
母乳育児サポート製品 総合カタログ
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グローバルなリーダーシップ
Medela は創業から 50 年以上の歴史を持つスイス企業です。医療吸引技術の分野における先駆的
な研究に取り組み成長を続けてまいりました。Medela 製品の原点は、母乳育児のサポートを目的と
した製品群です。医療吸引技術における専門知識と革新技術を製品の開発に活かし、今では先進的
な搾乳器、および授乳ソリューションを提供するグローバルリーダーとして評価いただいております。

母乳は最高の栄養源です
母乳は赤ちゃんにとってかけがえのない栄養です。この大切な母乳を赤ちゃんに届けるために、 
Medela は母乳育児を推進し、ご家族を支援しております。Medela は母乳と母乳育児に関する萌
芽研究を継続的に支援し、特に母乳の成分や母乳分泌期の乳房の構造、および赤ちゃんが乳房か
ら母乳を飲みとる方法について理解を深めることに注力しております。これらの取り組みによって、 
Medela はお母様と赤ちゃんのニーズをより良く理解し、母乳の供給過程の最適化、また赤ちゃんの
哺乳能力発達のサポートをしてまいります。

Medela の約束
Medela は幅広い母乳育児サポート製品とサービスをご提供し、病院、お母様、そして赤ちゃんが最高
の支援を受けられるよう努めます。Medela は母乳育児をサポートすることで、母乳の恩恵を赤ちゃん
に届け、赤ちゃんの健康を増進することを目指します。

マイケル・ラーソン MICHAEL LARSSON

Chairman of the Board | Medela AG

passion for perfection
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イノベーション

エビデンスベースの
研究開発

母乳育児の
専門家

カスタマー
サービス

専門知識エデュケーション

搾乳

母乳の保存

母乳の管理

授乳

ブレストケア

母乳育児ソリューションサークル
Medela の母乳育児サポート製品は 20 年以上行ってきた研究開発と科学的根拠に基づき製
品化されています。長年にわたって、Medela はお母様が必要としているものと赤ちゃんの哺
乳行動を理解すること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、赤ちゃん
とお母様の健康を増進し、母乳育児に関するサポートを提供することが Medela の最も重要
な活動です。

私たちはこれまで、母乳の成分の分析や赤ちゃんの哺乳行動、また授乳期における女性の身
体のメカニズムに関する研究を行ってきました。母乳育児ソリューションサークルは Medela 

の長年の研究結果を反映したものです。Medela は母乳育児に関するどのようなテーマや問題
にも、研究、専門知識、イノベーション、そして専門的技術をもとにお応えします。

内側のサークルは、科学的根拠に基づく製品開発や専門家の皆様との知識の共有、お客様に
ご満足いただけるサービスの提供といった、Medela の中核となる要素を示しています。外側
のサークルは母乳育児および母乳の取り扱いに関する段階を表します。

breast milk is best
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breast milk is best

エビデンスベースの
研究開発
Medela はエビデンスベースの研

究開発における卓越した成果を追求していま
す。この姿勢に基づいて、最先端の搾乳器や
母乳育児サポート製品を開発しています。今
後も経験豊富な医療専門家と共に研究を行
い、また世界中の大学、病院、研究機関との
共同研究を続けてまいります。

専門知識
Medela は世界の著名な臨床医と
専門知識やアイデアを共有してい

ます。研究結果は国際会議で発表し、ピアレ
ビュー誌に公開しています。

イノベーション
医療吸引技術のパイオニアとして 

Medela は、新しい研究結果、お
よび病院や専門家の皆様からの提案やアド
バイスに基づいて、製品の改良に努めており
ます。

Professionals

母乳育児の専門家
Medela は産科病棟や新生児集
中治療室 (NICU) の助産師、ラク 

テーション・コンサルタント、小児科医、新生
児科医、病院管理者の皆様との提携を図って
まいります。

カスタマーサービス
Medela はお客様へのサービスを
重視しており、保証だけにとどま

らないサービスを提供してまいります。どん
なお問い合わせに対しても迅速かつ的確に
お応えできるよう取り組んでいます。

エデュケーション
Medela では、教育と啓発に注力
しています。母乳育児に関わる専

門家の方々への支援を目的に、研究者と学習
者の交流の場や、広範囲な関連団体との交
流の機会を提供する活動を行っています。

搾乳
搾 乳 が 必 要 な お 母 様 へ の 搾 乳
支援が Medela の主要な使命で

す。Medela独自の2-Phase Expression （2フェ
ーズエクスプレッション）テクノロジーを搭載
した Symphony（シンフォニー）などの病院グ
レードの搾乳器や、個人使用向けのハイグレ
ードの搾乳器は、赤ちゃんの吸啜を再現した
独自のリズムで搾乳が可能です。

母乳の保存
衛 生 的 に 母 乳 を 保 存 するた め
に、BPA（ビスフェノール A）フリ

ーの母乳ボトルや母乳保存バッグをご用意
しています。また、お母様が快適に搾乳でき
るよう、乳頭サイズに合った搾乳口やポンプ
セットなどもご用意しています。

母乳の管理
これらの製品は、スタッフやお母
様が母乳を簡単に取り扱いでき

るようデザインされています。ラベル付けか
ら保存、持ち運び、加温、解凍までの一連の
プロセスの中で、大切な母乳を安全に管理す
ることができます。

授乳
Medela は赤ちゃんの哺乳状況に
対応する製品を幅広く取り揃えて

おります。なかでも、革新的な病院向けの授
乳用品「Calmita（カミータ）」は、研究に基づ
いて開発されており、直接授乳が難しい状況
下でも母乳を飲ませることができます。

