
リサーチレビュー
母乳と母乳育児の管理方法

NICU における母乳管理プロセスは時に複雑なものと
なります。本レビューは、早産児に与えられる母乳の質と
量を最大限に活かすことを目的に、NICU における母乳
管理プロセスを最適化する最新のエビデンスについて
解説しています。
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Medela: 母乳と母乳育児のための
包括的ソリューション

Medela は 50 年以上に渡って、生涯を通して母乳から得られる恩恵により、お母
さまと赤ちゃんの健康を増進することを使命として努力してまいりました。この
間、Medela はお母さまが必要とする支援と赤ちゃんの哺乳行動の理解に全力を注
いできました。かけがえのない授乳期間を通じて、お母さまと赤ちゃんの健康を促
進することがメデラの最も重要な活動です。Medela は母乳と母乳育児に関する萌
芽的研究を継続的にサポートしており、研究成果を革新的な母乳育児ソリューショ
ンに採用しています。

母乳の成分、乳房の解剖学、および乳児が乳房から乳汁を飲みとる方法について
の新たな発見を通じて、Medela は NICU（新生児集中治療室）での母乳の提供、母
乳育児の促進をサポートするソリューションを開発しました。

Medela は NICU で母乳を与えることの難しさを理解しています。十分な乳汁生
成や母乳摂取に困難を伴い、さらに、衛生的に保つこと、管理方法も重要な課題で
す。Medela が提供するポートフォリオ（製品群）は、母乳を確保し、母乳による授乳
を促進し、そして、すべての乳児ができるだけ早い時期に母乳哺乳を達成すること
を目的とします。

Medela はエビデンスベースの最新の知識を提供し、NICU における母乳育児と母
乳の活用を支援します。研究に基づく革新的な製品と、その製品に関する教育資料
の目標は、NICU における母乳の活用に関連する難しい課題に対応することです。

利用できるソリューション、およびその機能性と相互作用を病院の全体的なプロセ
スとエビデンスベースの決定に関連付けてご理解いただくため、Medela はリサー
チレビューのシリーズを作成しました。本リサーチレビューは、母乳と母乳育児が
重要な役割を果たす NICU プロセスにご活用いただけます。これには、早産児の
哺乳行動の発達、母乳の管理方法、および母乳の感染管理などが含まれます。

科学的研究
Medela は卓越したエビデンスに基づいた研究成果を追求します。Medela はこの
姿勢に基づいて、最先端の搾乳器と授乳に関する技術を開発しています。Medela
は経験豊富な医療者と協力して研究を進め、また世界中の大学、病院、研究機関と
の共同研究を行っています。

製品
お母さまの搾乳のサポートは Medela のコア・コンピテンシーです。母乳保存容器
はビスフェノールが含まれず、丁寧かつ衛生的に母乳を収集可能です。ラベル付
けから、保管、持ち運び、加温、解凍まで一貫して提供するそれぞれのソリューショ
ンが、貴重な母乳の安全な管理をサポートします。そして、母乳が乳児に届くよう
に、Medela はさまざまな授乳状況に対応する革新的な製品を開発しています。

エデュケーション
Medela において、研究と教育は緊密に結びついています。Medela は臨床医学者
と教育者を結び付け、専門性の高い成果を提供します。知識を交換し、広範囲な科
学コミュニティと相互交流を図ります。
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母乳と母乳育児の管理方法

要約
母乳は早産児の成長と健康状態に大きな影響を及ぼす決定的な要素です。直接授乳の場合、母乳は最も安全かつ最適な状態で
す。しかし、早産児の母乳育児の開始は遅れることが多く、搾乳された母乳の供給が NICU では優先されることになります。母親の
乳房からの新鮮な母乳に最も近い状態で母乳を乳児に供給するためには、エビデンスベースの実践が不可欠となります。これに
は、母乳分泌を最大限に高めるための搾乳プロトコルや、母乳成分の損失を最低限に抑える保存及び取り扱い、乳児の栄養価を
強化する母乳の栄養強化が含まれます。これらは、NICU における母乳の質と量を最大限に高めることで、母乳の供給経路の全工
程を最適化することを目的としています。
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はじめに

母乳育児のメリットは、世界的に認められています1–5。母乳育児によって、最適な栄
養素や免疫保護6が提供されるだけでなく、正期出産直後から母と子の絆が強化さ
れることになります。そのため、生後 6 か月間は母乳のみで育てることが推奨され
ているのです1–4。しかし、早産児の場合、母乳育児の始まりは多くの場合で課題が
あります7。妊娠後期に起こる必要な発育が中断されるため、生後の環境の中で急
速に発達しなければなりません。早産後の最初の数ヶ月に母乳を与えることは大変
重要であり1、NICU で母乳を最大限に活用することは重要です。

NICU は母乳の提供に際して母親と乳児をサポートする重要な役割を担っていま
す。したがって、NICU は母乳の十分な質と量、そして完全性を確保するために、 
最先端かつエビデンスベースの実践を信頼しなければなりません。本リサーチレ
ビューは、早産児における母乳育児のメリットに関する最新の研究を、NICU の専
門家に詳細に説明することを目的としています。すなわち、母親の乳汁分泌開始・
確立・維持をサポートする介入、そして母乳の安全な収集、取り扱い、授乳に関して 
NICU が直面するロジスティックな問題について触れています。
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母乳育児と母乳の価値

母乳育児によって提供されるのは、乳児の最適な成長と発達に必要な栄養成分だ
けではありません。免疫保護6を与え、さらに出産直後から母と子の絆を深めること
にもつながるのです。このような大きなメリットを享受できることから、正期産児・
早産児にかかわらず母乳が推奨されているのです。

