新生児集中治療における
母乳育児支援

N I C U における授乳には特有の課題がありま
す。Medela は NICU の専門家にエビデンスベース
のソリューションを提供することで、母乳育児を促
進し、母乳を最大限に活用するお手伝いをいたし
ます。

新生児集中治療における
母乳育児支援
Medela は哺乳能力の発達は、個別の出来事や状態の連なりではなく、連続的なものであると考えています。Medela は母乳育
児のための包括的なエビデンスベースのソリューションを哺乳能力発達ポートフォリオとして提供します。
このポートフォリオ
（製品群）は、入院中の乳児に直接授乳にできるだけ近い方法で母乳を提供することに加え、乳児の哺乳能力と成長をサポー
トすることも目的としています。
本カタログは、NICU（新生児集中治療室）の専門家の皆様が、乳児の発達段階に沿って、エビデンスベースの最適なソリュー
ションを見つけるサポートをいたします。本カタログでは、Medela の NICU での授乳ソリューションの概要および、母乳の活用
と母乳育児を推進するイニシアティブ活動をご紹介いたします。
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Medela: 母乳と母乳育児のための
包括的なソリューション
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 Medela 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 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。

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。例えば、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お手伝いします。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
M e d e l a において、研究と教育は緊密に結び
付いています。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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母乳育児支援
科学者も開業医も同様に、母乳が乳児の発育と発達にとって最良の栄養源であること、そして、直接授乳
が母乳を提供するための最も自然で安全な方法であると考えているでしょう。また、母乳育児には母親と
乳児の双方にとって利点があります。

母乳：かけがえのない固有の栄養
母乳はすべての乳児にとって自然な栄養源です。すべての
乳児にとって最適な栄養として世界的に認められています。
母 乳 の 利 点 は 世 界 的 に 認 められて おり、世 界 保 健 機 構
(WHO)、および小児、新生児関連学会は、正期産児に対する
生後 6 ヶ月間の完全母乳育児（表 1）を推奨しています 1–3。
こ
の推奨は、母乳育児が母親と乳児にもたらす身体的および
精神的利点に加えて 1、乳児が栄養、免疫、および発育の面に
おいて母乳の恩恵を完全に受けられるようにすることを目的
としています 4。
母乳は早産児の消耗性疾患のリスクと程度を用量依存的
に減少させ、母乳量が多いほど強力な予防効果を発揮しま
す 5，6。NICUにいる間に母親の母乳を摂取する未熟児は、院
内感染、敗血症、壊死性腸炎、慢性肺疾患、未熟児網膜症、発
達遅延や神経認知遅延、NICU から退院した後の再入院のリ
スクが低減されます 7–14。乳児の母親の母乳は人工的に代替
できるものではありません。そのため、NICU における母乳育
児の推進は重要となるのです。
早産児は妊娠後期の子宮内での急速な胎児発育を経ずに出
生することになります 15。子宮外生活への適応を求められる
時期が早すぎるために、早産児と看護者は複雑な課題に直
面します。

直接授乳：安全かつ効率的であり、母親と乳児の健康に最良
の手段です。
母乳を提供するという価値に加えて、母乳育児は乳児と母親
の生理系を強化および調節し、子宮内生活から子宮外生活
への移行をサポートします。
直接授乳が母親と乳児にとって最初の触れ合いの機会と
なることがよくあります 1 6 , 1 7 。直接授乳中の体の触れ合い
は、乳児の酸塩基平衡、体温、エネルギー備蓄 18、呼吸の調
節、また、泣くという行為や看護行動を調節します 19, 20。同様
に、母乳育児によって、乳児の要求に対して母親は注意を促
され 21、母乳分泌の開始と維持が改善されます。さらに、母親
のエネルギーが効率化されるので、摂取カロリーがより良く
活用されることになります 22。さらに、直接授乳中に、
プロラク
チン、オキシトシンといったホルモンの分泌が加速すること
で、母親のストレスが軽減し、母子の絆も強化されます 23。
直接授乳が可能な健康な乳児は、自ら調節して乳房から乳汁
を飲みとり、安全に飲むことができ、生理学的な危険はありま
せん 24。その際、直接授乳中の吸引圧が大きな役割を果たす
ことが研究されています 24, 25。直接授乳の機械的運動は、歯
列、口腔の筋肉および咬筋、口蓋成長 27, 28 などの口腔と顔の
発育を促し 26、急性中耳炎のリスクを低減して、従来のボトル
授乳の幼児と比較して 8、後の幼児期の言語能力と声調の質
が向上します 29–31。