ブレストケア
ブレストケア製品はお母様が可能
な限り快適に母乳育児ができるよ

うに設計されています。少し特別なサポート
が必要なお母様にも、Medela は母乳育児の
ためのソリューションをご提供します。初期の
ちょっとしたトラブルを乗り越えるためのシン
プルで実用的な製品と、専門的なケア製品が
あります。
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母乳はすべての赤ちゃんにとって最高の贈り
物です。母乳には、新しい命を健康的に育む
ために必要なすべての成分が含まれていま
す。栄養面で優れているだけではなく、一人ひ
とりのお母様と赤ちゃんに応じた免疫面、お
よび発育面でのメリットがあります。母乳の
栄養上の恩恵は軽視するわけにはいきません
が、栄養の供給という要素が果たして母乳の
主な役割なのだろうかという疑問を、多くの
研究者たちは投げかけています。これまでの
研究により、乳腺自体が自然免疫系の一部と
して徐々に発達し、栄養供給という役割はこ
の免疫システムの後に続いて進化したであろ
うと示唆されています 1。

知識に基づく創造性
Medela は世界トップクラスの研究者や大学と共同で、さまざまなテーマに関する研究を行っ
ています。長年にわたる研究とその成果により、Medela は母乳育児における新しい未来を
作っていきます。母乳育児について深く理解するという Medela の目標はまだ十分に達成さ
れたわけではありません。長い間、自然界で行われてきた母乳育児について解明していくこと
が Medela のテーマです。

図 1 – 乳腺細胞：母乳を産生する細胞で
あり乳汁分泌の中核となります

母乳の成分

エビデンスベースの研究開発

母乳には生きた細胞が含まれ、免疫学的な効
果、赤ちゃんを守る上で必要な成分が含まれ
ています 2。また、赤ちゃんの成長にあわせ、
成分が変化します。母乳は授乳期を通じて変
化し、一人ひとりの赤ちゃんにとってその時に
必要な量の炭水化物、タンパク質、脂肪分に
よって構成され、成長に合わせて柔軟に変化
します。

母乳の成分についてまだすべてが解明されて
おらず、最近の研究では、母乳には多能性幹
細胞およびマイクロ RNA が含まれているこ
とが確認されました 3, 4。多能性幹細胞および

マイクロ RNA の赤ちゃんにとっての重要性に
ついてはまだ明らかになっておらず、現在も
研究が進んでいます。これらの研究結果は、
母乳の複雑さと重要性を改めて私たちに示し
ています。乳腺細胞（図  1）による母乳産生プ
ロセスの解明は非常に複雑な研究テーマで
す。Medela は専門家の皆様向けに母乳産生
の過程やその複雑な仕組みに関する教育資
料をご用意しております。
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乳房の解剖

research brings clarity

Medela は、西オーストラリア大学 (UWA) の
ハートマン・ヒューマン・ラクテーション研究
グループの協力のもと、20 年近くにわたり研
究支援活動を行っています。Medela の2フェ
ーズ搾乳器に関する初期の研究も西オースト
ラリア大学 (UWA) の研究者協会によって実
施されました。Donna Geddes 教授が 2 フ
ェーズ搾乳器の開発の一環として、超音波を
使った母乳分泌期の女性の乳房について研
究した結果、160 年以上も使用されてきた乳
房の構造に関する知識を覆す事実が判明し
ました。

母乳分泌期の女性の乳房の超音波スキャン
を実施している際、Geddes 教授は書籍にあ
る乳房の解剖図に疑問を持つようになりまし
た。その頃の乳房の標準模型は、1840 年に 

Astley Cooper 卿が発表した、死体解剖から
作成された解剖図に基づいており 5、以来、
類似する研究はほとんど実施されていません
でした。ハートマン研究所で実施された研究
により、授乳期の乳房に対する解剖学的認識
を根本から覆す画期的な発見 6 がなされまし
た（図 2）。

発見された新しい事実 6：
l  乳管開口部の数は 15 本～ 20 本ではな

く、4 本～ 18 本である
l  乳管は乳首の近くで分岐する
l  従来説明されていた乳管洞は存在しない
l  乳管は皮膚表面近くにあることがあり、容

易に圧縮できる
l  多くの乳腺組織は乳首の 30mm 以内に存

在する

この研究結果は大きな意味があります。ま
ず、乳管の数が当初考えられていたよりも少
ないことから、乳房の手術では乳管を保護
および温存することを考えなければなりま
せん。

母乳分泌の面では、すばやい効率的な射乳反
射の必要性を示しています。乳管洞が存在せ
ず、乳汁は乳管に保存されないため、授乳や
搾乳をするためには、射乳反射によって腺房
から乳頭へ乳汁を移行させなければなりま
せん。

また、正しい搾乳中の手の位置と搾乳口の当
て方も示唆しています。皮下脂肪が僅かであ
り、乳管は極めて表面近くにあるので、皮膚
表面に圧力を加え過ぎると乳管が閉塞する可
能性があります。そのため、搾乳口を乳房に
対して押しつけ過ぎないようにしなければな
りません。また、正しいサイズの搾乳口を使
用して、乳腺が圧迫されて乳汁の流れが妨げ
られないようにすることも重要でしょう。

図 2 – 母乳分泌期の乳房の構造

乳管は乳首の 
近くでも分岐している

従来説明されていた 
乳管洞は存在しない

乳腺組織は乳首近辺 
まで見られる
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母乳分泌 期の乳 房の構 造に関する研 究に
よってさらに疑問が生まれ、新たな研究が行
われました。例えば、乳管洞が存在しないな
らば、赤ちゃんはどのようなメカニズムを使
用して乳房から母乳を飲みとるのでしょうか?