母乳育児による健康への影響
産後早期に母親と緊密に肌が触れ合うことによって、新生児は体温、呼吸、酸塩基
平衡8を強化および調節し、落ち着くことができます9, 10。吸啜の間における緊密な
肌の触れ合いは、授乳期間の長期化を促し、母親の消化管が授乳中に増加するエ
ネルギー必要量に適合することを助ける役割を果たすこともあります7。そして何よ
りも、母乳育児は母親と乳児の絆を強めてくれます11。射乳反射時にはオキシトシ
ンが分泌されることで、母親の乳房と乳頭領域への血液流入が活発化して、皮膚の
温度が上昇し、乳児のための穏やかな発育環境を形成します 11。産後すぐに新生児
と肌の触れ合いをする母親は、より多くの時間を乳児と過ごすことになり、母乳授
乳中に乳児との触れ合いも増え12、母乳育児の期間も長くなります13。早産児の母
親の場合は、母子分離や医学的な問題により状況は異なりますが、肌と肌の触れ
合いが母乳産生の増加につながり、乳汁分泌の開始も早まり、早産児の生理的な
安定性を向上させます14–16。

母乳育児は、長期に渡る母親と乳児の健康維持にもつながります。母親にとって
のメリットは、産後の子宮回復を促進し、出血のリスクを低減し、妊娠前の体重に
戻りやすくなるといったことが挙げられます17。さらに、卵巣ガンや乳ガン、骨粗鬆
症、2 型糖尿病、循環器系疾患、そして関節リウマチのリスクも低減します1, 18, 19。 
乳児にとって、母乳育児は急性中耳炎のリスクを低減し19、乳児の顎顔面の発育
を促進します20。歯列が良くなり、口腔周囲の筋肉と咀嚼筋肉の活動を促し、口蓋
の発育を促進します21, 22。さらに、母乳を摂取することによって、消化管感染症、呼
吸器官感染症、アトピー性皮膚炎、小児喘息、小児白血病、1 型糖尿病、肥満、壊死
性腸炎 (NEC)、そして乳幼児突然死症候群 (SIDS) などのリスク低下にもつながり
ます1, 19, 23。
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母乳に含まれる生理活性成分
母乳は、乳児の最適な成長と発達に必要な栄養分を全て供給してくれます。例え
ば、必須栄養素（脂肪、炭水化物、タンパク質）、微量栄養素（ビタミンやミネラル）、
発達因子（長鎖不飽和脂肪酸 (LCPUFA)、成長因子、サイトカイン）などです。また、
母乳には乳児を感染症から保護し、腸内の成熟を促進する生理活性物質が含まれ
ています。

母乳に含まれる sIgA やラクトフェリン、リゾチームなどの多機能性タンパク質、 
そして遊離脂肪酸は抗感染物質として働き、早産児には必須です24。これらの物質
の相互作用により、特定の病原菌を非活性化、破壊、および結合し、粘膜表面への
付着を予防します25。母親の生きた細胞（図 2）は母乳を介して乳児に伝えられま
す。これには血液由来の白血球や、乳腺上皮細胞、幹細胞、細胞片など、乳児に免
疫保護を与える物質が含まれています26–28。また、多量の母乳オリゴ糖も乳児に与
えられることになります。オリゴ糖は体内における抗生物質としての重要な免疫
機能を担っており、腸内の共生細菌を促進します29（表 1）。また、デコイ（おとり） 
もしくは受容体類似体としてロタウイルスなどの病原体が腸壁に付着するのを防
ぎます30–32。母乳には腸内細菌叢の一部となって炎症および免疫調節プロセスに
影響する共生細菌も含まれています。共生細菌は病原菌の過剰成長を防ぐだけに
とどまらず、腸内を酸性化して乳糖を発酵させ、脂肪やタンパク質を分解し、ビタミ
ンKやビオチンを生成する働きを有しています33–35。母乳の多様性や生理活性的な
性質を考慮すると、母乳の処理はこれらの物質の活動と完全性の維持を目的とす
ることが重要となります。

図 1 — 射乳反射
刺激に反応して、オキシトシンが下垂体後葉から母体循環に分泌されます。オキシトシンは腺房周辺の筋上皮細胞
にある受容体に結合します。これらの細胞が収縮し、乳頭の方向に乳汁を腺房から乳管に押し出します。

刺激 射乳

脳幹

視床下部

下垂体 
後葉

オキシト 
シンの分泌

母体循環

受容体結合

筋上皮細胞収縮
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早産児の母親の母乳は、正期産児の母親のものとは異なります。正期産児の母親
の母乳と比べ、早産児の母親の母乳には、より高濃度のエネルギー、脂質、タンパ
ク質、窒素、およびミネラルが含まれているのです。さらに、早産児の母親の母乳
に含まれる細胞、免疫グロブリンおよび抗炎症作用を含む免疫性因子は、正期産
児の母乳よりも多く含まれています36, 37。早産児の母親の母乳に含まれる要素は、
特に消化器官や神経器官の発達、そして、免疫保護機能の形成に重要な役割を
果たします6。母乳は全ての早産児に推奨されるものの5、とりわけ極低出生体重児
（1500 g 未満）など、早産児の発育に必要な高い栄養欲求を満たすことはできま
せん37, 38。したがって、早産児の成長を最大限サポートすべく、1500 g 未満の乳児
には、タンパク質、栄養成分、ビタミン、ミネラルによる母乳の強化が推奨されるこ
とになります39。

