

周産期のメンタルヘルス（特に周産期発症のうつ病について） 

Mental health  of peripartum period（especially , about peripartum depression） 

 

宮 貴子（精神科医・産婦人科医・IBCLC） 

Takako Miya MD, IBCLC 

【学習目標】 

１． 精神疾患のうち、頻度の高い周産期発症のうつ病（いわゆる「産後うつ病」）について学ぶ。 

２． 睡眠障害とうつ病の関係を知る。 

３． 精神面で支援が必要と思われる妊娠中および出産後の女性をどのように支援できるかを考える。 

【抄録】 

 1999年から英国で行われた調査により、母親の自殺が産後の母体死因の１位であることが 2002年に

判明した。日本では母体死亡に占める自殺の割合は不明だが、英国とほぼ同様の傾向にあると考えられ、

2015年より産婦人科医、精神科医が連携した周産期のメンタルヘルスへの取り組みが本格的に始まった。 

しかし、妊娠・出産・子育てという精神的に絶え間なくストレスのかかる期間を継続して支援するシス

テムは、行政はもとより、病院や地域のレベルでも追いついていないのが現状である。周産期に関連し

た精神疾患、特に産後うつ病について、その治療・児への影響・母乳育児との両立について学習し、早

期発見、早期支援につなげる方法を考えていく。 

 

 

 

 

 

 



母体合併症（妊娠高血圧症候群と妊娠糖尿病） 

Maternal complications 

（Hypertensive Disorders of Pregnancy and Gestational Diabetes Mellitus） 

 

間瀬 徳光（産婦人科医・IBCLC） 

Norimitsu Mase，MD，IBCLC 

【学習目標】 

１． 妊娠高血圧症候群（以下HDP：Hypertensive Disorders of Pregnancy）の出産後の女性の病状と

生活の注意点を理解しつつ、母乳育児支援を行えるようになる。 

２． HDP の基本的な薬物治療と授乳の可否について、最新のガイドラインをもとに判断することがで

きる。 

３． 妊娠糖尿病（以下GDM：Gestational Diabetes Mellitus）の出産後の女性の食事療法と薬物療法

を理解し、母乳育児支援を適切に行えるようになる。 

４． GDMの出産後の女性の母乳育児の利点を学び、家族などの支援者とともに母乳育児の理解を深め

ていくことができる。 

【抄録】 

 HDP と GDM は妊娠中、出産後の女性に特に一般的な合併症である。近年どちらも疾患概念が大き

く変化している中で、授乳との関連が触れられることは少なかったが、徐々に授乳のもたらす母児への

恩恵と豊かな力に光が当たってきている。 

 HDPは、2005年に「妊娠中毒症」から名称が変更となり、2009年、2015年とガイドラインが作成

されている。産褥では HDP の悪化のサインを見逃さずに、疲労を和らげる生活に配慮しながら、授乳

を支援する必要がある。降圧薬の使用中は、数年前まで授乳は禁忌であったが、最新のガイドラインに

は「安易に母乳を中止するのではなく、母乳栄養の両立ができるか検討する必要がある」と記載される

までになっている。 

 GDMにおいては、2010年に 26年ぶりに診断基準が改定となった。2015年には更に改定され、新診

断基準となったことで、GDM の頻度は 4 倍増加し、現在では約 1 割の妊婦は何らかの糖代謝異常と診

断される。2015年発刊の日本糖尿病・妊娠学会による管理マニュアルでは、「母乳栄養は母子にとって、

最も自然で理想的な栄養方法である」として、母乳栄養の意義と利点について触れられている。母乳育

児は、母親のメタボリックシンドロームや 2型糖尿病の発症リスクを減少させると推奨されており、母

親の将来の健康にも関わると注目が集まってきている。 

 HDP と GDM に対して、最新の診療指針、注意すべき病状と生活習慣、薬剤と授乳の知識を学び合

い、合併症のある出産後の女性が安心して母乳育児に取り組めるよう、支援の輪を広げる機会としたい。 

 

 

 

 

 

 



「『母乳だけ』にはこだわらない」という女性への支援 

How to communicate women who may not choose to breastfeed exclusively 

 

本郷寛子(ソーシャルワーク修士・IBCLC) 

