
2018年版「赤ちゃんにやさしい病院運動(Baby-friendly Hospital Initiative)」と「母乳育

児がうまくいくための 10のステップ」について 
2018th ed. “Baby-friendly Hospital Initiative” and “Ten Steps to Successful Breastfeeding” 

中村和恵（新生児科医・IBCLC） 

Kazue Nakamura, MD, IBCLC 
 

【学習目標】 

1) 赤ちゃんにやさしい病院運動(Baby-friendly Hospital Initiative, 以下 BFHI)の歴史お

よび日本と世界の現状を学ぶ。 

2) BFHI が開始され 25 年以上を経て改定されるに至った経緯と改定のプロセスについ

て理解する。 

3）2018 年に改訂された BFHI の実施ガイド” Protecting, promoting, and supporting 

breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-

friendly Hospital Initiative 2018”と” 母乳育児がうまくいくための 10のステップ”（母乳

育児成功のための 10 ヵ条：2018 年版）の内容について学ぶ。 

 

【学習項目】 

1．BFHI の歴史および現状がわかる。 

2．BFHI の改訂のプロセスを学ぶ。  

3．改訂された BFHI の実施ガイドと母乳育児がうまくいくための 10 のステップの内容

を理解する。 

 

【抄録】 

1989 年、WHO と UNICEF は、出産施設で母と子が母乳育児を適切にスタートでき

るように支援するための「母乳育児成功のための 10 か条」を作成した。1990 年には

「母乳育児の保護、推進、支援に関するイノチェンティ宣言」が承認され、全ての出産

施設で「母乳育児成功のための 10 か条」に基づいた支援が実施されるように各国の政

府に呼びかけがなされた。このイノチェンティ宣言を受け、1991 年に「赤ちゃんにや

さしい病院運動（Baby-friendly Hospital Initiative; 以下 BFHI）」が開始された。 

それから BFHI 開始後 15 年以上経た時点で、WHO と UNICEF は、世界情勢の変化

（特に HIV 感染の増加）、赤ちゃんにやさしい実践を行う中で浮かび上がった課題、最

新の知見が数多く発表されてきたこと等の理由から、2006 年から 2009 年にかけて、

赤ちゃんにやさしい病院(以下 BFH)の認定に関連する内容の改訂を行った。 

さらに WHO と UNICEF は、BFHI 開始後四半世紀を経たが、世界中で BFHI が普及

していない上に BFH の割合も低いことから、BFHI の再評価と再活性化のための活動を

2015 年から開始した。まず、WHO は「母乳育児成功のための 10 か条」のそれぞれの

項目についてのシステマティック・レビューを行い、ガイドライン ”Protecting, 

promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn 

services”を作成した。それをもとに、WHO と UNICEF は「母乳育児成功のための 10

か条」の再構築・改訂を行い、2018 年 4 月に BFHI の実施ガイドである” Protecting, 

promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn 

services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018”と”母乳育児がうまくいく

ための 10 のステップ（2018 年版）”を発表した。 

今回、1991 年に開始されて以降の BFHI の歴史、現状や課題を理解するとともに、

改訂された BFHI と母乳育児がうまくいくための 10 のステップの内容について学び、

今後の BFHI について考える機会としたい。 
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早産児に対する EHMD: Exclusive Human Milk Diet の利点 

EHMD for preterm infants: Benefit of Exclusive Human Milk Diet 

水野克己（小児科医・PhD・IBCLC） 

Katsumi Mizuno MD, PhD, IBCLC 

 

【学習項目】 

1. 早産児に対する母乳栄養の重要性を説明できる 

2. 生後早期からの積極的な栄養戦略(Early Aggressive Nutrition)について利点を含め

て説明できる 

3. 現在の母乳強化物質の問題点を挙げて、人乳由来の母乳強化物質の利点を説明でき

る 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf;jsessionid=8C88CF27EC5696D4A87DDBBF324C7271?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf;jsessionid=8C88CF27EC5696D4A87DDBBF324C7271?sequence=1
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241561300/en/
http://www.who.int/about/agenda/health_development/events/innocenti_declaration_1990.pdf
http://www.who.int/about/agenda/health_development/events/innocenti_declaration_1990.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/