表 1 — 母乳に含まれる生理活性成分。新生児の感染症予防と腸管発達の両方に効果が認められている25

機能 成分
腸の未熟な発達を補足 sIgA、ラクトフェリン、リゾチーム、血小

板活性化因子アセチルヒドロラーゼ、
サイトカイン、酵素

未熟な腸の成長をサポート ヌクレオチド、オリゴ糖、成長因子

感染症や炎症の予防 sIgA、ラクトフェリン、リゾチーム、血小
板活性化因子アセチルヒドロラーゼ、
サイトカイン、乳脂肪球皮膜、オリゴ糖

有益な細菌叢の確立を促進する sIgA、ラクトフェリン、リゾチーム、オリ
ゴ糖、α- リノレン酸

図 2 — 乳房組織の例 — 母乳に含まれる幹細胞の源
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ヘルスケアにおける母乳の利点 

母乳育児は、とりわけ生後数カ月における早産関連疾患の発症率や重症度、お
よび /またはそのリスクを用量依存的に低下させることが証明されています。 
Patel らによる研究40では、NICU における疾患と毎日の平均母乳摂取量 (ADDHM) 
の用量に相関関係が示されており、母乳摂取量が毎日 10 mL/kg 増加するごとに、
敗血症の罹患率が 19 % 低下することが示されています。毎日の母乳摂取量が
最低（ADDHM が 25 mL/kg/d 以下）の乳児は、敗血症のリスクが最高であるだけ
でなく、NICU における費用も最大でした（図 3）。また、生後 28 日以内に乳児の
ADDHM を毎日 25–49 mL/kg 増加させることで、乳児 1 人につき 20,384 米ドル、
合計で 1200 万米ドルのコスト削減につながり、ADDHM を ≧ 50 mL/kg まで増加
させることで、病院は乳児 1 人あたり 31,514 米ドル、合計で 1800 万米ドルの削
減を達成できることが証明されました。

このようなコスト削減は、その他の早産関連疾患の例でも再現されています。母乳
によって、遅発型敗血症、気管支肺異形成症、NEC、未熟児網膜症などの発症率と
重症度が大幅に減少されることから、これらの疾患に伴うコストも低下します。これ
らの疾患によってもたらされる直接的な増分の NICU 入院費用は、遅発性敗血症
の 10,055 米ドルから、気管支肺異形成症の 31,565 米ドルにまで及ぶことになり
ます。疾患の発症率と重症度を低下させることにより、母乳育児は間接的に NICU 
における入院費用にも影響を与えることが示されたのです。また、疾患による影響
に関わらず、その他の NICU 入院費用も低下させています。管理面では、NICU に
は母乳供給のためのコスト負担がありますが41、母乳育児がもたらす経済的なメ
リットは、母親と施設が負担する比較的低いコストを確実に上回ります41。
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図 3 — 母乳量の増加に関係する NICU コスト Patel らによる40
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早産児への母乳育児は最初は困難であるものの、母乳育児を確立中の早産児およ
び入院中の乳児全てに対する栄養源として母乳を与えることが有効だとする有力
なエビデンスがあります。直接授乳とは異なり、NICU における母乳の哺乳に際し
ては複数段階に渡る処理と準備を経なければなりません。経腸栄養または経口摂
取のための母乳は、搾乳、収集そして保存のプロセスを経るため、母乳の必要な成
分が損なわれてしまうことがあります。母乳の収集・保存・処理には栄養素や容量
の損失、および雑菌感染といった問題が懸念されるため42、主要栄養素および微量
栄養素の損失を最小限に抑えつつ、できるだけ多くの母乳を早産児に提供するこ
とができるよう、努めなければなりません。

したがって、エビデンスベースの実践から始まる母乳の供給経路全体をカバーし
た明確なプロトコルの確立が必要です。乳児に与える母親の母乳量を最大限に活
かす試みとして、十分な乳汁分泌の開始・確立・維持を目的とした最先端の介入が
含まれます。乳汁の質を維持するための NICU 実践の強化としては、衛生的な搾乳
や洗浄が挙げられます。同様に、母乳の保存や取り扱いガイドラインを裏付ける文
献を理解することも求められます。これには、適切な授乳を実践するための解凍や
加温、栄養強化も含まれます（表 2）。

NICU における母乳の供給経路 

表 2 — NICU における母乳の供給経路と管理上の留意点

NICU における母乳の供給経路 管理上の留意点
搾乳:  自宅または NICU におけ

る搾乳
l  搾乳器
l  搾乳口
l  搾乳量の最適化
l  衛生的な収集
l  保存容器

移送:  家からの移送または院内
での保存

l  冷却
l  ラべリング 
l  蓄積 

保管：  室温、冷蔵、冷凍
l  最適な保存期間
l  強化栄養
l  低温殺菌

哺乳の 
準備:  解凍と加温

l  最適温度 
l  水を使用する方法 vs しない方法
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搾乳
早産児の母親の多くは、乳汁分泌を開始・確立させるための搾乳から母乳の供給
経路がスタートします。34 週以下の早産児は、神経系が未熟なこと、また、呼吸器
系疾患やその他の医学的合併症があることから、最初は授乳が不可能であること
があり43、搾乳された母乳に頼らなくてはなりません。母親は、乳房の発達が未熟な
段階であり、乳児の哺乳能力が十分でなく、早産による気持ちの動揺、そして適切
な装置と適時のサポートを得ることが難しいといった理由から、始めのうちは母乳
の開始・確立・維持が容易にいかないことがあります44。