赤ちゃんの吸啜 7 – 9 に関する従来の見解は、
それまで認識されていた母乳分泌期の乳房
の解剖の理解に基づいており、赤ちゃんは乳
管洞を口に引き込み、舌の蠕動運動を使っ
て、乳管から母乳を「しごく」と考えられてい
ました。乳管洞がないことが判明し、この解
釈についての疑問が生まれたことから、協会

では更なる研究を行いました。Geddes 教授
は、赤ちゃんが母乳を飲む際に陰圧が重要
な役割を果たすと発表しており  10、この研究
結果はその他の研究によっても裏付けられま
した 11 – 14。

新たな研究で判明した事実：
l   乳汁の移行には陰圧が重要な役割を果たす
l    舌は蠕動運動はせず上下に移動する
l   乳首は均等に圧縮される
l    乳首の先端は硬口蓋と軟口蓋の接合点に

到達しない

吸啜運動（図 3）の間、吸引圧は基準ライン
から開始し、舌が下がると吸引圧が増加して、
舌が最も下の位置になると最も強い吸引圧に
なります。母乳が流れるのはこの時です。次
に、舌が上昇して、基準ラインまで戻って休憩
し、母乳の流れが停止します。

この研究は、赤ちゃんが乳房から母乳を飲み
とる際に、陰圧が重要な役割を果たすことを
示しています。この発見が革新的な授乳デバ
イスである Calma （カーム） 15 – 17 と Calmita（
カミータ） 18, 19 の開発につながりました。

エビデンスベースの研究開発

赤ちゃんの哺乳行動における研究と発見

赤ちゃんの吸啜

design driven by nature

1

2

3

4

5
1

最小吸引圧

l  舌がやや上昇
l  吸引圧が 低下
l  軟口蓋の下を母乳が 移動

l  舌と軟口蓋は最初の 位置
まで戻る

l  母乳は咽頭に移動する

最大吸引圧

l  顎が下がる
l  舌と軟口蓋が下に

移動
l  吸引圧が増加
l  乳管が 拡張
l  母乳が流れ始める

l  舌が最も低い 位置にあ
る－ダウンポジション

l  最 大吸引圧
l  母乳は口腔内に流 入

する

l  舌が高い 位置にある
l  吸引圧と舌で乳首が 保 持

されている
l  舌は乳首の下部をしごか

ない

図 3 – 吸啜運動
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赤ちゃんは、生まれつきとても効率的に母乳
を飲みます。哺乳中に吸啜パターンを変えな
がら母乳を最も効率良く飲む方法を本能的
に知っているのです。西オーストラリア大学の
Peter Hartmann 教授の研究グループでは、
約 2 年間にわたってこの自然な吸啜パターン
の研究をいくつか行ってきました。この研究
に基づき、2-Phase Expression（2フェーズ
エクスプレッション）テクノロジーが開発さ
れました 20 – 22。

授乳中赤ちゃんは、まず短く素早い吸啜を行
い、射乳反射を促します。母乳がいったん流
れ始めると、ゆっくりとした深いリズムに変え
実際に母乳を飲み始めます  13, 23。Medela の 

2-Phase Express ion テクノロジーは、赤
ちゃんの本能的な行動を技術的なノウハウに

転換しました。まず「刺激フェーズ」では、毎
分 100 回を超える速く浅いリズムで射乳反
射を促します。「さく乳フェーズ」では毎分約 

60 回のゆっくりとした深いリズムに切り替わ
り、搾乳をします。（選択した吸引圧によって
リズムは異なります）。お母様は搾乳器の射
乳反射ボタンを押すことにより「刺激フェー
ズ」から「さく乳フェーズ」に手動で切り替え
ることも可能です。ただし、乳汁生成 II 期が
開始する前、生後数日間に関しては、赤ちゃ
んの哺乳行動は少し異なります。お母様の母
乳分泌量はさほど多くないため  24、この時期
の赤ちゃんは不規則な吸啜と休憩を繰り返し
ます 25 – 30。

この生後数日間の吸啜行動を再現すること
を目的として、アメリカ合衆国シカゴにある

Rush University medical Center (RUMC) 

の Paula Meier 教授と提携し、特別設計の
搾乳プログラムを開発しました。盲検臨床試
験では驚くべき結果が明らかになりました。 
乳 汁 生 成  I I  期 の 開 始 前 に こ の 特 別 設
計 の 搾 乳 プ ロ グ ラ ム で あ る イニシ エー
ションテクノロジー（分泌開始技術）を使用
して搾乳し、乳汁生成 II 期以降に 2-Phase 

Expression テクノロジーを使用して搾乳した
お母様は、2-Phase Expression テクノロジ
ーのみを使用したお母様と比較して、母乳分
泌量が著しく増えることが分かりました 31。

