NICU における母乳管理ソリューション

NICU において母乳の質と量を保護するた
めには、母乳の管理プロセスが必要となりま
す。Medela は、母乳の管理プロセス、および、
それらのプロセスを医療活動に組み込むた
めの包括的でエビデンスに基づくソリュー
ションを提供します。

NICU における母乳管理ソリューション
NICU（新生児特定集中治療室）では、早産児に母親の母乳を出来る限り多く与えることを目指しています。母乳の質と量を確
保するためには、NICU は乳房からの母乳収集から乳児への授乳まで、母乳の全供給経路を最適化しなければなりません。
乳児が母親の胸から直接母乳を摂取できない場合、口から母乳を摂取させることによって乳児が母乳の利点を享受できること
を主な目標とすることが重要です。Medela は NICU が直面する潜在的なリスクと管理に関する課題について考察を重ねてき
ました。
このパンフレットの目的は、専門の看護者に対して、NICU における母乳の扱いに関するエビデンスベースの管理手順の概要
を提示し、Medela のソリューションがいかにして母乳供給経路の標準化に貢献・サポートできるのかを理解していただくこと
にあります。本パンフレットでは、母乳と NICU における母乳育児と母乳の管理に関する概要、およびイニシアチブ活動をご紹
介します。
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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を目的としています。
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 は新生
児集中治療室（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、管
理方法も考慮しなければなりません。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 は卓越した科学的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、丁寧かつ衛生的に収集可能
です。ラベル付けから、保管、持ち運び、加熱、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、母乳を乳児
に供給するために、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 では、研究と教育は緊密に関係している
と考えています。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
母乳育児が母親と乳児の健康を促進するということに否定的な意見はほとんどないでしょう。すべての乳
児にとって、母乳育児が最適な栄養摂取法であることは普遍的に認識されているのです。WHO（世界保
健機構）を含む国際的な健康団体も、乳児の生後6カ月間における最高の栄養源として母乳育児を推奨
しています1-3。

自然な母乳育児
直接授乳は乳児の発達と成長のために母乳のメリットを提
供する、最も自然な方法です。母乳で育てることにより、乳児
は、栄養や免疫、成長的側面における母乳のメリットのみな
らず 4, 5、直接授乳による身体的および心理的なメリットも享
受できるようになります 2。生後間もない時期には、母親と乳
児の緊密な身体的接触によって新生児の体温や呼吸、エネ
ルギー保存6、泣くという行為や看護行動が調節されることに
なります7, 8。授乳期における緊密な肌の触れ合いは、授乳期
間の長期化にもつながるだけでなく、授乳中に増加するエネ
ルギー必要量に母親が適応するためのサポートにもなるの
です 9。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10。
母乳はゴールデンスタンダード
早産児にとって、母乳は特に重要となります。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 11, 12。生後数カ月
間は出来る限り多くの母乳摂取がとりわけ重要となります13。
母乳の良い影響は、生後早期の母乳供給と関連しています。

この時期に人工乳を使用せず、母乳育児を徹底することが
必要です11。NICU にいる間に母親の母乳を摂取した早産児
は、壊死性腸炎、慢性肺疾患、未熟児網膜症、敗血症、感染、
神経障害および乳幼児突然死症候群（SIDS)、NICU 退院後
の再入院リスクが低いとされています 14 – 23。母乳に秘められ
たこのような注目すべきメリットこそ、早産児に享受されるべ
きでしょう24, 25。
母乳育児のメリットが認められる一方、母乳育児の開始と維
持に問題を抱える早産児の母親も少なくありません。同様
に、早産児の大半は口から母乳を摂取することができないと
いう問題を抱えています。大抵の場合、NICU 入院後期に至る
まで、直接授乳に移ることができないのが現状です。この場
合、母乳を乳児に供給することが最重要課題となります。一
連の処理やプロセスを経て、乳児への哺乳が可能となる頃に
は、母乳の量と質が損なわれてしまっていることもあるので
す。
したがって、搾乳直後の状態に可能な限り近い状態の母
乳を提供することが、NICU にとって母乳管理に関する重要
な課題となります。