【抄録】 

超早産児に対する母乳は、“薬”としての役割もある。母親の母乳が児にとって最適で

あることは疑う余地もないが、母乳が得られない場合に、経腸栄養なしで静脈栄養の

みを続けることは腸管粘膜の萎縮や bacterial translocation のリスクを高めることにな

る。母乳バンクから提供されるドナーミルクを利用して、積極的な栄養戦略を行って

いる施設も増加してきている。積極的な栄養戦略を導入することで、出生体重復帰が

早まる、静脈栄養期間の短縮、医療費削減にもつながるなど利点も多い。現在、我が

国で利用できる母乳強化物質は牛の乳由来のもののみであるが、ミルクアレルギーや

脂肪酸カルシウム結石形成など諸問題も報告されている。人乳由来の母乳強化物質を

用いた Exclusive Human Milk-based Diet（EHMD）の利点についても概説する。 

 

 

NICU での母乳分泌の確立と維持 UP TO DATE 母乳の保存と取り扱いを含む 

Strategy of successful lactation in a NICU -UP TO DATE- 

Including storage and handling of own mother’s milk 

大山牧子（新生児科医・MD・ PhD・IBCLC） 

Makiko Ohyama, Neonatologist, MD, PhD, IBCLC 

 

【学習目標】 

1.母乳分泌の確立と維持のための効果的な搾乳戦略を学ぶ 

2.母乳の保存と取り扱いの最新情報を知る 

 

【抄録】 

NICU における母乳育児支援は、NICU 版母乳育児がうまくいくための 10 のステップ

に集約され、専門家による支援とピアサポートの重要性、母親が母乳育児を開始し母

乳分泌を維持することを支援する効果的な方法を行うことと同様に、肌と肌のふれあ

い/カンガルーマザーケアや母子同室を病院で実施することの重要性が述べられてい

る。今回は、これらのうち、「母親が母乳育児を開始し母乳分泌を維持することを支

援する効果的な方法」の UP-TO-DATE に焦点をおいて話す予定である。母乳分泌制御

に関わる母乳分泌抑制因子(Feedback inhibition of lactation, FIL)の最新知見についても

述べる。また、子どもの母親の母乳の保存と取り扱いについては新しい知見や勧告に

言及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



災害時の乳幼児栄養支援：私たち支援者にできること 

Infant and Young Child Feeding Support in Emergencies: What we can do 

本郷寛子（ソーシャルワーク修士カウンセラー・保健学修士・IBCLC） 

Hiroko Hongo, MSW, MHSc, IBCLC 

 

 

【学習目標】 

1. 災害時の乳幼児栄養の国際スタンダードと日本の現状について理解する 

2. 災害時の乳幼児栄養支援の基本（母乳・粉ミルク・液体ミルク）を理解する 

3. 災害時に適切な乳幼児栄養の支援ができるようになる 

 

【学習項目】 

1. 災害時に母乳育児を継続することの大切さ 

2. 災害救援スタッフと管理者のための活動の手引き(OG-IFE) 2017 年と WHO 「母乳

代用品のマーケティングに関する国際規準」 

3. 世界の防災対策の例 

4. 日本の現状と歩み 

5. 災害時の乳幼児栄養支援の基本（母乳・粉ミルク・液体ミルク） 

6. 防災対策、災害時にメッセージを出すときのポイント 

 