イニシエーションテクノロジーと  2-Phase 

Expression テクノロジーを組み合わせて使
用することで、母乳産生の開始、確立、維持
を支援して、お母様が赤ちゃんのために十分
な母乳を産生できるようになるのです 31 – 33。

design driven by nature

PHASE
EXPRESSION テクノロジー

Medela のオリジナル

射乳反射

刺激フェーズ さく乳フェーズ
母乳の流れなし
速いリズムのさく乳パターン（100 回
以上/分）で射乳反射を促します

母乳の流れあり
ゆっくりとした深いリズムのさく乳パターン 
（約 60 回/分）でさく乳します

研究結果に基づいて、赤ちゃんの吸てつパターンを
再現し、母乳分泌を最適化します

赤ちゃんの哺乳行動

INITIATION 
TECHNOLOGY
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  かんたん操作�  

つまみの操作だけで最適な吸引圧調整が
可能です

 静音設計�  

振動の少ないモーターを搭載し、心地良
い静かな動作です

 安全に配慮した衛生的仕様�  

本体への母乳逆流防止機能によりとても
衛生的です

SYMPHONY®（シンフォニー）電動搾乳器 

Symphony（シンフォニー）電動搾乳器には
研究に基づく搾乳プログラムが採用されてお
り、早産児および正期産児のお母様が母乳
産生を開始、確立、そして、維持することを支
援するために特別に開発されました。

Symphony（シンフォニー）は病院およびご
家庭でのレンタル用として設計されたマルチユ
ーザー向け電動搾乳器です。長期で使用され
る場合や、頻繁に搾乳が必要な場合に理想的
な搾乳器です。

オプション品：
l キャスタースタンド
l ハードケース
l カード&コードプロテクター
l カー接続ケーブル（日本未発売）

業界をリードする搾乳技術
Medela の病院グレードの搾乳器 Symphony（シンフォニー）は、直接授乳が難しい、母乳分泌が少ない、乳
頭にトラブルがあるといった場合など、さまざまなケースにおいてお母様をサポートします。

搾乳

INITIATION 
TECHNOLOGY EFFICIENCY
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pumping intelligence 

最新の研究結果に対応

Symphony PLUS プログラムカードには、病
院グレードの Symphony（シンフォニー）電
動搾乳器向けの2種類の搾乳プログラムが含
まれています。

INITIATION 
TECHNOLOGY

産後初期の母乳分泌開始をサポ
ート：INITIATE（開始）プログラ
ムには Medela のイニシエーショ
ンテクノロジー（分泌開始技術）
が採用されています

INITIATE（開始）プログラムは、生後数日間の
正期産児の不規則ですばやい吸啜と休憩の
パターンを再現しています 25 – 30。産後すぐに
効果的な吸啜刺激を受けられないお母様の
母乳産生開始をサポートします 31 – 33。

New

Symphony（シンフォニー）電動搾乳器は、新しい研究結果に応じて
新たなプログラムが開発された場合も、プログラムカードを交換する
だけで簡単にアップグレードができるよう設計されています。

SYMPHONY PLUS（シンフォニープラス）
プログラムカード
研究に基づく Symphony PLUS の搾乳プロ
グラムは、早産児と正期産児のお母様が共
に、十分な母乳産生を開始、確立、そして維持
できるよう特別に開発されました 31, 33。

SYMPHONY STANDARD（スタンダード）プログラムカード
Symphony Standard プログラムカードには 2-Phase Expression テク
ノロジーが採用された Standard 2.0（スタンダード 2.0）プログラム
が含まれています。このプログラムは、乳汁生成 II 期以降、お母様が十
分な母乳分泌を確立し、維持できるように設計されています 31, 33, 34。

自然なリズムを再現することで母
乳分泌を最適化：2 - P h a s e 

Expression テクノロジーを採用
した MAINTAIN（維持）プログ
ラム

MAINTAIN（維持）プログラムは、母乳分泌確
立期の正期産児の吸啜パターンを再現してお
り 13, 23、母乳分泌を最適化して 4 – 8 お母様が
母乳分泌を確立し、維持できるようにサポー
トします 20 – 22, 34。

S y m p h o n y  P L U S  プログラム カードは 

Symphony 電動搾乳器に付属しています。

イ ニ シ エ イ ト

イ ニ シ エ イ ト

メ イ ン テ イ ン

メ イ ン テ イ ン

搾乳記録手帳
搾乳記録手帳は、搾乳器を利用されるお母様のための手帳です。搾乳
に関する適切な目標をたてるための情報や母乳育児のメリットが掲載
されています。搾乳記録をつけておくことで、母乳に関する問題が深刻
になる前にスタッフの方々が対応しやすくなります。

Breast milk is best
Pumping log

Personal pumping log for
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母乳の保存 | 授乳

病院のニーズに対応したソリューション

ディスポーザブル製品をご利用いただくことで、病院での授乳にかか
わる日々のルーチン業務を簡素化し、初回使用前に洗浄の必要性を
解消することで、プロセスを効率化することができます。それぞれの病
院の個別の状況に合わせたソリューションを提供するために、製品は 