母乳育児は最も利便性が高く、安全かつ衛生的な栄養供給法です。NICU は、量・質ともに損なわれていない十分な母乳
を早産児に供給できるよう、母乳供給経路を確保しなければなりません。
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母乳育児支援
NICU における母乳供給経路の標準化
乳児が直接授乳できない場合、NICU は以下の項目を保証する管理方法を徹底しなければなりません。
l すべての乳児に十分な母乳を提供する。
l できる限り高い質を維持する。
l 退院後の直接授乳の達成を目標とする。
母乳の取り扱いにおいては、衛生基準、記録、正確なラべリング、適切な保存状態が実践されていることを保証するため、細心
の注意を払わなければなりません。
これらの項目は NICU の母乳管理プロセスに影響することになります。
ご家族の協力を得
るためには、
ご両親に対して院内基準やガイドラインを指導することも重要です。そうすることで、病院内でも自宅でも、適切に
母乳を取り扱うことができるようになります。
以下のチャートは NICU における母乳供給経路を説明したものです。母乳の供給経路は複雑なものです。母乳は様々な温度に
晒され、それぞれ異なる期間保存されたうえで、状況ごとの栄養要求に応じて、哺乳されることになります。管理基準を設けるこ
とは必須であり、可能であればその管理過程も標準化されるべきなのです。

搾乳

収集

ラべリング/
トラッキング

保存

加温

授乳

		

ml

MEDELA

5

Medela が提供する、NICU における
母乳管理ソリューション
一般的に、NICU における母乳の授乳は標準化されたプロセスがありません。母乳
の取り扱いに関するプロトコルは施設によって異なり、規制ポリシーの内容や病院
のリソースに依存しています。母乳のメリットは非常に重大であることから、Medela
は NICU における母乳の取り扱いに一貫性と効率性を加えたエビデンスベースの
ソリューション開発に尽力しています。
Medela は母乳管理の難しさを理解しており、研究結果に基づき、プロセスを最
適化した幅広い商品開発を行っています。また、情報に基づいた患者様の意思決
定を支援することを目的に、Medela は専用のエデュケーション資料も提供してい
ます。

搾乳
乳児が乳房から母乳を摂取できない場合、または、乳房から母乳を効率的に飲み
とることができない場合、母親に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 26, 27。母子分離に関連する生理的・心理的課題に加え、乳房の
刺激が不適切な場合は、母乳分泌の確立が妨げられ、合併症の可能性が高まるこ
とになります 26– 30。つまり、早産児の母親の多くにとっての母乳供給経路は授乳で
はなく、母乳分泌を促進・確立、そして維持させる搾乳からスタートすることになり
ます。母乳の搾乳は早産児の母親にとって難しい課題となることがあります28。
乳汁分泌の開始が遅れたり、最初から継続して搾乳しなかった場合、長期的に母乳
産生を十分量確保することが難しくなります。だからこそ、適切なデバイスの利用と
適切なタイミングでのサポートが必要不可欠となるのです。子供の NICU 入院中、
ストレスや不安と戦っている母親自身が、母乳に含まれる保護特質について知るこ
とが母乳育児の継続を促すモチベーションとなります。母乳供給を改善するために
は、母親自身が母乳の分泌を開始・確立し、さらに維持しなければならない、
という
ことを覚えておかなければなりません。
この過程において、適切な期待値を設定し
ながら、供給量は時間と共に増加していくことを母親に知らせる必要があります。以
下は、母親が数週間のうちに十分量の母乳を分泌できるようにするために必要と
なる介入です。
l	
自分でできる乳房マッサージを母親に指導する31, 32, 33。
l	
早 期から搾乳する34– 36。出産後 1 時間以内に搾乳した場合、出産後 6 時間で搾
乳した場合と比較して、
より多くの母乳を搾乳することができ、さらに出産後数週
間の母乳分泌量も増加します37。
l	
研 究に基づいて特別に設計された Symphony PLUS の搾乳技術を利用して母
乳分泌を促す46。
l	
頻 回に搾乳する。1 日に 6 回以上搾乳器で母乳を搾乳している母親の母乳量
は、搾乳回数がより少ない母親の母乳量を大きく上回っています34, 38。初期のう
ちは、搾乳した母乳を入れて量を計る容器を調整することも母親のモチベーショ
ン維持の助けになるでしょう。
l	
ダブルポンプでの搾乳により、母乳の分泌量が増加します32, 39, 40。ベッドサイド
における搾乳 41、カンガルーケアの最中またはその直後の搾乳42–45、も母乳量の
増加につながります。
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母乳量を最大限に: 
Symphony 電動搾乳器
Symphony 電動搾乳器と、
「開始」
と
「維持」のプログラムを含む付属の Symphony
PLUS プログラムカードは、院内における母乳供給のスタート地点となります。病
院用搾乳器を利用する目的は、第一に、NICU の乳児が貴重な母乳栄養の利点を
享受できるよう、母乳の分泌量を最大化することにあります。第二の目的として、母
親が家に戻った後も自分の乳児に栄養を提供し、母乳育児を実践していくのに十
分量の母乳確保を達成することが挙げられます。Symphony 電動搾乳器に備わっ
た技術的性能と関連製品、その研究的裏付けが、母乳育児の過程全体を通して母
親とその個別のニーズをサポートする最高のパートナーとなります。
母乳分泌初期のサポート: Medela の分泌開始技術
INITIATE（開始）プログラムは、母親の乳汁分泌開始をサポートします。
このプログ
ラムの特長は、15 分に渡るセッションにおけるパターンが変化すること、そして休
止が含まれる点です。この不規則な哺乳パターンは母乳分泌開始（乳汁潮来）前
の、生後数日の正期産児の哺乳パターンを再現したものとなっています。INITIATE
（開始）プログラムは 3 回連続の搾乳セッションにおいて搾乳量が 20mL 以上と
なるまで使用されることになります。その後、母親は MAINTAIN（維持）プログラム
へと移ります。
このプログラムは分泌活性化（乳汁潮来）後に母乳を効率的に搾乳
することを目的に設計されています。
研究結果は以下の通り示しています。
l	
INITIATE（開始）
プログラムは早産児と正期産児の母親ともに有効である46, 47。
l	
I NITIATE（開始）プログラムの次にMAINTAIN（維持）プログラムを使用した母親
は、最初の 2 週間で有意に母乳量が増加した46。
l	
主 に搾乳して児に母乳を与えている母親が、乳児に貴重な母乳栄養を供給する
のに十分な母乳量を搾乳した46–47。
自然な哺乳パターンを再現することで母乳分泌量を最適化：
2 フェーズさく乳テクノロジーと MAINTAIN（維持）
プログラム
授乳時、母乳が分泌される前の段階では乳児は急速な吸啜運動を行います。
しか
し、分泌が確立されて乳汁が流入し始めると、ゆっくりとした吸啜パターンへと変
化します 48。MAINTAIN（維持）プログラムは、これら 2 フェーズの吸啜パターンを
再現するよう設計されています。Symphony が採用した、研究に基づく 2 フェーズ
さく乳テクノロジーは、まず毎分 120 サイクルのリズムの刺激を与えることで母
乳の分泌を促します。乳汁が流れ始めたら、母親は毎分約 60 サイクルのリズムの
搾乳フェーズに切り替えることで、快適に、かつ有効に搾乳することができるので
す49–51。母乳が流れ出てきたら、すぐに刺激フェーズから搾乳フェーズへ切り替える
ことが重要です。母親は、快適と感じる範囲内で、吸引力を可能な限り高めるよう調
整します。上記の使用方法で、Symphony 電動搾乳器を使用することにより、以下
の効果が確認されています。
l	
快適である49, 51。
l	
効率的である50。
l	
赤ちゃんに授乳しているという感覚を得ることができる49。
l	
より短時間で多くの量を搾乳できる50, 52–54。
l	
母乳の分泌維持に役立つ39, 50, 55, 56
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EFFICIENCY