直接授乳は、準備や処理時間も不要で、常に適温の乳汁が得られることから、最も便利で、安全かつ衛生的な方法と言え
ます。母乳育児は、栄養面や感染予防のためにも、また通常の発育および発達の促進のためにも、すべての乳児に対し
て、最も自然かつ効果的な方法であることは明らかです。
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NICU における母乳育児の課題
NICU における直接授乳の目標を達成することは容易ではありません。一般に、身体が弱く、何らかの病気
を抱える乳児は、出生後に、母親の乳房を直接吸啜して効率的に哺乳することができません 32–34。そのた
め、NICU の乳児にとって、簡単に見える母乳の哺乳が実際には複雑な課題であり、母親と乳児が必要とし
ていることに注意を払う必要があります。

赤ちゃんの課題
安全で正常な経口哺乳には、無呼吸の発作、徐脈、酸素飽和
度の低下や誤嚥を防ぐために、適切な吸啜、嚥下、呼吸とこ
れらの機能の協調が必要です 35–37。さまざまな要因の組み
合わせが、早産児の安全な哺乳行動に影響を与えるのです。
例えば、筋緊張低下症（低筋緊張）、神経と胃の未成熟、胃食
道逆流や慢性呼吸器疾患などの医学的な合併症も含まれま
す 34。これらの問題により、入院中の乳児は直接授乳に必要
な吸引圧の形成および維持が難しく。嚥下と呼吸を安全に協
調させることも容易ではないのです 35–37。口唇口蓋裂などの
先天性欠損症によって母乳哺乳の能力がさらに制限される
こともあります 38, 39。
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お母さまの課題
早産は母親の乳房の発達を中断します。そのため、母親は予
定より早い時期に母乳分泌に適応しなければなりません 40。
早産児、特に超低出生体重児の母親は、生理学的かつ感情
的課題に直面することになるため、母乳育児が困難になりま
す 41–43。乳児が乳房に吸啜できない場合、または、乳房から
乳汁を効果的に飲みとることができない場合は、母親は十分
な母乳供給を開始・維持するためのサポートが必要となりま
す 42, 43。母子分離に関連するストレス、さらに乳房の刺激が不
十分な場合は、直接授乳の確立が妨げられ、直接授乳はさら
に複雑になります 44, 45。つまり、多くの早産児の母親は、まず
専門家のサポートを受けて、乳児のための母乳を確保する
ために搾乳器を使用しなければならないということです。そ
して、母乳量が十分に得られないとき、一時的にドナーミルク
を利用しなければならない場合もあります。