Ready-to-Use（開封後すぐに使用可能）バージョンと Sterile（滅菌済
み）バージョンの両方をご準備しております。

ディスポーザブル製品

ディスポーザブル製品 O
R 再利用可能製品

再利用可能製品群は、オートクレーブ滅菌できるマルチユーザー設
計なので、滅菌/消毒処理を行っている病院において複数のお母様
が共有でお使いいただけます。滅菌、消毒処理が義務 付けられて
いる病院では、再利用可能なポンプセット、母乳ボトル、授乳用品
を Medela 搾乳器と一緒にお使いください。

再利用可能製品

Medela は継続的に研究をサポートし、母乳育児に関わるすべてのプロセスの理解に努め、その
知識を製品開発に活かしてきました。赤ちゃんに母乳を与えるための、さまざまな方法をご提供
し、病院、お母様、そして赤ちゃんにとって最良の母乳育児支援を行ってまいります。

Medela はお母様と病院のスタッフの方々が母乳を安全に取り扱うことができるよう、ポンプセッ
ト、母乳ボトル、授乳用乳首や特殊授乳デバイスなどさまざまな授乳サポート製品を取り揃えて
おります。また、Medela は病院によって異なる、ガイドラインやニーズに対応する便利なディスポ
ーザブル製品、および再利用可能製品を取り揃えております。
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Medela の Ready-to-Use（開封後すぐに使用可能）製品
は衛生上安全 35 で費用対効果の高いディスポーザブル製
品です。ガイドラインで未滅菌製品の使用が許可されてい
るすべての病院でお使いいただけます。Medela の Ready-

to-Use（開封後すぐに使用可能）製品は、病気の赤ちゃ
ん、早産児、正期産児、およびお母様向けの使用が認められていま
す 35。使用前に洗浄する必要はありません。

   製品は 150 °C を超える温度で成形されています– 潜在的な病原
菌が死滅します

   生産と梱包は層流方式のクリーンルームで行います* 

   発送前に各 LOT からのサンプルを微生物検査しています 36

   正期産児、早産児、病気の赤ちゃん、およびお母様にとって 35、衛
生上安全 35 で費用対効果の高い選択肢です

Medela の Sterile（滅菌済み）製品は滅菌医療機器の規
格  36, 37 に従って「滅菌済み」と認定されています。未滅菌
製品の使用がガイドラインまたは規制により許可されてい
ない病院、あるいは滅菌製品が特に要求される場合にご
利用いただけます。それぞれの製品の滅菌状態は、有効期

限内での、あるいは滅菌包装を開封するまでの保証となりますので
ご留意ください。

   製造プロセスは滅菌医療機器の規格 36, 37 に準拠し、認証されてい
ます

   EO ガスによる滅菌処理を行っています – 品質保持期限までの滅
菌状態を保証します

   個々に滅菌包装されています

   一回のみの使用を目的とした製品のため、時間の経過に伴う汚染
のリスクを最小限に抑えることができます

Ready-to-Use（開封後すぐに使用可能） Sterile（滅菌済み）

meeting local requirements

*   EN ISO 8 またはクリーンルーム EN ISO 認定クラス 7 あるいは 8 と同等の空気清浄度の層流方式ハウジング 39
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ディスポーザブルポンプセット 

業務の効率化をご検討の病院向け

STERILE（滅菌済み）シングルユースポンプセット
EO 滅菌
1 回のみの使用向け
 M サイズ (24 mm) の搾乳口が付属するセット、 
L サイズ (27 mm）、XL サイズ (30 mm) が付属
するセットの 3 種をご用意しています

Ready-to-Use ワンデーポンプセット
 Ready-to-Use（開封後すぐに使用可能）
 使用する前に洗浄する必要がありません
 個人での使用向け
 24 時間以内に最大 8 回まで使用できます 

 M サイズ (24 mm) の搾乳口が付属するセット、 
L サイズ (27 mm) 、XL サイズ (30 mm) が付属
するセットの 3 種をご用意しています

ポンプセット   

滅菌/消毒処理を行っている病院向け

オートクレーブ可能
マルチユーザー対応
 1 セットずつ包装されており、2 セットご用意いただくと
両胸同時搾乳が可能です
 パーソナルフィットさく乳口 M サイズ (24mm) が付属し
ています
 その他サイズの搾乳口は別途お求めいただけます

     S (21 mm)、L (27 mm)、XL (30 mm)、XXL(36 mm)

貴重な母乳を大切に保存するために

BPAフリー
Medela の母乳ボトル、搾乳口、および母乳と接触するす
べての Medela 製品は食品グレードの素材で製造されてい
ます。ビスフェノール A (BPA) は含まれておりません。

BPA 
Bisphenol-A   

free

母乳の保存

New

ポンプセットとボトルを効率的にご使用いただくために、Medela は病院のさまざまなニー
ズに合わせて幅広い製品群を取り揃えております。Medela の電動搾乳器をご利用の際に
は、Medela のポンプセットとボトルをご使用ください。

※「 STERILE (滅菌済み) シングルユースポンプセット」および「 Ready-to-Use ワン
　デーポンプセット」の ＸＬ サイズ (30 mm) の搾乳口が付属するセットは、日本未
　発売です。
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ディスポ�
初乳容器 35 ML 

分泌量の少ない初乳用

EO 滅菌
1 回のみの使用向け
 底がカーブしているため初乳を無駄にし
ません
 小さい容器でお母様の搾乳へのモチベー
ションを維持します

機能的なデザイン

safe and precise handling

ディスポボトル 

80, 150, 250 ML  

※250ML は日本未発売 

母乳の収集、保存、低温殺菌、授乳用

 Ready-to-Use（開封後すぐに使用 
可能）と EO 滅菌の 2 種がございます
1 回のみの使用向け
 母乳量を正確に測定できる見やすい目盛付
 2 mL もしくは 5 mL ごとの細かく正確な目
盛が付いているので、正確な授乳量を確認
できます