ダブルポンプ（両胸同時搾乳）
早産児 32, 40・正期産児 39の母親とも、電動搾乳器を使用したダブルポンプ（両胸同
時搾乳）を採用することで、シングル時と比べて、
より短時間に効率的に搾乳を実現
できるということが一貫して示されています。Symphony の搾乳器はダブルポンプ
に対応しています。両胸から同時に搾乳することで時間の節約につながることはも
ちろんのこと、2 フェーズさく乳テクノロジーで両胸同時搾乳することにより、搾乳
量は交互搾乳の場合と比べ 18 % 増加することが研究からも示されています39。量
的な増加に加え、ダブルポンプではより多くの射乳反射が起こるため、搾乳された
乳汁はよりカロリーが高いことから、より効率的に母乳を搾乳できることもわかっ
ています39。
l	
時間短縮32, 39
l	
搾乳量が 18% アップ39
l	
母乳のカロリーがアップ39
l	
より多く射乳反射が発生39

収集
直接授乳中とは異なり、搾乳後には母乳の取り扱いと保存が必要となり、その際に
は、栄養の損失や母乳への雑菌混入といったリスクが付随します 59。
したがって、
最大限の栄養を乳児に供給できるよう保証するために、母乳管理のガイドライン
を検討することが不可欠となります。
効率性を確保すべく母乳の取り扱いを整備する際には、時として複雑かつ時間の
かかる手順が要求されることもあります。以下のリスクを最低限にとどめるため、施
設は母乳の取り扱いを標準化しなくてはなりません。
l 不要な容器の移し替えによる母乳の損失
l 乳汁成分の質と完全性の損失
l 雑菌感染
l 患者間の母乳の取り違えのリスク
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Medela のポンプセットと広範な容器のコレクションは、母乳管理プロセスの標準
化と整備を促進することを目的としています。