母乳の補足
早産児はより多くのエネルギーを必要とするため、母親の搾
乳した母乳とドナーミルクは強化しなくてはならないことが
あります 13, 46。早産児向けの栄養には、高いカロリーが少量
に濃縮されている必要があります。そのため、乳児に授乳す
る前に、搾乳の準備に加え、搾乳した母乳を強化する必要が
あるのです。
これにより、さらに複雑になります。
他にも、直接授乳が困難になる状況があります。例えば、服
用中の母親の場合は、直接授乳が安全ではない薬もありま
す 47。また、母乳の低温殺菌などの処理が必要な場合にも、
直接授乳は妨げられることになります 48。同様に、母親が一
日中、全ての授乳に立ち会うことができない場合もあるでし
ょう41。
乳児に直接授乳できない場合でも、母乳を乳児に与えること
が最も重要な目標になります。自然な経口哺乳のスキルを発
達させ、できるだけ早い時期に完全母乳栄養が確立できるよ
うにします 5, 41。
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NICU における母乳育児支援
入院中の乳児への授乳
NICU における母乳育児支援は、継続的にプロセスと手続きの最適化に取り組むことで、次の目標の達成
を目指します。
l	
直接授乳にできるだけ近い授乳を可能にする。
l 母乳育児の促進をサポートする。
Medela は医療者とお母さまとこの目標を共有します。研究に基づきプロセスを最適化した革新技術、
リサーチレビューと最新の研究により、Medela は医療者と患者さまが必要な情報に基づいた選択がで
きるようサポートします。

すべての非経口哺乳の第一の目標はリスクを最小限に抑え
つつ乳児に栄養を摂取させることです。Medela の経口哺乳
ポートフォリオは、乳児の発育段階に合わせて乳児の個別の
経口哺乳能力をサポートする哺乳オプションを提供すること
に焦点を当てています。
非経口哺乳の方法
超早産児の出産は栄養上の緊急事態と言えます。超早産児
の飢餓状態を和らげるため、栄養素を部分的または完全に
経静脈投与する必要があります。
しかしながら、バクテリア感染や真菌感染、静脈へのカテー
テル留置に関係する機械的合併症、あるいは投与量や投与
法における誤算やエラーなどの潜在的なリスクが伴います。
そのため、超早産児はできるだけ早期に経腸栄養などのそ
の他の栄養管理法に移行されます 13。

経腸栄養は胃腸管が機能しており、経口摂取では予測され
る必須栄養素を満たすことのできない乳児を対象としてい
ます。栄養チューブの長期間の使用は、吸啜、嚥下、呼吸の協
調状態を変化させることがあるために、新生児に悪影響があ
ると考えられてきました 49。また、チューブの誤留置の可能性
や 50、チューブが病原体の温床になってしまう可能性も考え
られます 51。
経静脈法と経腸栄養法、および人工的な栄養法に関連するリ
スクから、乳児ができるだけ早期に経口哺乳に移行できるよ
うにしなければなりません。
通常、経口哺乳への移行は、まず、おしゃぶりでの非栄養吸啜
でサポートします。
これは、早産児の吸啜のトレーニングとし
て役立ちます。経管栄養中におしゃぶりを使用した早産児は
栄養耐性が改善されて、経管栄養から経口哺乳への移行が
加速されます。また、体重増加が改善されて、入院期間が短
縮されます 52。さらに、幼児が経口哺乳できるかどうかを評価
でき、最適な時期に移行することができます。
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Medela の NICU 経口哺乳ポートフォリオ
Medela はさまざまな授乳状況に対応する製品を幅広く取り揃えております。
これら
の製品は、NICU の医療者と両親をサポートするために開発され、早産児と NICU
の乳児に母乳と母乳育児の利点を提供します。
新生児集中治療室 (NICU) 向けの経口哺乳発達ポートフォリオのゴール
l	
経管栄養から経口哺乳への早期移行を促します。
l	
乳 児の哺乳能力の発達に合わせて個別に設計された製品を組み合わせて使用
します。
l	
NICU の乳児、両親、および、専門家向けのより良い経口哺乳体験を提供します。
l	
乳児の自然な哺乳行動に適応します。
l	
直接授乳できない場合にも、乳児の母乳の哺乳能力を維持します。
l	
母乳育児を促進およびサポートします。