乳汁分泌の開始・確立・維持

母乳産生は妊娠中における分泌細胞の分化（乳汁生成 I 期）から始まり、母乳を分
泌できるように乳腺が発達します。この細胞分化の段階においては、乳房の分泌腺
組織が著しく成長し、妊娠後期には、乳腺上皮細胞が乳汁を分泌する乳腺細胞と呼
ばれる細胞へと分化します45（図 4）。出産後の最初の 2 週間が乳汁分泌が開始・プ
ログラミングされる決定的な時期であると考えられています46, 47。正期産児の母親
の場合、母乳容量は産後 36 時間後から急速に増加します。個人によって母乳の分
泌量は大きく異なりますが、1 日目に ～50–100 mL/日、5日目までに ～500 mL/日、
そして分娩後 1 カ月までに ～750–800 mL/日が平均です48, 49。しかし、搾乳器に依
存しなくてはならない母親の場合、乳汁分泌の開始が遅れるリスクがあり、分娩後 
1 カ月で十分量の母乳を確保できない（一日 500 mL 以下）リスクは正期産児の母
親の 2.81 倍にも及び、母乳量にばらつきがあることが示されています50。これに加
えて、搾乳器を使用する早産児の母乳量は、時間と共に増加せず、340–640 mL/日
ほどの横ばいになる傾向があるとされています50, 51。

図 4 — ラクトサイトの図
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産後一週間の母乳量の増加をサポートするためには、授乳または搾乳により、定期
的かつ頻繁に母乳を分泌することが必須となります。正期産児の母親の場合、授乳
後に搾乳をして、乳房を空に近づけた場合に、母乳量が増加したことが確認されて
います52。つまり、搾乳依存の母親にとっては、乳房を効果的に空にすることが乳汁
産生を向上させるために必須となるのです。とはいえ、早産児の母親の多くにとっ
て、この期間における効果的な母乳の授乳・搾乳は特に難しく、結果的に十分な母
乳を分泌できないことがあります38。

乳汁分泌の最大化

早期からの頻繁かつ効率的な搾乳において母親をサポートすることで、早産後の
母乳分泌の活性化タイミングと母乳量改善を促します53–55。以前より、早産後 6 時
間以内の早期搾乳によって母乳量が改善されるという説は一貫して裏付けられて
います53–55。しかし、分娩直後の 1 時間内に搾乳を開始することで、早産児の母親
の母乳量がさらに増加することが証明されています56, 57。先行研究の結果、分娩
後 1 時間以内に搾乳を開始した母親は、（分娩後 2–6 時間における搾乳と比較し
て）最初の 7 日間における総搾乳量が多く（1374 vs 608 mL/日）、分娩後 3 週間目
の搾乳量はさらに増加（614 vs 267 mL/日）し、乳汁分泌開始までの時間も大幅に
短縮される（80 vs 136 時間）ことがわかっています56。これらの結果は、より大規模
な研究において再現する必要があるものの、搾乳器を利用する母親にとっての早
期搾乳開始の重要性を強調しています。

搾乳頻度の高い母親（日に 6 回以上）は、搾乳頻度の低い母親に対して、5～6 週目
の搾乳量が多くなります53, 58。また、一日の搾乳頻度を高めることが、早産児への授
乳期間を40週間以上にも長期化することへの関連性も示されてきました55。このよ
うなメリットは一日に 6 回以上搾乳した場合に確認されていますが、乳汁産生の
抑制を防止するために、24 時間に 8-10 回の搾乳59が一般的に臨床では推奨され
ています60。

授乳確立期における乳児の吸綴に近い搾乳器の吸引パターンを採用することで、
より効率的な搾乳が実現すると考えられます。最初の射乳反射に先立ち、授乳時
の乳児には速い吸綴運動が見られます。母乳が流れてくると、吸綴速度は低下し、
乳児はよりしっかりとした吸引力で母乳を飲みとるようになります61。2 フェーズの
パターンを利用して射乳反射を促進して搾乳を行う病院グレードの電動搾乳器
は、1 フェーズ電動搾乳器と比べて、より効率的で、母親にとっても快適であること
が示されています。この研究で用いられた 2 フェーズパターンは、毎分 100 サイク
ル以上の刺激フェーズからスタートして、射乳反射を促します。その後、母親には毎
分（最高）60 サイクルの搾乳フェーズに切り替えてもらいました。母親が快適だと感
じる最大吸引圧で 2 フェーズ吸引パターンを使用した場合、より低い吸引レベル
を使用した母親と比べ、より効果的かつ効率的に乳房から搾乳できることが証明さ
れています62–64。
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さらに最近では、乳汁分泌初期における新生児の吸啜に近い搾乳パターンが電
動搾乳器に導入されています。乳汁分泌開始までに使用される「開始」パターン
は 3 フェーズから構成され、15 分間に渡って変化します。これには、毎分 120 サイ
クルおよび 90 サイクルの 2 種類の刺激フェーズと、毎分 34 ～ 54 サイクルの搾
乳フェーズが含まれています。この「開始」パターンを乳汁分泌開始前に使用し、そ
の後 2 フェーズパターンを使用した母親は、分娩後 6～13 日間における一日あた
りの母乳量が著しく多く、また、毎分搾乳量は、2 フェーズさく乳パターンのみを使
用する母親よりも多いことが分かっています（図 5）65。さらに、搾乳器に依存してい
る CICU（心臓集中治療室）内の正期産児の母親が、同様の「開始」パターンを利用
して、分娩後7日目までに十分量の母乳を分泌したことも示されています66。
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図 5 —「開始」パターンに次いで2フェーズパターンを使用した場合、2 フェーズパターンのみの場合と比較して、 
第 6～13 日目の一日の平均母乳量が有意に増加 (p<0.05) したことを示した無作為化対照試験65。この高い母乳量
は授乳中の正期産児の参照データに相当します49。