あらゆるニーズおよびプロセスに対応:
Medela ポンプセットとボトル
要求されるアプローチは病院によって異なります。Medela なら、状況に応じた統合
的な商品ソリューションを提示することが可能です。Medela のポンプセットとボト
ルは、NICU での多様なニーズや院内規範に応じて、再利用可能な製品と使い捨て
の製品、
どちらもご利用いただけます。
Medela の再利用可能製品はオートクレーブ耐用性があり、複数の母親による使用
も想定して設計されています。滅菌・消毒プロセスを採用している病院でもご利用
いただけます。
増加の一途を辿る院内処置に加え、細菌感染防止基準のアップグレードや強化な
どにより、院内プロセスへの圧力も増加傾向にあります。Medela の使い捨て製品
は、院内における消毒・滅菌プロセスを軽減するといった、衛生ソリューションの提
供に特化して開発されました。
Medela の使い捨て製品は、Ready-to-Use（消毒・洗浄不要）
と EO sterile（滅菌済
み）の 2 種からお選びいただけます。
これらの製品は、初回使用前に洗浄する必要
もなく、1 回使い切り、またはその日のみの使用を意図して作られています。
Melela の Ready-to-Use
（ 開 封 後 すぐ に 使 用 可
能）製 品 は 衛 生 的 にも安
全で、使 用 前 に 洗 浄 する
必要がありません。

BPA
Bisphenol-A

free

Medela の sterile（滅菌済
み ）製 品 は 、医 療 器 具 の
EN/ISO**基準に準拠して、
滅菌処理されています。

Medela 母乳ボトル、搾乳口、その他 Medela 社が提供するすべての母乳育児関連
製品は、BPA 不使用の食品グレード材質を使用しています。
ポンプセット
搾乳の際は、母親が適したサイズの搾乳口を使用することが重要です。不適切なサ
イズのものを使用すると、不快感や摩擦をもたらしてしまうだけでなく、乳汁分泌
が制限されることも考えられます60。搾乳器の使用して児に母乳を与えている母親
にとって、
これらは特に考慮すべき問題となります。医療者が搾乳時の様子を観察
することで、母親に適したサイズの搾乳口を特定する助けになるでしょう。最適な
サイズは毎回異なることがありますが、常に母親に無理のないように搾乳が行わ
れるようにしてください。

* D
 eutsches Beratungszentrum für Hygiene（ドイツ衛生諮問センター）. Conclusion of the Risk
Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014).
** ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 11135-1
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√

X

X

適切なサイズの搾乳口を決定するポイント：
l 乳頭がトンネル内でスムーズに動く。
l	
乳輪がトンネルの中に引き込まれてしまうことがほぼない。またはまったくない。
l	
搾乳器の吸引サイクルに合わせた、緩やかでリズミカルな動きが確認でき る。
l 乳房全体が空になっていく感じがする。
l 母親の乳頭に痛みが感じられない。
Medela の搾乳口は、S (21mm)、M (24mm)、L (27mm)、XL (30mm) または XXL
(36mm) の 5 つのサイズから、お選びいただけます。ポンプセットに備わった母
乳の逆流防止機能により、Symphony は衛生的なマルチユーザー用搾乳器と
なっています。この逆流防止機能が、搾乳された母乳のポンプへの流入を防止し
てくれるのです。使用後にチューブや保護キャップを含む、ポンプセット一式を
Symphony から外していただければ、使用後にそのまま次の母親が別のポンプ
セットをつけて利用することができます。
初乳容器とボトル
Medela の容器ラインナップなら、細かく正確な増加量の表示により、搾乳した母乳
の容量を正確かつ簡単にチェックし、記録することができます。35 mL から 250 mL
まで 様々な 容 量 の ボトルを取り揃えております。小 ボトル のラインナップ は、
NICU における大部分の搾乳、保存、授乳の条件をカバーしており、大ボトルは小
児病棟や中央集中型の母乳処理室や母乳バンクにおける、
より特殊なニーズをカ
バーします。
母乳は可能な限り適切なサイズのものに保存しなくてはいけません。
ここでいう適
切なサイズとは、母親が搾乳した量に応じたサイズ、または乳児が哺乳できる毎
日または毎回の量に応じたサイズ等になるでしょう。
どちらの場合でにおいても、
重要なのは容器間で母乳を移し替える回数を最小限にとどめることです。そうする
ことで衛生上のリスクは低下し、乳汁の損失も軽減、そして、時間や保存スペース、
用具の節約にもつながります。
Medela の使い捨て初乳容器は、医療者とお母さま方のことを考えて開発されてい
ます。丸みを帯びた底部分は、シリンジに吸引される初乳や母乳の損失を最小限
にまで軽減するようデザインされています。小サイズの 35ml 容器を使用すること
で、初期の母乳産生量に関して客観的に期待値を設定でき、搾乳時の母親のモチ
ベーションを維持することを意図しています。