母乳の早期経口摂取
生後できるだけ早期に、乳児が母乳固有の成分、特に、母親の初乳を摂取できるよ
うにします 13。健康な正期産児の場合は、生後 1 時間以内に授乳を開始します 53。
しかしながら、一般的に、早産児や入院中の乳児の最初の母乳の摂取は遅くなりま
す。経静脈栄養および経腸栄養では、栄養成分は口腔を通過しません 54, 55。乳児の
発育の大変早い段階で、口腔咽頭領域に母乳を塗布することは、乳児が吸啜でき
るようになる前であっても、母親の乳汁摂取を促す 1 つのオプションです 56, 57。
FingerFeeder（ソフトフィダー）
乳児が口を使って吸啜を始めたら、その他の哺乳オプションを提供することで、乳
児の経口哺乳のスキル発達を促します。例えば、シリンジを使って少量の乳汁を摂
取させます。
この実践で使用されているツールの 1 つが FingerFeeder です。医療
者の指示に従って、
このデバイスを使用することで、少量の乳汁を乳児に摂取させ
ることができます。母乳のシリンジをソフトフィダーに装着したら、乳児の口に入れ
た看護者の指に沿ってデバイスをスライドします。乳児が指を吸啜して吸引圧の形
成を試みていることを看護者が感知したら、シリンジを押して、少量の母乳を与え
ることができます。
これによって、乳児の自然な吸啜反射を強化します 58。また、乳
児が乳汁を飲みとるための吸引圧の形成を習得できるようにします。FingerFeeder
を使用した哺乳は、病院における母乳育児をサポートすると考えられています 59。
l	
乳児の自然な吸啜行動を促進します 58
l	
入院中の乳児への授乳を丁寧にコントロールします
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直接授乳の促進
直接授乳できるようになり次第、できるだけ早い時期に直接授乳に移行すること
を推奨します 60, 53。これは、経静脈栄養および経口哺乳と平行して行うことがあり
ます。直接授乳は乳汁を母親から乳児に移行する利点に加えて、肌と肌の触れ合
い 61–63 といった利点があります。また、親の自信にもつながり、親の関与を促して、
乳児がより効果的に哺乳できるようにトレーニングします。さらに、母親の母乳分泌
を刺激します 60。
Contact ニップルシールド
NICU の乳児の直接授乳をサポートするために、病院では乳頭保護器が広く使用
されています 64。Medela の授乳ソリューションポートフォリオは、さまざまなサイ
ズのシリコン素材でできた Contact ニップルシールドを取り揃えており、できるだ
け自然に近い母乳育児体験を提供します。薄く柔軟な Contact ニップルシールド
は上部に波型のカッティングを施しているため、乳児の鼻と顔が母親の肌と接触し
ます。
l	
表面は滑らかなシリコン製で、乳児の母親の乳房への吸着を促します 64。
l	
乳児が吸引圧を形成して乳汁を飲みとるよう促します 64。
l 乳房の乳汁移行をサポートします 65。
l	
波型のカッティングデザインが肌の触れ合いを最大限に広げます。
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初の自己制御による経口哺乳
経鼻胃管栄養法と経口胃管栄養法にはリスクと制約が伴うため 49、安全と判断さ
れた段階で、乳児はできるだけ早い時期に経口で栄養摂取することが望まれます。
乳児が経口で十分な量の栄養成分を摂取できるようになったら、経腸チューブを
取り外すことができます。
これによって、乳児は退院に一歩近づくことになります。
NICU では、直接授乳ができる能力の発達と平行して代替方法による栄養提供が
行われます 66。
従来のボトル授乳は、直接授乳をどの程度サポートするかどうかという点で疑問が
ありました。従来の哺乳瓶と乳首のメカニズムは、直接授乳に必要なメカニズムと
大きく異なります。従来の乳首は、吸引圧をかけなくても乳首の先にある穴を通し
て一定量のミルクが流れます 67。
これにより吸啜、嚥下、休止、呼吸を協調しにくくな
り、酸素飽和度の低下とストレスの原因になります 68, 69。
Calmita Starter（スターター）
Medela は革新的な病院向け授乳ソリューションを開発しました。Calmita は病院
での母乳率の増加に貢献することが明らかとなっています 70。乳児が吸引圧を形成
しない限り乳汁の流れを停止する吸引圧制御バルブが採用されています。つまり、
乳汁を流すためには、乳児は吸引圧を形成しなければなりません。吸引圧が閾値
を下回ると、乳汁の流れが停止します。乳児は、
より自然な方法で哺乳しながら、乳
汁の摂取量、吸啜、嚥下、休止、呼吸をコントロールすることができます 71。Calmita
Starter は吸引圧の閾値が低いので、最小限の吸引圧しか作り出せない乳児でも
乳汁を飲みとることができます。
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Calmita Advanced（アドバンスド）
乳児の哺乳能力が発達したら、Calmita Advanced を使用することができます。
Advanced では、乳児は吸引圧制御バルブを幾分強く吸啜しなければ乳汁は出
てきません。Calmita は入院中の乳児向けであり、早産児または SGA (small for
gestational age) 児の口腔形状に適合するように設計されています 72。
最近の研究 70 では、従来の乳首ではなく Calmita を使って入院中の早産児に授乳
した場合、退院時期が大幅に早くなり、また、病院での乳児への母乳育児率が増え
たことが示されました。
l 早期退院の可能性が高まります 70。
l 乳児に吸引圧を形成させる、自然な哺乳行動を可能にします 71。
l 病院での直接授乳の促進をお手伝いします 70。
l	
信頼性が高く、使いやすい製品です。
l	
十分に溶解された栄養の摂取に適しています。