Hiroko Hongo, MSW, MHSc, IBCLC 

 

【学習目標】参加者は、以下のことができるようになる。  

１． 妊娠中の女性が希望する乳児栄養法に影響する因子を挙げる。  

２． 妊娠中や産後の女性の気持ちを傾聴しつつ、その女性の状況にあった乳児栄養法に関する情報を伝

える。 

３． 家族の状況と健康に最もふさわしい、本人の納得のいく乳児栄養法を女性とともに考えていけるよ

うなコミュニケーションの方法を知る。 

【抄録】 

 妊娠中の女性に栄養法の希望を聞くと「母乳はあげたいが、母乳にこだわらないでミルクも上手に使

いたい」と答えが返ることも少なくない。こうした考えの背景には、どのような実態が影響しているの

であろうか。 支援者は、十分な傾聴と情報提供をしたうえで、女性自身の選択を尊重すること が大切

である。 

 一方で、どうしたら押し付けにならないように母親との信頼関係を大切にしながら話を聴き適切な情

報提供ができるのか悩む支援者も多い。女性に寄り添うコミュニケーション・スキルを学ぶとともに、

「『母乳だけ』にはこだわらない」という女性の背景にある人工乳のマーケティングや 母乳育児へのイ

メージも念頭において、どうしたら適切な支援ができるのかを考えたい。 

 

 

 

 

後期早産児と SGA（少し早く生まれた赤ちゃんと少し小さく生まれた赤ちゃん） 

Late preterm infants and small-for-gestational age infants 

 

瀬尾智子（小児科医・IBCLC・FABM） 

Tomoko Seo, MD, IBCLC, FABM 

【学習目標】 

１． 後期早産児と SGAの特徴を述べることができるようになる。 

２． 後期早産児と SGAの母乳育児援助について学び、実践に活かすことができるようになる。 

３． 後期早産児と SGA が起こしやすい合併症と予防のためのケアについて理解し、医療介入が必要な

タイミングを判断できるようになる。 

４． 産科施設退院後のフォローに必要な知識を持ち、継続支援につなげることができる。 



【抄録】 

出生体重が 2000g以上ある低出生体重児や後期早産児は、NICUに入院することなく通常の産科施設で

管理されることがしばしばある。後期早産児は呼吸障害や黄疸などの合併症を起こしやすく、低出生体

重児は低血糖のリスクがある。また、正期産であっても在胎 39 週未満の児は母乳育児に関連した問題

が起こるリスクが高いことが近年わかってきた。母乳育児に関する問題を回避するためには、産後早期

からの搾乳をはじめとする予防的支援が重要である。これらの児は直接哺乳が効果的にできるようにな

るまでに時間がかかるので、支援者は児の成熟を待ちつつ、母親への精神的・技術的援助を含めたきめ

細かいサポートをする必要がある。 

また、後期早産児や SGA は、乳児期後期の鉄欠乏生貧血や成長障害・発達障害のリスクが高く、新生

児期以降の継続支援につなげることが、成長・発達のフォローに必須である。 

※注 

在胎 34週 0日から 36週 6日までの早産児をLate preterm infant（後期早産児）、37週 0日から 38週 6日までの正期産

児を Early term infant と呼ぶ。また、在胎週数に比べて出生身長および体重が 10 パーセンタイル未満の児を

small-for-gestational age infantと呼ぶ。欧米での多くの論文における SGA の定義は、「出生体重および/または出生身長

が在胎週数相当の-2SD 未満」である。日本小児科学会新生児委員会では出生身長および体重が在胎週数相当の 10 パー

センタ イル未満という ICD-10 の基準を用いている。 

 

HTLV-1と HIV と母乳育児 

HTLV-1/HIV infection via breastmilk 

 