【抄録】 

2017 年に災害救援スタッフと管理者のための活動の手引き(OG-IFE)が改定され、2019

年に日本語訳が JALC から発行された。そこには、まず「母乳代用品のマーケティング

に関する国際規準」とその後の世界保健総会関連決議に沿った方針を作成、もしくは承

認することが大切と書かれている。しかし法制化をしていない日本ではその重要性につ

いて理解されることが難しい。なぜ母乳育児を保護・推進・支援することが大切なのか、

母乳育児の保護・推進・支援の重要性を認識した上で母乳代用品が必要な赤ちゃんの健

康を守るために何ができるのか。 

2004 年に起きた新潟県中越地震をきっかけに、被災した授乳中の母と子に対して適切

な支援がなされることを目的に、日本ラクテーション・コンサルタント協会とラ・レー

チェ・リーグ日本、母乳育児支援ネットワークの 3 団体で災害時の母と子の育児支援共

同特別委員会を設置した。当時は母乳育児の大切さを唱え、不必要な母乳代用品の寄付

を食い止めるための情報提供に邁進した。 

2011 年の東日本大震災では、災害時の母と子の育児支援共同特別委員会は、母乳育児

団体連絡協議会（現、母乳育児支援連絡協議会）と連携し、情報発信をすると同時にユ

ニセフの「赤ちゃんの栄養相談ホットライン」に協力をした。メッセージが SNS など

で拡散されると同時に、このメッセージを非現実的な母乳推進と捉えた批判が起こる。

その後どのように私たちが、不特定多数への情報発信に改訂を重ねたかを紹介し、防災

対策としてあるいは災害時にメッセージを出すときのポイントについて学びたい。 

2016 年の熊本地震の際、液体ミルクが輸入され配布されたことをきっかけに、国は液



体ミルクの製造と普及に舵を切っていき、2019 年春に日本で初めて国産の液体ミルク

が実用化し販売を開始した。災害時の母と子の育児支援共同特別委員会は、液体ミルク

の話題も含めて平常時からの情報提供や協働が必要と感じ、母と子の育児支援ネットワ

ークを新たに構築した。共同特別委員会はそこでの一部門と位置付け活動をしている。

これまでの歩みで学んできたことを参加者と共有していきたい。 

 

 

JALC20 周年記念シンポジウム「学び、つながり、明日を拓く」 

JALC20th anniversary symposium “We will Learn, Connect, Develop”  

 

司会：田中奈美、瀬尾智子 

シンポジスト：金森あかね、張尚美、西田真奈美、吉澤志麻、入部博子 

 

学習目標： 

様々な背景を持つ IBCLC がどのように母乳育児支援をしているかを知り、自分の母乳育児

支援をエンパワメントする。 

 

抄録： 

JALC は IBCLC および母乳育児支援者の団体として、2019 年で 20 周年を迎える。IBCLC

は個人の背景に関わらず、母乳育児支援に関する一定水準の知識・技術・態度を備えた国

際的な専門家として IBLCE®️により認定され、また、5 年ごとに認定の更新をしなければ

ならない。母乳育児に関する最新の知識はもちろんのこと、カウンセリング・スキルや授

乳のアセスメントをはじめとする専門的技術、そして、赤ちゃんとお母さんの力を信じ、

「指導」ではない「支援」をする心構えを持った支援者である。このシンポジムでは、

様々な状況で、IBCLC としての専門的な知識・技術・態度を活かして、母乳育児支援を実

践しているシンポジストが報告する。 

参加者が自らの母乳育児支援を振り返り、シンポジストの話によって力づけられ、明日か

らの支援へのエネルギーを得ていただければ幸いである。 

 

 

IBCLC 助産師としての母乳育児支援変革の軌跡 

Transition of breastfeeding support in Japan. ~Contribution of IBCLCs in midwifery field 

井村真澄（看護師・助産師・IBCLC・PhD） 

Masumi Imura RN, CNM, IBCLC, PhD 

 

学習目標：以下について理解し説明することができる. 

Ⅰ：日本における IBCLC 活動の軌跡 

Ⅱ：母乳育児支援業務基準-乳腺炎から乳腺炎重症化予防・ケア指導料新規収載とその後 

Ⅲ：EBM と NBM に基づく母乳育児支援 

 



Ⅰ：日本における IBCLC 活動の軌跡 

 1995年日本人初の IBCLC取得者が帰国し、1997年に日本で初めて国際試験が行われた。

1999 年に日本ラクテーション・コンサルタント協会（以下、JALC）が結成された。以来、

IBCLC 数は徐々に増加し 2018 年現在 981 名となっている。 

「母乳育児が当たり前にできる環境を共に作り出すために」、「母乳育児を科学的・効果的に

支援するために」、医師・看護職(保健師・助産師・看護師)、教育者・母親ピアサポーターら

多職種連携チームとして、JALC は母乳育児学習会等を通して、エビデンスに基づく母乳育

児支援および母子や家族の気持ちに寄り添う支援のあり方や、スキルに関する教育活動を

行ってきた。また、専門雑誌記事、書籍、看護・助産・医学領域における教科書、翻訳等の

出版活動や情報発信を行って今日に至っている。 

この間、人工乳育児主流時代の乳房管理・母乳育児指導から現在の母乳育児支援へと、180

度異なる内容への変換も数多く行われてきた。例えば、母子異室制/母子同室制、規則授乳/

赤ちゃん主導の授乳、授乳中の服薬不可/服薬可能、乳腺炎罹患乳房からの授乳不可/授乳推

奨等、そして、医療者主導の管理・指示・指導型関わりから、当事者をエンパワーする支援・

意思決定支援(shared decision making)へと変革がなされてきた。 

 