SNS 母乳哺育補助システム
哺乳能力の発達過程では、乳房で哺乳する乳児に補助栄養を供給して母乳育児を
サポートすることがあります。母親の母乳量が少ない場合、または、乳房からの哺
乳に加えて補助栄養が必要となる場合に役立ちます。Medela SNS 母乳哺育補助
システムは、母乳ボトルに補助栄養を入れ使用します。母乳ボトルは、母親の胸元
またはポールに設置します。母乳ボトルには非常に薄く柔軟なチューブが接続され
ており、
このチューブは母親の乳頭に沿って固定することができます。乳児は胸元
で哺乳できるメリットを享受しつつ、補助栄養を摂取することができます。
l	
直接授乳が困難な状況にある母親が乳房で授乳できるようになります。
l	
乳児が乳房を直接吸啜することで母親の母乳産生を刺激します 73。
l	
乳児が乳房で吸引圧を形成して正しく吸啜できるようにトレーニングします。
l	
肌と肌の触れ合いをサポートします。
l	
母親と乳児の絆を強めます。
l	
十分に溶解された栄養の摂取に適しています。
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完全母乳の状態で自宅に戻るために
乳児の退院日までに次のことを達成することが理想的です：
l	
母親は母乳分泌を開始・確立していること。
l	
乳 児が完全な直接授乳で十分な栄養を安全かつ効率的に得るスキルを習得し
ていること。
多くの場合、完全経口授乳ができることが退院の前提要件となります 74。親にとっ
て、完全経口授乳できるようになることは大変誇らしい出来事なのです。入院理由
によっては、病院から自宅への退院が難しくなることがあります。退院計画を提供
し、継続的なサポートを行い、両親の気持ちに寄り添うことは、できるだけ長期的な
母乳育児の継続のために大変重要となります 60。
Calma
母親と乳児が自宅に戻り、母親が復職したり、その他の日常的な活動に戻ること
ができるように、Medela は Calma を開発しました。この革新的な哺乳ソリュー
ションで乳児が習得した吸啜行動を維持するお手伝いをします。Calma は Calmita
Advanced と同じ機能を有しており、同様の吸引圧制御バルブが装備されていま
す。乳児は乳汁を飲みとるために吸引圧を形成しなければなりません。ただし、
サイズは正期産児の口腔形状に対応しています 67, 75。
l	
乳 児が乳房での哺乳を通して習得した自然な哺乳行動を維持できるようにし
ます 67, 75。
l	
乳児は舌と顎の動きを組み合わせて吸引圧を形成します 67, 75。
l	
乳児が規則的に飲み、呼吸し、休止できるようお手伝いします 75。
l	
直 接授乳から Calma に、そして Calma から直接授乳へ、スムーズな切り替えを
助けます。
l	
乳房と同様に、1 つのサイズで授乳期全体を通して対応できます。
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特殊な状況をサポートするデバイス
Medela は哺乳の際に特別なサポートが必要な乳児向けのソリューションも提供し