水野克己（小児科医・IBCLC） 

Katsumi Mizuno, MD, PhD, IBCLC 

【学習目標】 

１． HTLV-1の母子感染予防対策について説明できる 

２． HTLV-1キャリアが栄養方法を選択する際に情報提供できる 

３． HIVの母子感染予防対策について説明できる 

４． HIVキャリアが母乳育児を行う際の注意点を説明できる 

【学習項目】 

１． HTLV-1母子感染予防対策 

２． HIV母子感染予防対策 

【抄録】 

 母乳が母子感染の主な経路である代表的なウイルスには成人 T 細胞白血病ウイルス（HTLV-1）とヒ

ト免疫不全ウイルス（HIV）とがあり、母子感染予防を目的とした対策がなされている。 

 HTLV-1母子感染予防については平成 23年度から厚労省研究班（板橋班）において、科学的に信頼性

が高いとされるコホート研究をおこなっている。本研究班が研究を開始する時点ですでに得られている

研究結果では人工栄養、短期母乳（産後 90日以内）、冷凍解凍母乳による母子感染率に差が認められな

い。従って、今回の研究班においてもこれら３つの栄養方法から選択していただいている。本研究にエ

ントリーし、出生した子どもが 3歳になった時点で血液検査を行い、栄養方法別の母子感染率が明らか



にされることになる。 

 HIVに関しては開発途上国における母子感染対策に関する研究が行われている。その結果を踏まえて、

世界保健機関（WHO）は抗レトロウイルス薬を服用しながら少なくとも 12ヵ月は母乳育児を続けるよ

う推奨している

（http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246260/1/9789241549707-eng.pdf?ua=1&ua=1）。 

ただし、日本においてはHIVキャリアから生まれた児は人工栄養とするようHIV母子感染予防対策マ

ニュアルに記載されている。 

 

 

「高年初産のお母さんへの援助（ガイドラインを踏まえて）」 

Assisting elderly primiparas〜Based on the Guidelines  

 

渡邊和香(助産師・IBCLC) 

Yasuko Watanabe RN,CNM,IBCLC 

【学習目標】 

１． 高年初産の背景を知り、支援に生かすことができる。 

２． 高年初産の妊娠・出産のリスクについて知る。 

３． 高年初産の子育て支援のニーズに応じた支援ができる。 

【学習項目】 

１． 高年初産の背景 

２． 高年初産の母体側のリスク 

３． 高年妊娠の胎児側のリスク 

４． 高年初産の子育て支援のニーズと支援 

５． 高年初産の健康問題等の特徴と支援 

【抄録】 

高年妊娠の定義は、35歳以上での妊娠とされ、そのうちの約 8％が初産である。近年、女性の高学歴

化や社会進出でのキャリア形成の時期と生物学的に妊娠に適した時期が重なることによる晩婚化、加齢

とともに低下する妊孕能力を上回る生殖補助医療（ART）の向上などから、高年で初めて母親となる女

性が増えている。１) 

高年初産の女性からは、 

・高年だと出産の時にリスクがあるって聞いたけど無事に出産できるかしら 

・ダウン症が多いと聞いたけど出生前診断を受けた方がいいかしら 

・高年だと母乳が出るかしら 

・子どもを育てていく体力があるかしら  

などの不安が聞かれ、できるだけ妊娠中に情報を集めて解決しておきたいと思い妊娠生活を楽しむこと

ができないことも多い。 

保健医療従事者の中には、 

・高年の人は出産時や産後のリスクが高い 



・なかなか母乳が出なくて母親のモチベーションを保てない 

・いろいろと調べて情報が多すぎて、質問が多く面倒などと感じ、身構えてしまっていることも多い。

さらに、出産施設退院後の子育て支援の現場では、 

・産後の身体の回復が思わしくない。体力に自信がない 

・友人の子どもはすでに成長していて子育て仲間ができず孤立している 

・自分の親も高齢で育児と介護のダブルケアをしている 

など、子どもを育てるうえで、困難や不安を感じている母親も多い。 

これらのことをふまえて、平成 26 年 3 月に出された「高年初産婦に特化した産後 1 ヵ月までの子育て

支援ガイドライン」2)の中の「子育て支援のニーズ」と「健康問題等の特徴」に応じてそれぞれの母親が、

安心して妊娠・出産・子育て期を過ごせる支援について考えたい。 

1)お母さんを診よう 中山明子・西村真紀 編 南山堂 

2)高年初産婦に特化した産後 1 ヵ月までの子育て支援ガイドライン研究代表者 森 恵美 子育て支援ガイドライン開発

研究プロジェクト 