搾乳器依存の母親に電動搾乳器の利用が推奨されていますが、胸のサイズに
合った搾乳口を使用することが必要です67。搾乳口がしっかりフィットしていない
と、母乳を完全に搾乳できず、乳首に傷や痛みを残してしまうことがあります68, 69。 
NICU の母親は、まず臨床的な計測を経て適切なサイズの搾乳口を決定します
が、適切なサイズは搾乳期間が延長するごとに幾度となく変化するものであり、毎
回の搾乳でフィットするサイズが異なることもあります68。同様に、乳首の膨張や、 
トンネル内に入る乳房組織の量、搾乳口が乳房組織に対してどの程度押し込ま
れているかなどの要素も全て、表面の乳管への圧迫に影響を与えるため、乳汁の
流れを妨げてしまうことがあります70。しかし、適切な搾乳口をフィットさせるため
のエビデンスベースのガイドラインについて、まだ研究は実施されていません。
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図 6 — 2 分、5 分、10 分、15 分時点において、ダブルポンプ（両側同時搾乳）の搾乳量は交互シングルポンプ 
（交互搾乳）の搾乳量を大幅に上回っている。出典：Prime らによる研究75。
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また、乳房と乳首に合ったサイズの搾乳口を使用することで、トンネルの側面に擦
れて乳首や乳輪組織が傷つくのを最小限に抑えることが重要です69, 71, 72。正常にフ
ィットした搾乳口の臨床的目安として、トンネル内で乳首が自由に動くこと、乳輪が
（多少であっても）トンネルに引きこまれないこと、乳首が青白くなったり、痛みを
覚えたり、傷ついたりしないこと、そして搾乳される母親が快適な状態であること
が挙げられます68。電動搾乳器使用の際に、温めた搾乳口 (39 °C) を使用すること
も有効です。こうすることで、室温状況にある搾乳口を使うよりも速く搾乳量が最高
80 % に達することが示されています。しかし、搾乳開始から15分以降の母乳量に
は差がないこともわかっています73。

電動搾乳器によるダブルポンプを使用することで、片胸の交互搾乳と比べて、より
効率的な搾乳を実現できるということが一貫して示されています。ダブルポンプの
使用により、より多くの搾乳量につながったこと（図 6）が、早産児69, 74と正期産児75

の母親の両方において示されています。また、ダブルポンプを使用した場合は、シ
ングルポンプ使用時よりも射乳反射の回数が増え、搾乳した母乳に高カロリーの
成分が含まれているということも証明されています75。搾乳器を利用している母親
にとって、ストレスを軽減するために、ベットサイドやよりリラックスできる環境で
搾乳することも母乳分泌に影響してくるでしょう76。肌と肌の触れ合い、もしくはカン
ガルーケアは、母乳の分泌量増加や授乳期間の延長につながります14, 15, 77, 78。乳
房での非栄養吸啜（NNS）は、オキシトシンとプロラクチンの分泌を刺激して、母乳
産生を改善すると考えられています。76そして、搾乳中に乳房をマッサージすること
で、搾乳量が増え69, 79、母乳のカロリー含有量も増加します80。

産後早期に手搾乳の方法を母親に指導することも推奨されます69, 79。このような初
期の 1 対 1 での支援は、乳房のしくみや期待される結果を母親に説明することも
含まれます。搾乳法の一つとしての手搾乳について調査した研究では、早産児の母
親に多様な結果をもたらしています。電動搾乳器と比較して、手搾乳は分娩後 2 日
間における初乳の分泌増加に影響を及ぼしている一方81、分娩後8日間では母乳量
の低下を示しています82。搾乳にあたり、母親にはさまざまな選択肢があることを知
らせる必要があります。
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衛生的な母乳収集の実践

病原体や細菌を減少させるためには、手洗いは必須です83。搾乳器、ポンプセット、
そしてボトルは、搾乳における潜在的な感染源です84, 85。通常、ポンプセットには電
動搾乳器本体と併用する搾乳口とチューブで構成されています。チューブは母乳の
飛沫や水に曝されることから、細菌やカビに感染する可能性が懸念されます42。洗
浄に際しては、使用ごとにポンプセットを洗浄するか、使い捨てのセットを使用し、
搾乳ごとに洗浄して一日の使用後に廃棄することができます。また、オートクレーブ
は一般的にコストが高く、部品を紛失するリスクもあるため、一日の使用後に使い
捨てるポンプセットはオートクレーブよりも好ましいとされています86, 87。

搾乳した母乳の蓄積とトラッキング 

従来、病院では搾乳後、それぞれの個人用容器に母乳を保存します42。しかし、搾乳
ごとに母乳を別々に保存すべきなのか、それとも 24 時間中に搾乳した母乳をひ
とつの容器に収集すべきかという点が疑問視されていました。特に、母乳の蓄積は
母乳の栄養成分が哺乳ごとに一貫していることから推奨されています。24 時間に
わたる母乳の蓄積は、個別に保存された母乳と比較して、細菌定着の面で差はな
く、母乳に含まれるカロリー、タンパク質、脂肪、炭水化物などにおけるばらつきの
減少が研究によって認められています（個別保存された母乳のカロリー成分のば
らつきは最高 29 % に及ぶ）。毎回の搾乳で収集された母乳に含まれる栄養素は、 
24 時間蓄積したものとは異なることから、不正確な栄養供給やカロリー補給が起
こることがあります。興味深いことに、個別保存よりも母乳の蓄積の方が一般的な
母親の満足度も高くなっています。したがって、母乳を蓄積させることで、オーダー
メイドで栄養を強化する機会が生まれ、より良い栄養を乳児に提供することができ
るようになります88。