ます。哺乳における問題は複雑で、克服しなければならない課題は乳児によって異
なります。そのため、NICU において、乳児が吸引圧を形成し、吸啜、嚥下、および呼
吸を調整する能力はさまざまです。
このソリューションポートフォリオでは、個別の
ニーズに合わせて製品を組み合わせ、特別な状況における哺乳能力の発達をサポ
ートします。
Medela の製品群は、哺乳の際に乳汁を飲みとるために必要な吸引圧を形成する
能力の発達をサポートします 24, 25, 76, 77。
しかし、乳児の吸引圧形成を妨げる特殊な
状況も存在します。
SpecialNeeds Feeder（スペシャルニーズフィダー）
と
Mini SpecialNeeds Feeder（ミニスペシャルニーズフィダー）
口唇口蓋裂の乳児は直接授乳中に口腔を密閉できないことがあり38, 39 そのため、
吸引圧を形成できません。特定の疾患や神経障害のある乳児は、筋緊張低下症お
よび協調困難のために、吸引圧を正しく形成できないこともあります 78。
SpecialNeeds Feeder は乳児が圧迫することで 乳汁を飲みとることができるよう
に設計されています。スリット型バルブのメカニズムによって、看護者は乳汁の流
れを適切に制御することができます。
体の小さい乳児の場合は、Mini SpecialNeeds Feeder を利用することで、さまざま
な口腔形状に対応することができます。デバイスを組み合わせることで、医療者は
それぞれの患者さま向けのソリューションを個別に選択することができます。最後
に、状況によっては、乳児の吸引圧を形成する能力が発達したら、Calmita などの吸
引圧を必要とするデバイスに切り替えて、直接授乳できる能力をサポートすること
ができます。
l 乳児の能力と反応に合わせて乳汁の流れを簡単に調節できます。
l	
母乳を簡単に摂取できます。
l	
こぼれません。
l	
1 方向弁が乳首に空気が入ることを防ぎます。
l	
乳児が吸引圧を形成できない場合にサポートいたします。
l	
口唇口蓋裂の乳児の経口哺乳をサポートします 79, 80。
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エデュケーション
NICU の医療者は、製品は NICU における母乳育児推進のための要素の一部に
すぎないことを理解しています。以下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肝要です。
l	
スタッフとご両親の母乳の活用と母乳育児を支援する完全な取り組みを達成。
l エビデンスに基づいた意思決定をサポート。
l 母乳の取り扱いと授乳のための効率的かつ有効なベスト・プラクティスを開発。
Medela は世界中の専門家と協動し、NICU における母乳の活用と母乳育児推進へ
の障壁を取り除けるよう努力しています。
各種の基礎的な臨床研究プロジェクトに加え、Medela はさまざまな課題に関する
既存の知識を要約し、各種資料、チャネル、およびイベントを通してこの知識を普及
させています。