New
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貴重な母乳の取り扱い
Medela の製品は小さく生まれた赤ちゃんも母乳の持つ素晴らしい恩恵を受けられるようデ
ザインされています。Calesca（カレスカ）は母乳の完全性を維持しながら、入院中の赤ち
ゃんに安全かつ衛生的に、標準化された方法で授乳を行うお手伝いをいたします。

母乳の管理

CALESCA（カレスカ）※日本未発売
Calesca（カレスカ）は NICU に入院してい
る赤ちゃんの一人ひとりのケアのために開発
されました。病院において母乳や補助栄養を
安全かつ効率的に加温および解凍すること
が可能です。

 緩やかに加温：1 回分の母乳を個別に最
適な授乳温度に加温できます。加熱しすぎ
ることがないため、母乳中の大切な栄養
素やビタミンを維持することができます。
 すばやく解凍：冷凍母乳を冷蔵庫での保
管に適した温度まで効率的に解凍します。
 衛生的：温風で加温するため、水の使用
による細菌繁殖のリスクを排除できます。

  柔軟性：Calesca は加温が完了してから
最大 30 分間、母乳の保温が可能です。
母乳の成分を損なわずに、柔軟に授乳の
タイミングを調整することができます。

 サポート：個別に授乳準備を行うことがで
き、ファミリーセンタードケアをサポートし
ます。

ディスポシート
Calesca（カレスカ）では、母乳ボトルやシ
リンジを保持するためのディスポシートを使
用します。衛生要件を満たすために、ディスポ
シートは 12 時間毎に交換することを推奨し
ています。

 ディスポシートの使用により、二次感染の
リスクを低減し、装置の清掃も簡単です。

オプション品：
l 点滴スタンド用アダプター
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直接授乳がうまくいくまで
いつでも直接授乳がうまくいくとは限りません。何らかの理由で直接授乳が難しい赤
ちゃんにも、母乳の恩恵を届けることはとても重要であり、Medela はそのような赤ち
ゃんとお母様をサポートする製品をご用意しています。一人ひとりのニーズに対応可能
な Calmita（カミータ）などの特殊授乳製品は、赤ちゃんの自然な哺乳行動をサポート
するために開発された革新的な授乳ソリューションです。十分な吸引圧を形成できる
ものの直接授乳ができない入院中の赤ちゃん向けに、NICU や産科病棟でお使いいた
だける授乳製品としてご提供していきます。

授乳

Calmita（カミータ）は研究に基づいて開発さ
れた、病院向け授乳ソリューションです。赤ち
ゃんは個々の自然な哺乳行動を訓練し身に
つけることが可能になります。内蔵された吸
引圧制御弁により、赤ちゃんのペースで母乳
を飲むことができます。赤ちゃんの吸引圧が
一定の値に達したときに、母乳が流れます。
赤ちゃんは、独自の吸啜リズムを作り、自分に
とって最も適切なペースで適切な量の母乳を
効率良く飲むことができます。このリズムによ
って、吸啜、嚥下、休止、そして呼吸がバランス
良く行われるため、良好な酸素飽和レベルと
規則的な心拍数を維持します 16。Calmita は、
母乳の流量を赤ちゃんが制御できる構造なの
で、安定・リラックスした授乳が行えます。

ラインナップ
Calmita（カミータ）にはスタンダードとアドバ
ンスドの 2 つのラインナップがあり、それぞれ
吸引圧の基準レベルが異なります。これらの
レベルはそれぞれ赤ちゃんの経口哺乳の発
達に基づいて設計されています。赤ちゃんの
哺乳スキルのトレーニングにもなり、経口哺
乳能力を徐々に向上させることも可能です。
赤ちゃんに応じて、Calmita を適切に選ぶ必
要があります。

入院中の早産児に対する Calmita を用いた
最近の研究によれば、従来の人工乳首に対し
て Calmita には以下の利点があることが分
かっています：

入院期間の短縮 19

自然な哺乳行動の習得 18

 病院での母乳育児の促進 19

病院用ディスポーザブル授乳ソリューション

CALMITA STARTER

CALMITA ADVANCED

New

New

 Ready-to-Use（開封後すぐに使用可能）
と EO 滅菌の 2 種展開
 個別包装、1 回のみの使用向け
母乳育児の推進に役立ちます

（カミータ アドバンスド）

（カミータ スターター）
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授乳

SPECIALNEEDS®（スペシャルニーズ）フィダー
 口唇口蓋裂の赤ちゃんの授乳をサポートし
ます
 赤ちゃんは乳首を圧迫することで母乳を飲
みとることができます
 スリットの向きにより、母乳の流量を調整し
ます
 赤ちゃんの哺乳力が弱い場合もお使いいた
だけます
 逆流防止弁は母乳が溢れ出るのを防止し
ます

SOFTCUPTM（ソフトカップ）進化したカップフィダー
 直接授乳が難しい場合の代替手段として理
想的です
 ソフトなスプーン形状のカップで、優しい使
用感です
 母乳がこぼれることを防止する特別設計で
す
 使いやすくなった新形状：底がカーブしてお
り、貴重な母乳を無駄にしません