Ⅱ：母乳育児支援業務基準-乳腺炎から乳腺炎重症化予防・ケア指導料新規収載とその後 

2000 年助産雑誌 6 月号に、IBCLC による母乳育児支援特集が初めて組まれた。その特集の

中で、乳房の張り・腫れと乳腺炎についても掲載された。その後時を経て、IBCLC 資格を

持つ助産師らが中心となって、2011 年に日本助産師会から「母乳育児支援業務規準-乳腺炎」

を出版した。この冊子の中に、IBCLC としての活動を通して知りえた UNICEF/WHO 等の

国際的な動向や EBM 等の考え方、母乳育児支援のあり方についても記載した。その後も改

定を重ねて「乳腺炎 2015」を発刊し、近刊予定の「乳腺炎ガイドライン 2019(仮称)」(以下、

ガイドライン)には、支援に関するシステマティックレビュー結果を加える予定であり、乳

腺炎の概要、乳腺炎に罹患した母親・子ども・家族への支援、および医師等多職種との連携・

協働等のかかわりについても記載している。 

上記「乳腺炎 2015」の存在、一定数の認証助産師（アドバンス助産師）が存在しているこ

と、そして何よりも乳腺炎に罹患した母親と子どもへの支援の必要性が認識されたことに

より、健康保険における診療報酬として、2018 年に乳腺炎重症化予防・ケア指導料新規収

載に至った。これを機に「乳腺炎重症化予防ケア・指導経過記録用紙」を作成し、ケアと評

価の標準化を試みている。 

 

Ⅲ：EBM と NBM に基づく母乳育児支援 

歴史と文化的伝統の中で培われてきた母乳育児に対するさまざまな支援の効果に関しては、

強いエビデンスが見出されにくいことが往々にしてある。そのような状況下で、支援者はど

のようなケアを提供し、母親当事者の意思決定プロセスにどのように同行したらよいのだ

ろうか？ 

答えの導き方のいくつかのヒントとしては、Evidence-Based Practice と Narrative-Based 

Practice は車の両輪であること、臨床現場における意思決定モデル（Haynes,2002）および、

「それらは助けになるのか？害にはならないか？害があるのか？」Riordan(2016)等があり、



これらが私たちの実践の助けになるかもしれない。これらは、母親・子ども・父親・家族と

ともに歩む IBCLC 助産師として実践の中で多くを学んできたことであった。同時にこれら

は、日本の母乳育児支援に携わる多くの保健医療者従事者のありようを大きく変えてきた。

今後に向けても、さらに一層私たちがこれらの価値と方法を皆で共有して、支援の質向上を

目指した活動を続けていくことを願っている。 

 

 

「どうしたらいいの？私の母乳育児」～母親に伴走する支援を～ 

Escorting the mother to her breastfeeding goal, responding her  

question, "How shall I handle breastfeeding?" 

 

菅原光子（助産師 IBCLC） 

古賀浩子（助産師 IBCLC） 

西垣敏江 （LL.B IBCLC） 

 

学習目標 

１、母乳育児中の母親に、どのような困難な状況が起こりうるのかを知る 

２、コミュニケーション・スキルを使って、一人一人の母親への適切な情報を提供できる 

３、母親がその情報をもとに、自ら選択した方法で納得した育児に結びつけられるよう支

援ができる 

 

 

 日本では母乳で育つ子どもが増えており、生後 3 か月までにおよそ 9 割の子どもが母乳

で育っているという統計結果がでている。 

一方で、不適切な情報や適切な支援の不足は、母乳育児を困難にさせてしまう。 

困難と一言でいっても、それぞれの母と子、そして家族・生活環境が異なるわけであるから、

その困難に対応するためには、一つとして同じ支援はない。母親とその家族にとって、育児

のスタートともいえる母乳育児は重要な関心ごとである。 

施設から地域へとつながる支援の輪の中で、母子とその家族に「伴走」するすべての支援

者には、共通意識をもった支援が求められている。 

このセッションでは、3 つの事例（母乳不足感・乳腺炎・卒乳）を通して、JALC 創設以

来、20 年間にわたって学習会で伝え、学び続けた支援の核ともいえる「コミニケーション・

スキル」を使って、困難を抱えている母子の状況をとらえながら、母親自身が母乳育児につ

いて自己決定できる過程を学ぶ。 

 

 