また、母乳を蓄積する場合は、ラべリングの際もボトル一瓶のみで済むことから、毎
回の搾乳で複数のラベルやボトルを使用するよりも処理が楽です。NICU では母乳
のトラッキングと保存が必要なため、ラべリングに不備があると不適切な母乳の取
り扱いが発生しやすくなります89。患者名、母乳の種類、搾乳日、搾乳量を記した適
切なラべリングにより、母乳の取り扱いにおける取り間違えが最小限にとどめられ
ることになるでしょう。個人用の保存ボックスを冷凍庫または冷蔵庫内に設けたり、
バーコード管理（基本的にドナーミルクに適用される）を採用したりといった方法
も付加的なメリットとなることがあります42, 90, 91。
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NICU における母乳保存
乳児への最適な栄養供給を保証するためには、NICUにおける安全な母乳保存が
不可欠です。新鮮な母乳には、母親の生きた細胞28, 92や、最高量の栄養素や成長因
子、多くのその他保護成分25が含まれています。多様な温度に曝露されることによ
り、これらの成分濃度は低下し、細菌感染や病原菌増殖のリスクは高まります。新鮮
な母乳は無菌ではなく、むしろ非病原細菌や病原菌、ウイルス、マイコバクテリア、
真菌などのさまざま微生物を含んでいます93–97。母乳に含まれる細菌の数にはばら
つきがありますが、一般的に特定されている微生物の大半は、母親の乳首や乳房
に付着している非病原性の皮膚性常在細菌や、腸管乳腺経路を経て乳房へ移動し
た微生物で、乳児の胃腸管系を保護するものです98。

微小生物や脂質組成、細胞組成、抗菌成分、抗酸化作用等に対する保存の効果は
広範囲に渡って調査されていますが、多くの要因は未だ明らかにされていません。
時間の経過に伴い、異なる温度（室温、冷蔵、冷凍）での保存おける様々な問題が発
生します。

室温 

さまざまな研究では、室温は 25～38 °C  と定義されており、異なる保存期間
における乳汁の変化について研究が行われています。ある主要研究において
は、15 °C、25 °C、そして 38 °C における 24 時間の乳汁の変化を評価しています。
著者は、タンパク質分解と消化酵素変化は 24 時間後も 15 °C と 25 °C において
最小であるものの、脂肪分解は数時間内の保存で急速に起こり、結果的に遊離脂
肪酸濃度は 440–710 % 上昇することになると示しています。同様に、細菌（主に
非病原性のものに限定）増殖は、最初の 4～8 時間では 15 °C で最小限に抑えら
れ、25 °C でも低いままでしたが、38 °C では 4 時間を過ぎると急速に上昇しまし
た。著者は、乳汁は 15 °C で 24 時間、25 °C では 4 時間安全であると結論付けて
います99。乳汁中のタンパク質の活性を対象としたより厳しい条件下では、24 時
間以降100, 101で 25 °C におけるß-カゼインの減少、25 °C での保存 2 時間以内のリ
パーゼの減少が認められました100。したがって、特に NICU における最適な室温 
(25 °C) 保存条件は、4 時間以内ということになります42。しかし、健康な正期産児の
場合、極度に清潔な環境であれば、6～8 時間の保存でも問題ないと考えられます42

（表 3）。
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冷蔵 

冷蔵は一般的に 0～4 °C と定義される温度であり、室温に置くよりも長く乳汁の成
分構成を保持します102。4 °C での保存を調査した、最も包括的な研究結果は、新鮮
な乳汁が冷蔵下状況で保存可能なのは最大 96 時間（4 日）であると示唆していま
す103。新鮮な母乳を 4 °Cで 96 時間冷蔵した場合、新鮮な状態で冷蔵された乳汁
の重量オスモル濃度、グラム陰性菌コロニー総数、多量栄養素、そして slgA やラク
トフェリンなどの免疫要素において、著しい変化は見られませんでした。さらに、冷
蔵においてグラム陽性菌の増殖が抑制されることも証明されており104、乳汁に含
まれる活きた生体防御が感染を予防することが示唆されています105。脂肪分離に
よる遊離脂肪酸濃度の上昇とそれに伴う酸性度の上昇は、冷蔵庫での保存の研究
において一貫して示されています103, 106。しかしながら、脂肪分解の産物は細菌や
ウイルス、原生動物に対する抗菌作用に関連していることから、リスクと見なされ
ていません103, 106–109。48 時間の時点では、マクロファージやリンパ細胞を含む白血
球数、そして総タンパク量の減少も確認されています103。これらの研究結果に基づ
き、4 °Cでの最適保存期間は特に NICU の乳児の場合42、4 日未満とされます。正期
産児に提供する母乳の場合は、極めて清潔な環境下で 5～8 日が許容範囲です110

（表 3）。

冷凍 

NICU においては、-20 °C で 3 ヶ月までの冷凍保存が最適として推奨されていま
す42。3 ヶ月の保存では、ビタミンA、E、B、総タンパク質、脂肪、酵素、乳糖、亜鉛、 
免疫グロブリン、リゾチーム、そしてラクトフェリンが維持されますが、1 ヶ月を過ぎ
るとビタミンCが失われる可能性があります111–114。6 週間までは、細菌の増殖は大
きな問題にはなりません115, 116。しかし、殺菌作用は全体的に新鮮な母乳よりも低下
します117, 118。NICUにおいては、-20 °C 以下で 12 ヶ月までの冷凍保存は許容可能
とされています42。とりわけ NICU 環境においては、母乳に含まれる殺菌作用を維
持するために –80 °C の超低温冷凍がより適切かもしれません116。冷凍中、食細胞
の破壊などの生きた細胞の損失、そしてリパーゼが脂肪を脂肪酸に分解すること
による味や匂いの変化などが起こることがあります110。冷蔵庫内で解凍した乳汁の
再冷凍によって、安全な細菌量が維持されることが示されていますが119、完全に室
温にまで解凍してしまった場合は、安全性が損なわれるため、再冷凍すべきではあ
りません42。室温にまで解凍した母乳の適切な保存時間に関しては、未だエビデン
スが不足しています。また、容器間の移し替えや様々な温度における母乳の質に与
えられる影響についても同様です42。しかしながら、数ヶ月に渡って冷凍された母乳
でも、人工乳を使用するよりはメリットが多いとされています。冷蔵した母乳は新鮮
と考えられるため、冷凍した母乳よりも先に使用すべきでしょう42。
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母乳 最適な保存期間
新鮮な搾母乳
室温:
冷蔵:
冷凍:

4 時間以内117, 120

4 日以内 103

3 ヶ月以内 12 ヶ月以内まで許容可111–114 

冷凍保存した母乳
室温:
冷蔵:
冷凍:

室温まで解凍した場合、4 時間以内117, 121

冷蔵庫での解凍後、24 時間以内 
再冷凍しないこと 

搾乳直後、栄養強化した母乳  
室温:
冷蔵:
冷凍:

室温で保存しないこと
24 時間以内105, 122–125 
冷凍しないこと 

冷凍保存後に栄養強化または 
低温殺菌した母乳
室温:
冷蔵:
冷凍:

室温で保存しないこと 
24 時間以内
再冷凍しないこと

体温に近い温度まで温めた母乳
室温:
冷蔵:
冷凍:

1 回の授乳で使い切ること
廃棄 
廃棄

表 3 — NICU 内の乳児のための母乳保存ガイドライン 出典：HMBANA 42
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図 7 — タンパク質保持率の算出 試験用低温殺菌を使用し、40 °C～62.5 °C 間の様々な温度における 30 分の低
温殺菌後のラクトフェリン、slgA、リゾチーム 出典：Czank らによる試験126

取り扱い 

乳児への授乳準備は、解凍、加温、栄養強化といった一連のプロセスが要求されま
す。各プロセスが乳汁の成分に影響し、感染のリスクがあります。

母乳の解凍と加温 

基本的に、冷凍された母乳は、冷蔵庫に放置するか、ゆっくりと加温をおこない解
凍します。最適な解凍方法について調査した研究は限られていますが、ドナーミル
クを低温殺菌法（乳汁を 62 °C で 30 分加熱）すると、乳汁に含まれる slgA やラク
トフェリン、リゾチームなどの免疫成分や抗炎症成分、プロバイオティクス細菌や白
血球の決定的な減少につながることはよく知られています。より低い温度で低温殺
菌することで、これらの損失は減少します126（図 7）。

NICU では、乳汁を冷蔵庫内または室温に放置するか、ぬるま湯を使用して解凍す
る方法がよく用いられます。電子レンジや熱湯の使用は推奨されません。これらの
方法によって乳汁に含まれる抗感染性の特質が破壊されてしまうためです127, 128。 
解凍・加温ともに水を使用した方法が一般的であり、通常、水を貯めた容器の中に
母乳ボトルまたは容器を入れる方法などが利用されています42。しかし、ボトルの
蓋や母乳内に水が入り込む可能性があるため、雑菌混入のリスクがあります42, 129。
母乳バンクのガイドラインでは42、37 °C 以下のお湯を張った容器に母乳ボトルを
入れる解凍方法が推奨されています。このとき、ボトルの蓋に水が触れないよう細
心の注意を払わなければなりません。溶けきらない氷の結晶が浮かんでいるくら
いまで母乳を解凍したら、冷蔵後に移してください。細菌の繁殖を防ぐため、解凍
した母乳は 2～3 時間以上室温に放置しない方がよいでしょう118。
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また、母乳温度は強制栄養に乳児が耐えられるようサポートする重要な役割を果
たしていることがあります。母乳温度が乳児の体温に影響する可能性があるという
仮説も立てられています。室温の静脈内輸液が導入されると、乳児の体温が低下す
ることから、血液や生理食塩水などの静脈内輸液は導入前の加温が推奨されてい
ます130, 131。NICU の多くでは、加温は母乳の供給経路における重要なステップの
一つと考えられています。しかし、早産児の安定性と胃内残存物に対する母乳の加
温効果について調査した一連の研究結果はさまざまです。室温の強制栄養、体温
まで温めた状態の強制栄養よりも、直腸および胃の温度が低くなることが示されて
います。しかし、代謝率の変化は確認されていません130–æ132。ある研究では、加温し
た母乳を摂取後に乳児の腋下体温が最高で 0.44 °C 上昇したことが報告されてい
ますが、体温上昇に伴う心拍や呼吸、酸素飽和度の変化は確認されていません133。
一方、低温、室温、体温と、それぞれの温度における早産児への強制摂食を調査し
たところ、低温 (10 °C) よりも体温 (37 °C) にまで温めた母乳を与えたときの方が胃
内残存物もより少なく、摂食耐性も改善されたことが確認されています。しかし、そ
の母乳の種類は比較されていません134。早産児を対象とした他の研究では、低温と
室温、体温のそれぞれにおける強制摂食では、体温とその他の温度との間に、胃内
容排出と心拍数とも差は確認されませんでした135, 136。正期産児の場合は、低温、室
温、または温めた母乳でも摂取できますが110、早産児の場合は明確なエビデンス
はありません。

現在、母乳の加温は、温かいお湯を張った容器に入れるか、温かい流水にさらして
温め、ボトルの蓋が濡れないようにして水による雑菌混入を防ぐことを推奨してい
ます42。水を使用した加温方法では、最適温度の調整とその達成が課題となります。
最適温度を達成するためには、いくつかの要素を考慮しなければなりません。例え
ば、加温を開始する前の母乳量、母乳の温度、母乳を入れた容器のサイズ、そして
水温などです。ある医療機関の加温用の水（お湯）の温度は、加温開始時に 23.5 °C 
から 45.5 °C、加温終了時に 23.8 °C から 38.4 °C の範囲内であると確認されま
した。その後の哺乳時における母乳の温度は 21.8 °C から 36.2 °C と大きな温
度の変動があり、哺乳時の理想的な温度を決定できないことが多くの場合ありま
す133。別の研究結果でも、419 回に及ぶ哺乳における容器内の水温は 22 °C か
ら 46 °C、平均 ～31 °C と広範囲に渡っており、加温プロセスが標準化されていな
いことが明らかになりました137。
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母乳の栄養強化