ラべリング/トラッキング
搾乳した母乳の授乳におけるエラーを最小限にとどめるために、特定のプロト
コルを確立しておくことは非常に重要です。NICU において、母親が搾乳した母乳
を違う乳児に与えてしまう、
ということも起こりかねません。さらに、母乳の管理エラ
ーにより、他の女性の母乳を与えられてしまった乳児の母親へ大きなストレスを与
える可能性もあります61。
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母乳を管理する
母親からの母乳提供をモニタリングし、搾母乳をトラックングすることは重要な作
業です。
これは、毎回の授乳で、すべての乳児が必要な量の母乳を摂取でき、搾乳
された時期、栄養素に鑑み、正しい母乳が与えられるようにすることを目標として
います。
Pumping Log

乳汁分泌のバイタルサインをチェック：さく乳記録手帳
さく乳記録手帳は、搾乳器を利用されるお母さまのための手帳です。適切な搾乳
目標の設定をサポートし、母乳のメリットや母乳育児のヒント等を紹介しています。
そして、搾乳記録をつけておくことで、医療者も状況をトラッキングしやすくなり、
母乳関連の問題が深刻化する前に対応することができるようになるでしょう。

Date:
Days in hospital:

Expressed Amount (ounces or millilitres)
Start Time
1
2
3

End Time

Left Breast

Right Breast

Total Pumping
Time

Pump Type
● Symphony
Pumping Notes

● Other:
Breastshield Size
21
24
27
30

36

●

●

●

●

●

Kangaroo Care
● Yes
● No

4
5
6
7
8

Term of the Day

9

Colostrum – Colostrum is the
first milk that comes out of a
mother’s breasts up to 5 days
after delivery. Colostrum has
a thick, yellowish appearance,
and is rich in proteins and
antibodies.

10
Total

Journal:

Tip of the Day
In the first few days after birth,
most mothers express very
small amounts of milk, from a
few drops to a few millilitres at
each pumping.

1 oz = 30 ml
MEDELA
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母乳のトラッキング：ラベリング
搾乳後、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
乳保存が不可欠となります。そのためには、母乳の取り違えを最低限にとどめる正
確なラべリングも重要です59, 61, 62。
Medela のラベルがトレーサビリティを保証します。Medela のラベルには以下のデ
ータを書き込んでください：
l
l
l
l

乳児の名前
搾乳日
搾乳時間
搾乳した母乳量

この情報によって、母乳は確実に母親から乳児に正しい順番で届けられることにな
ります。さらに容器が垂直に置かれていない状態で母乳を冷凍した場合、容器内の
母乳量の測定が難しくなることがあります。ラベルを用いて母乳の量を記録するこ
とによって、規定の母乳量の準備と供給が容易になります61。
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低温環境の維持

乳児がまだ NICU にいる場合、母親が自宅で搾乳する母乳の質を維持するために
踏むべき重要なステップがあります：
l 搾乳後すぐに母乳を冷やすこと。
l	
低温環境を必ず維持すること。
l	
母乳を冷凍すべきか、それとも単に冷やしておくだけでいいのか、その基準は家
と病院との距離や NICU に既に保存されている母乳量、そして病院規範に基づ
きます。
クーラーバッグ
家から NICU への母乳の移送は、低温環境を完全に維持する際の最大の課題か
もしれません。母乳ボトルは温度が確実に維持できる状態で運ばなければなりま
せん。
この目的を達成すべく、Medela はクーラーバッグを開発しました。特殊な断
熱素材を用いたバッグに凍らせた保冷剤を入れることで、低温環境を保ち、母乳
の冷蔵、冷凍状態を維持します。
くぼみのある形状の保冷剤が部分的に Medela ボ
トルを包むことで、ボトルを固定すると同時に、その冷却機能を最大限に発揮する
のです。

保存
栄養素や成長因子、およびその他多数の免疫成分の損失 1を最低限にとどめるた
めには、冷蔵および冷凍ガイドラインの確立が必須となります。以下の推奨は研究
に基づいており、NICU における母乳供給経路をカバーしています59：

NICU における母乳保存ガイドライン
強化母乳または低温殺菌済みの
母乳

搾乳直後

室温
4 時間以内に
使用してください

室温で放置しない
でください

冷蔵
4 日以内に
使用してください

即冷蔵
24 時間以内に
使用してください

冷凍
推奨:
3 カ月以内に
使用してください
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室温に解凍
4 時間以内に
使用してください
冷蔵（温度）に解凍
24 時間以内に
使用してください