ベビーカップ
 母乳や補助栄養、薬を与える場合の短期
的な使用に向いています
 カップには正確な目盛が付いているので
液量を確認できます 

再利用可能で費用対効果に優れています

特殊授乳デバイス
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FINGERFEEDER（ソフトフィダー）
 赤ちゃんの自然な吸啜を促進します
  産後早期の初乳の授乳用に 

 少量の補助栄養または薬が必要な赤ちゃ
んに
 柔らかいシリコン素材です

母乳哺育補助システム (SNS)

 直接授乳の練習用に適したナーシングサ
プリメンター
 肌と肌の触れ合いをサポートします
 赤ちゃんが乳房を直接吸啜することでお
母様の母乳分泌を促します
 養子の赤ちゃんを授乳するときにも利用
できます
 吸啜の弱い赤ちゃん向け
 母乳、もしくはよく溶かした補助栄養を与
える際に適しています

breast milk for everyone
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CONTACTTM（コンタクト）ニップルシールド
痛みや亀裂のある乳頭を保護します

 扁平・陥没乳頭など、乳頭への吸着が困難な
時に吸着を助けます
 特殊形状で肌と肌の触れ合いを大切にします
 3 サイズ展開 (S=16 mm, M=20 mm, L=24 mm)

 保管に便利なケースもご用意しています

ハイドロジェルパッド
滅菌済み & 個別包装

   皮膚の潤いを維持し、敏感な乳頭をケア
します

   皮膚科学的テスト済みです 

   湿潤環境を作り出し、新しい上皮組織の
形成を助けます

PURELANTM（ピュアレーン）
100% 天然ラノリン・無添加

 敏感で乾燥した乳頭を保護し、健やかに保
ちます
 授乳前の拭き取りは不要です

*大きいサイズのピュアレーン37gは日本未発売

（ 2016 年 8 月時点）

多彩なブレストケア製品
授乳中のお母様には、少しサポートが必要となる場合があります。Medela のブレストケ
ア製品は、やさしい使い心地と実用的な機能で母乳育児の悩みを解決するお手伝いを
します。

ブレストケア

ハイドロジェル
パッド

ピュアレーン ニップルシールド 使い捨て�
母乳パッド

乳首のケア / ブレストケア •

敏感な乳頭 •
乳頭の乾燥 •
乳頭の痛み • •

乳頭の亀裂 • •
扁平乳頭 •
陥没乳頭 •
母乳の漏れ

少量、もしくはまれに •

中量、もしくは時々に •
多量、もしくは頻繁に •
直接授乳中 •

記号の意味

 •  最適

• 適している
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使い捨て母乳パッド
個別包装の使い捨てタイプの母乳パッド

高い吸水性と薄さが特長
 肌にやさしいソフトで快適な使い心地
 丸みのある形状なので目立ちません

practical mother care
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BILIBED®（ビリベット）新生児黄疸光線治療器
新生児高ビリルビン血症の赤ちゃんにやさし
い治療

  お母様の部屋で治療が可能なため、母乳
育児をサポートします
  光源からの距離が短いので大変効果的
です
  赤ちゃんは柔らかい Bilicombi（ビリパジ
ャマ）にくるまれているのでアイマスクは
必要ありません
  取り扱いが簡単です
  ランニングコストを低く抑えることができ
ます

オプション品：
l  専用治療毛布 Bilicombi（洗濯可能製

品、使い捨て製品の 2 種類）
l キャリーバッグ（日本未発売）

承認番号：20800BZY00542000

新生児黄疸光線治療器
新生児高ビリルビン血症の赤ちゃんは、光線治療による治療だけではなく、お母様の近
くで過ごせることも重要です。BiliBed（ビリベット）はベビーコット内で光線治療が可能な
ため、夜間も含め、母子同室での治療が可能です。また病院スタッフの負担も軽減されま
す。

光線治療
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エデュケーション

研究レビュー
発表文献を包括的に調査しまとめました。下
記のテーマ毎に、最新の研究結果をまとめ、
ご紹介しています：
l  NICU における母乳の活用と母乳育児支援
l  NICU における母乳の取り扱いプロセスの

標準化
l  NICU における安全かつ衛生的な母乳管理

日本語版もございます。

専門知識の共有
Medela は、母乳育児サポート製品の開発だけでなく、母乳に関する研究結果の普及や専
門家の方々への教育サービスにも力を入れています。次の目標を達成するためには、すべ
ての関係者が一貫した正確な情報を入手することが重要です：

l  スタッフやご両親の母乳の活用や、母乳育児支援を推進していく。
l  エビデンスベースの意思決定を支援する。
l  母乳の取り扱いと授乳のための効率的かつ有効なガイドラインを開発。

Medela は世界中の専門家と提携して、病院における母乳の活用と母乳育児を妨げる障壁
を取り除く努力をしています。さまざまな臨床研究プロジェクトを直接支援することに加
え、そこで得られた結果や、既存のナレッジを要約して、各種資料を提供し、勉強会などの
教育サービス活動を行っております。

研究論文の要約 

研究論文の要約は、製品開発の科学的なら
びに臨床的な背景をご紹介します。臨床研究
を要約、分析、解説することで、新しい手順や
技術を導入する場合の期待値を、正しく設定
するお手伝いをします。