NICU での経腸栄養および全ての経口栄養には母乳が強く推奨されます。しかし、
新鮮な母乳でも冷凍でも、早産児の高い栄養需要を満たすために、タンパク質や
栄養素、ビタミン、ミネラルなどの栄養強化が要求されることがよくあります。通常、
妊娠後期に子宮内に堆積する微量栄養素と主要栄養素は39、早産時に膨大な量が
失われることから、直ちに補給しなくてはなりません。したがって、1,500g 未満の全
ての乳児に母乳の栄養強化が推奨されますが、他の乳児に推奨されることもあり
ます138。

母親の母乳を使用できない場合、または、母親の母乳が足りない場合は、しばしば、
ドナーミルクが使用されます37, 38。もらい乳は母親の母乳よりもタンパク質の含有
量が低いことから、一層、栄養を強化する必要があります37, 38。早産児の摂取量が
約 100 mL/kg/日に達した場合、多くの病院では、タンパク質をはじめ、カロリーや
カルシウム、リン、その他の栄養素を増加させるため、母乳の栄養強化を実施しま
す。しかし、これは世界的に一貫して実施されていません139。アメリカでは、ウシ由
来の栄養強化剤を避ける目的で、ヒトの母乳ベースの栄養強化剤が病院で使用さ
れています。100 % ヒトの母乳をベースとした栄養摂取が医学的・外科的な新生児
壊死性腸炎のリスクを低下させることも研究から示されています140, 141。母乳が利
用できない場合は、人工乳を与えることになりますが、生体利用効率は低くなりま
す142。完全母乳育児（ドナーミルクと母乳ベースの栄養強化剤を含む）の場合、早産
児用の人工乳を使用したときと比較して、NEC のリスクが低減することが示されて
います140。

このようなメリットがあるにもかかわらず、栄養強化は母乳の機能的価値の変化に
関係しているとされています。ウシ由来の栄養強化剤は、母乳の抗菌性に変化が及
び、作用が阻害されたことが示されています105, 125。栄養強化剤は乳汁の成分を変
化させてしまうことから、雑菌感染や保存におけるリスクについて、より深く考慮し
なければなりません。栄養強化済みの母乳は雑菌感染率と重量オスモル濃度の急
速な増加が見られることから143, 144、ガイドラインや製造元の説明書に準じる必要
があります。室温またはより低温の環境下において、無菌法を採用して栄養強化剤
を追加することで122, 123、重量オスモル濃度の上昇を最小限にとどめることができる
と推奨されています145。また、強化母乳の保存期間をより短くすることも推奨され
ています。これらの変化は、母乳が新鮮なものか、それとも冷凍したものか、以前に
解凍されたものか、または室温に放置した時間にも依存します146（表 3）
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授乳
母乳の供給経路における最後のステップが乳児への授乳です。早産児の場合、最
初は経口哺乳が非常に難しく、しばしば NICU 入院後期に至るまで授乳段階に進
めないため、最初の段階では経静脈栄養や経腸栄養に頼らなければならないこと
があります（図 8）。一般的に早産児は、在胎 32～34 週頃、または呼吸循環状態が
安定したと判断された時期に経口摂取に進みます43。しかし、これは乳児の出生時
の在胎週数43, 147、出生体重、既存の医学的状態、および医療機関によって大きく異
なります。自律した経口哺乳の習得は、早産児の退院の主要な基準です148。そのた
め、経口哺乳のスキルをできるだけ早い時期に習得することが重要です。これに加
えて、哺乳方法が乳児にとって安全で、低リスクであることを確保する必要があるで
しょう。つまり、管理方法の見地から言えば、適切な母乳が乳児に適切に供給され
ること、そして提供される母乳は母親の乳房から直接摂取するものにできるだけ近
い、最適な成分構成を実現していることを意味します。

図8 — NICU における早期経腸栄養の例
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結論

母親の乳房からの新鮮な母乳に最も近い状態の母乳を乳児に供給するためには、
エビデンスに基づいて母乳の供給経路全てをサポートすることが必要です。これに
より、NICU において母乳の質と量を確保し、母乳を最大限に利用することにつな
がります。母乳供給を開始・確立・維持するため、ダブルポンプを用いた効率的な
頻回搾乳のプロトコルを考慮することが必須となります。また、搾乳の前後には、搾
乳用品を適切に洗浄しておくことも必須です。母乳が院内にある場合は、最新のエ
ビデンスを活用したラべリング、トラッキング、そして保存がプロセスに含まれます。
これには、母乳の雑菌感染リスクを最小化し、新鮮な母乳の 4 時間以内の冷蔵保
存や、母乳の栄養や成長因子、その他多数の保護成分を最大限に保持するために
冷蔵・冷凍保存は最短時間にとどめることなどが含まれます。

解凍および加温処理の際、使用温度があまりに高すぎると母乳の質に影響するこ
とがあるため、処理基準の標準化が求められます。すなわち、生理的な温度を超え
ないことが推奨されるのです。さらに、早産児の成長に必要な高い栄養要求を満た
すため、母乳準備において栄養強化が行われることがあります。この場合、母乳成
分を保持しながらも、雑菌感染や混合のリスクを最小限に抑えて実行されなけれ
ばなりません。NICU における母乳の処理と哺乳の重要性を示したエビデンスは徐
々に拡大してはいるものの、NICU 内の脆弱な乳児が母乳の恩恵を最大限に享受
できるようにサポートするためには、搾乳後の母乳の質を最適化する方法を調査
した更なる将来的研究が早急に求められています。
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