冷凍しないでください

冷凍は NICU において必須ですが、母乳成分の完全性に変化を及ぼします。そう
いった変化の多くは現段階では無害なものと考えられていますが、新鮮な状態の
母乳に存在していたある程度の価値は失われることになります。例えば、正期産児
は毎日、母親からの母乳に含まれる数百万もの生きた細胞を摂取しています 63。
しかし、そういった細胞は冷凍のプロセスに耐えることができません64。
冷蔵庫および冷凍庫内に専用のスペースを設け、個々にラベル付けされたトレイ
に整頓しておくことで、わかりやすくなり、母乳の取り違えや混乱を防ぐことがで
きます。母乳の保存と解凍に関するガイドラインは、環境（自宅、産科病棟または
NICU）や乳児の状態（NICU、高リスク、健康な正期産児、もしくはもう少し大きな
乳児）によって異なるでしょう。すべての状態において、
とりわけ NICU の場合は、
保存時間を出来る限り短縮しなければなりません59。
母乳は活きた動的な流体であり、その取り扱いや保存プロセスに影響する独特な
特徴を有しています。そのひとつが、搾乳直後に見られる現象で、乳脂肪成分の上
昇が挙げられます。多くの場合、母乳の収集容器の表面に膜として浮かび上がり
ます。脂肪など必須の乳成分がよく混ざっていない場合、容器間の隔離や移動に
よって容器ごとの栄養成分に差がでることがあります59。授乳時および容器間の移
し替えの際に栄養価の一貫性を最大限に維持するには、次のステップを考慮しま
しょう：
l	
各取り扱いステップに移る前に、成分が再度全体に行き渡るよう、母乳をゆっくり
かき混ぜること59。
l	
母 乳において脂肪は最も変化しやすい成分であることから、一日の母乳供給の
ため、何回か搾乳したものを蓄積しておくことで栄養価の一貫性は改善されるこ
とがある65。
l	
母乳の質と量をともに維持するためには、容器間の移し替えは最低限におさえる
こと。

母乳を移し替えるたびに母乳の損失につながることになり、
とりわけ、初乳のよう
な容量の少ない母乳を扱う場合は、その影響も大きくなります。生後数日に渡って
授乳されていない乳児の場合、初乳の貴重な成分を保持すべく、取り扱いと使用に
は細心の注意を払わなければなりません66。初期のころ、乳児に母乳を触れさせる
には、搾乳したばかりの初乳を綿棒で口腔内塗布するとよいでしょう67, 68。

MEDELA

13

残りの初乳は冷凍しておいてください。その際、搾乳の順にラベル付けすることを
忘れないようにしましょう。一般的に、乳児に与える母乳の順番は次の通りです:
l 生後できるだけ早く初乳を与える66。
l 冷凍のものよりは搾乳したての母乳を優先して使用する69。
l	
初週に搾乳した冷凍母乳は、それ以降に搾乳したものより優先する70。
新鮮な母乳は雑菌感染を可能な限り制限し、母乳に含まれる生理活性的な生細胞
成分が有する最適な機能を提供することができます。
しかし、
これは取り扱いや保
管状況によります。
冷凍前に容器内の母乳量を記録することで、後々の母乳管理ステップに役立つ
でしょう61。例えば、
どの母乳を乳児に提供するかをチェックしたり、栄養強化剤の
必要量を計算したり、容器内に強化剤分のスペースが残っていることを確認すると
いったステップです。
これらの簡単なステップを踏むことによって、容器間の母乳移
動回数を最小限にとどめ、必要な用量とスペースを確保することができるようにな
ります:
l 冷凍前に容器ラベルに母乳量を記録する59。
l	
冷 凍中の母乳膨張に備えて59、また栄養強化剤（特に液状のもの）の追加用に、
容器内に十分なスペースを残しておく。
l	
栄 養強化剤を追加する場合は製造元のガイドラインに従うこと。授乳に際して、
特定の温度や時間の元で強化剤を使用することが提示されていることがある。