14

MEDELA

リサーチレビュー：早産児の哺乳行動の発達
早産児の哺乳行動に関する発表文献を包括的に調査しました。調査のレビューで
最新のエビデンスベースの方法をご紹介し、NICU における母乳の活用と母乳育
児をサポートしています。

Research review
Feeding development of the preterm infant

Providing adequate feeding support to preterm
infants is challenging. This review describes the
underlying evidence behind practices that promote
successful human milk feeding and breastfeeding
at NICU discharge.
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研究論文の抄録
研究論文の抄録は、特定のプロセスや製品の革新的技術についての科学的ならび
に臨床的な背景を提示します。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。
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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、あらゆ
るレベル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。

What is the range of “normal”
when it comes to breastfeeding?
How often and
how long?

The infants assessed for this study were:
l 1 – 6 months of age
l Perfectly normal full-term infants
l Exclusively breastfeeding on demand
l Growing according to the WHO growth charts

4 –13

12 – 67 minutes

Number of breastfeeding
sessions in a day

How much?
Infants will drain the breast once a day, but
usually they feed to appetite and stop feeding
when they have had enough or want to change
to the other breast.

Average duration of a
breastfeeding session

l From a single breast, the average volume an infant
drinks is 75 ml (range: 30 –135 mL)
l It is normal for one breast to produce more milk
than the other

67%

54 – 234 mL

An average breastfeed removes
67% of the milk from the breast

Average amount of milk of a
breastfeeding session (1 or 2 breasts)

One breast or both?
Infants have varied feeding patterns:
l 30 % always take just one breast
l 13 % always take both breasts, and
l 57 % mix it up!

Night feeding is normal

30 % one breast
13 % both breasts
57 % mixed

l The majority (64 %) of infants breastfeed day and night
l These infants spread their milk intake evenly throughout the 24 hours

28 % Morning
28 % Afternoon
24% Evening
20 % Night
l Only 36 % of infants don’t feed at night (10 PM to 4 AM)
l These infants have a large feed in the morning

64 % Day & Night
36 % Day only

Do boys and girls
drink the same?

Boys do drink more than girls! Boy infants drink on
average 76 mL more than girl infants.

831 mL

755 mL

478 –1356 mL

Average daily amount
taken by boys

Average daily amount
taken by girls

Range of daily milk intake of exclusively breastfed infants
who are growing according to the WHO charts.

Over a day, the average volume of milk consumed is
798 mL. But this varies from one infant who was drinking
478 mL to another drinking 1356 ml per day.

The range of normal…

Between 3 and 6 months infants grow more slowly and
have a relatively lower metabolic rate, so they don’t need
more milk.

References
l Kent,J.C. et al. Volume and frequency of breastfeeds and fat content of breastmilk throughout the day. Pediatrics 117, e387-e395 (2006).
l Kent,J.C. et al. Longitudinal changes in breastfeeding patterns from 1 to 6 months of lactation. Breastfeed Med 8, 401-407 (2013).
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Breastfed infants are indeed getting enough milk. As infants
get older, they take fewer, shorter, larger feeds but their
24-hour (daily) intake will remain the same.
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ポスターと DVD
Medela は多数の研究プロジェクトをサポートしています。
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。例えば、乳児の吸啜お
よび乳汁の飲みとりに関する科学などのトピックスを取り扱っています。
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オンライン
詳しい最新情報については次のウェブサイトをご覧ください:
http://www.medela.com/nicu

イベント
Medela は、母乳に関係するさまざまなトピックについて、地域独自のイベント、ま
たは国内会議の一環として、広範囲に渡るシンポジウムを開催しています。Medela
が主催するイベントのうち最も重要と捉えているものは、母乳育児と授乳に関する
国際シンポジウムです。
このシンポジウムを通して、Medela は参加者の皆様に私
たちの知識を直接お伝えします。
このシンポジウムでは、国際的に評価されている
研究者陣が、研究に基づく最新の実践、母乳固有の成分、そして NICU での母乳の
価値といった 3 つの主要領域における最近の研究結果について発表します。

製品についての詳細情報は営業担当者までお問い合わせいただくか、
www.medela.com をご覧ください。
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