日本語版もございます。
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インフォグラフィックス
インフォグラフィックスは多くの情報を、画
像、テキスト、数字を組み合わせて集約した
ものです。こうすることで、見る方々がデータ
に含まれる基本的な情報を迅速に理解する
お手伝いをいたします。データと説明資料を
視覚化することで、すべての方々がトピックス
を迅速に理解することが可能となります。

ポスターと DVD（英語版） 

Medela は多数の研究プロジェクトをサポー
トしており、これらのプロジェクトの最大の成
果をポスターや DVD で視覚化してご説明し
ます。赤ちゃんの吸啜や授乳中の乳房の構造
についての基本知識等のトピックを取り扱っ
ています。
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その他のソリューション
病院や施設などの守られた環境から退院し、赤ちゃんと共に新しい環境での生活を始め
たお母様が、より安全で快適な母乳育児をされるために、専門的なサポートが必要な場合
があります。Medela ではご家庭でご使用いただける搾乳器をはじめ、搾乳、授乳、保存、
母乳の管理のための製品をご用意しております。これら研究に基づき開発された製品が引
き続きお母様の母乳育児をサポートします。Medela の搾乳器、ブレストケア製品、および
その他製品は、メデラ正規取扱店にてご購入いただけます。詳しくは、www.medela.jp を
ご覧ください。

CALMA（カーム）
母乳の授乳用に

 赤ちゃんが直接授乳で学んだ自然な飲み方で飲む

ことができます

 赤ちゃんはおっぱいと同じように呼吸や休憩をし

ながら母乳を飲むことができます

 直接授乳とボトル授乳の切り替えがスムーズ

ブレストケア

授乳

母乳の保存

母乳の管理

搾乳

QUICK CLEAN マイクロスチームバッグ�
※日本未発売
電子レンジ消毒用の便利なバッグ

 約 3 分で消毒できます

 蒸気によって有害な病原菌と細菌を 99.9 % 死滅

させることができます 

 使い方も簡単 – 3 ステップで簡単に消毒できます 

FREESTYLETM（フリースタイル）電動搾乳器
※日本未発売
小型で高性能のダブルポンプ電動搾乳器

 研究に基づく 2-Phase Expression 搾乳テクノ

ロジーを搭載 

 両胸同時搾乳により、搾母乳量の増加が期待で

きます

必要なものが揃うオールインワンパッケージ

EFFICIENCY 5BREAST
SHIELD
SIZES 

5BREAST
SHIELD
SIZES 

HARMONYTM （ハーモニー）手動搾乳器
2-Phase Expression テクノロジーで搾乳できる手

動搾乳器

 赤ちゃんがおっぱいを飲む時の自然なリズムを

再現

 便利で快適

時々搾乳が必要な場合に最適

 小さく、コンパクトで操作も簡単

SWING MAXITM（スイング・マキシ）電動搾乳器
効率性の高いダブルポンプ電動搾乳器

 研究に基づく 2-Phase Expression テクノロジ

ーを搭載 

 両胸同時搾乳により、搾母乳量の増加が期待で

きます

 搾乳時間が短縮され貴重な時間を有効的に使

えます

EFFICIENCY 5BREAST
SHIELD
SIZES 

SWINGTM （スイング）電動搾乳器
快適で、効率的、動作音も静かなシングルポンプ電

動搾乳器

 研究に基づく 2-Phase Expression テクノロジ

ーを搭載 

 吸引圧の設定範囲が幅広く、快適に搾乳でき

ます

 静かでコンパクトなデザインのため、目立たず日

々の搾乳が行えます

5BREAST
SHIELD
SIZES 

※ 2016 年 8 月時点の製品情報です。仕様は予告なく変更となる場合がございます。
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加温/解凍

Calesca
               

Calesca ディスポシート

母乳の管理

母乳の漏れ おっぱいや乳首のトラブル

使い捨て母乳
パッド

Contact™ ニップル
シールド S、M、L

PureLan™ ハイドロジェル
パッド

ブレストケア

母乳ボトル 搾乳口

ディスポボトル
35、80、150、250 mL

New

母乳ボトル
150 mL

PersonalFit™ さく乳口  
S、M、L、XL、XXL

One-Day ポンプセット ポンプセット

Symphony® 

M、L

New

Symphony®

マルチパック（10 もしくは 20） 
ポンプセット 150 mL
PersonalFit™ さく乳口  
M
                                         

母乳の保存

授乳用品

Calmita
 Starter/Advanced New

特殊授乳デバイス

SpecialNeeds®  
フィーダー 150 mL

SoftCup™  
進化したカッ 
プフィーダー  
80 mL                      

FingerFeeder
  

     

ベビーカップ

     

Supplemental 
Nursing System™
        

授乳

その他の製品や各製品
の詳細情報については 
www.medela.jp をご覧
ください。
 

※2016 年 8 月時点の製品情報です。

BiliBed®

               
洗濯可能  
Bilicombi™
                      

使い捨て  
Bilicombi™
                    

光線治療

2-Phase

Symphony®

                                    
Symphony プログラムカード
Symphony PLUS と Symphony Standard

New

搾乳器

※日本未発売
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お住まいの国によっては、販売していない製品もございます。Medela 製品の詳細情報については 
www.medela.jp をご覧いただくか、最寄りの Medela 代理店までお問い合わせください。

注記：この文書は米国市場には適用されません。
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