加温
母乳の温度は、中に含まれる繊細な成分のみならず、未熟な乳児の脆弱性にも大
きく影響します 71, 72。保存された母乳に含まれる大切な生体細胞、生理活性成分、
そして必須成分をそのまま保持するカギは、ゆっくりと加温することにあります 59。
こうすることで、新鮮な母乳に限りなく近い状態を保つことができるのです。
早産児は生まれながら体脂肪が非常に少なく、皮膚も薄く、温度受容器と汗腺が
未発達の状態であるため、体温調節機能が不十分となってしまいます73。母乳が温
かすぎたり、冷たすぎたりしたときに感知することができず、温度変化に対して適
切に反応することもできないのです。母乳の温度は乳児の体温に影響することが
あると理論化されています74。乳児の体温は室温の点滴が導入されると低下するこ
とが実験から示されています。そのため、血液や生理食塩水などの静脈内輸液は
導入前に体温に近い温度まで加温することが推奨されているのです73, 75。NICU の
多くでは、加温は母乳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59, 71, 72。
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母乳を緩やかに解凍・加温: Calesca（カレスカ）
Calesca は、NICU の乳児一人ひとりのケアのために開発されました。安全かつ効
率的に母乳を加温 および 解凍します。Calesca は母乳を高温にさらすことのない
よう、体温に近づけるよう加温することで、成分の完全性を維持する目的で開発さ
れました。衛生面を考慮して、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。
シングルベッドサイドユニットとして開発されており、使用に際しては、NICU の各
ベッドサイドに備え付けられているIVポール下、作業台に設置可能です。これに
よって、母乳の取り違えのリスクを最小限にとどめます。取り扱いも簡単なので、
お父さま、お母さまもご使用になれます。家庭における包括的なケアをサポート
し、制約なく授乳の準備ができるようになります。
Calesca は 3 つの温度（室温、冷蔵、冷凍）から加温を 開始することができます。容
器内の母乳量の正確な把握は事前のラべリングに左右されます。量は母乳が新鮮
なうちに記録しておかなければなりません。冷凍中の母乳膨張によって、容器内の
正確な量を計測することが難しくなってしまう可能性があるからです。
母乳供給経路プロセスの柔軟性を維持するため、Calesca は母乳の加温サイクル
の完了後、最長で 30 分保温します。
こうすることによって、母乳の質を下げることな
く、看護者はより自由かつ柔軟に哺乳することができるようになります。
l	
プロセスの標準化：母乳量と最初の状態（冷凍、冷蔵または室温）を考慮すること
によって、解凍・加温プロセスの標準化につながります。
l	
緩やかに加温：それぞれの母乳を、授乳に理想的な温度に加温します。
l	
すばやく解凍:母乳を効率的に解凍し、使用時まで冷蔵庫で保管することができ
ます。
l	
衛生的：温風で加温するため、水使用による細菌繁殖のリスクを排除します。
l	
個別対応：ディスポシートの使用により、二次感染のリスクを低減。装置の清掃も
簡単です。
l	
C alesca はシングルベッドサイドユニットとして開発されました。すべての乳児
の母乳をトラッキングし、取り違えのリスクも最小限にとどめます。
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授乳
乳児が乳房から哺乳できない場合、最も重要な目標は母乳の変化を最低限に抑
えた状態で、母乳を乳児に提供することになります。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な直接授乳ができるようにすることが重要で
す11, 28。母乳育児におけるこの最終目標を念頭に置き、適切な経口哺乳法を重視し
ていかなくてはならないのです。NICU は母乳育児の利点を乳児と母親の両方に
享受してもらうため、乳児の哺乳能力の発達の重要性を意識しています。

Medela の NICU 経口哺乳ポートフォリオ（製品群）
Medela は、早産児や入院児が抱える多種多様な課題や成長段階に応じた、オーダ
ーメイドの包括的な哺乳ポートフォリオを用いて NICU をサポートしています。
l	
NICU 乳児のため、
「製品」、
「エデュケーション」、
「情報提供」から構成される包括
的ポートフォリオを開発。
l	
乳児の哺乳発達を支援。
l	
母乳育児達成を目標とする。
l	
乳児が吸引圧により乳汁を飲みとれるよう促進。
l	
口 唇口蓋裂など、特別なサポートを必要とする乳児に対するソリューションを
含む。

NICU における哺乳発達ソリューションに関する詳細情報は、Medela の営
業担当者までお問い合わせください。関連トピックや各製品に基づくリサー
チレビュー、パンフレットをご用意しています。
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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重要です。
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ガイドラインを開発。
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、チャンネル、およびイベントを通してこの知識を普
及させています。
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リサーチレビュー: NICU における母乳管理
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することで、NICU における包括的な標準
化された管理プロセスの発展をサポートしています。

Research review
Human milk and breastfeeding logistics

The logistics of providing human milk in the NICU
can be complex. This review describes the current
evidence for optimising the logistical pathway in the
NICU, aiming to maximise quantity and quality of
human milk available to the preterm infant.

2-Phase and Double Pumping:
Increase and maintain milk supply
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➊ Alveoli
This is where breastmilk is made and stored. Alveoli are
clusters of small grape-like sacs in your breast. They
are surrounded by tiny muscles that squeeze them to
push milk out into the ductules. Alveoli develop during
your pregnancy.

Your breasts can also be called mammary
glands and they produce breastmilk. Within
each mammary gland, different parts play a
role in making and transporting breastmilk.

➋ Ductules
These are small canals that carry milk from the alveoli
to the main milk ducts.

➌ Main milk ducts
This intricate network of canals carries milk from the
alveoli and ductules straight to your baby. You have
an average of 9 of these main milk ducts in your nipple.

Breastmilk is
a living fluid
Breastmilk is a living substance that changes
to meet the growing needs and development
of the child.

The power of
colostrum

Wow! The cells can
change!

The precious colostrum and the milk you
make in the first weeks are different from
mature milk. Colostrum may not seem like
a lot of volume, but it is jam-packed with
ingredients, containing double the amount of
protein than your later milk. These proteins
protect your baby against diseases from the
very beginning.

Breastmilk contains live cells, like stem cells.
These stem cells can be directed to become
other body cell types such as bone, fat, liver
and brain cells and may act as a type of
“internal repair system”. Isn’t that amazing?

Your breastmilk is
what you eat
Breastmilk has a flavour profile: The foods
you eat during pregnancy and breastfeeding
flavour the amniotic fluid and milk and may
‘program’ later food preferences of your
baby.

Breastmilk is the
most natural defence
When a baby is born, breastmilk is the baby’s
first immunisation to help fight disease and
illness. Breastmilk is a living substance that
changes to meet the growing needs and
development of the child.

Pregnancy

Breastfeeding

After weaning

Thousands of
ingredients

Just the fat
a baby needs

There is no substitute for breastmilk. There are
thousands of different ingredients in breastmilk
such as proteins, fats, lactose, vitamins, iron,
minerals, water and enzymes. The vast majority of these ingredients cannot be replicated
artificially.

Human milk is specifically designed for human
babies. Your milk contains around 4% fat,
while milk of seals and whales contains up to
50% fat! The fats in your milk are important
for growth and development, and are even
antibacterial.

Over 130 prebiotics

Over 415 proteins

Breastmilk contains prebiotics, more than
130 complex sugars (oligosaccharides) that
help protect the gut from different types of microbes. No other species has so many special
sugars except perhaps the elephant!

Many of the proteins in breastmilk are active
with functional roles! Some of these proteins
can help to kill bacteria and others can identify
pathogens. These immune proteins are guards
that protect against microbes.

Breastmilk supports
brain development

Breastmilk:
the gold standard

Brain at birth
0.38 kg

Brain at 6 months
0.64 kg

Brain at 1 year
0.97 kg

Adult brain
1.25 kg

Breastmilk is the ultimate all-in-one meal for your baby. Amazingly,
your body produces the right nutrients in the right amount and the
right volume of milk to match your baby’s needs at all times.
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The brain is the fattest organ in the body!
Brain mass almost doubles in the first
6 months and at 2 years of age it reaches
more than 80 % of adult size. Breastmilk
contains essential components for optimal
development of the brain.

time

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 makes breastmilk so unique?
Surprise! The breast
is an organ, too!
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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。

An ato my

tati ng
of the Lac

Bre ast

New research
changes
beliefs of
century-o
breast anatomy!
ld
In here find
a comprehe
tation for
nsive anatomy
self
findings makeeducation – even before presentheir way
these
Selected
in to the textbooks
images to
create your
.
materials
own
can
Ligaments
site www.medbe downloaded from training
1. Cooper’s
our webela.com.
2. Retromam

mary Fat
Minimum
requiremen
ts:
Windows
98/2000/XP
or OS X (from
Tissue

3. Glandular

4. Intraglandu

10.2.8)

lar Fat

5. Subcutane

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。
これには乳児の吸啜お
よび乳房の解剖学などのトピックスが含まれます。

Neueste
Forschun
g revolutio
Jahrhunderte
altes Wissen niert
Brustana
über die
tomie
Auf dieser
CD-ROM
finden Sie
ständliche
eine verPräsentat
ion über die
anatomie
zum
Brustdiese EntdeckuSelbststudium – noch
bevor
ngen Ihren
cher finden!
Weg in die
Ausgewäh
Fachbüzur Gestaltun
lte Bild
g Ihres eigenen dateien
materials
Schulung
können auf
unserer Website swww.med
ela.de herunter
geladen werden.

Minimale
Anforderun
gen:
Windows
98/2000/XP
/Vista oder

ous Fat

OS X (von

Anatomy
Anatomie

10.2.8)

Duct
6. Main Milk

Anatomie

7. Milk Duct

Le nuove
ricerche
sull’anato
mammell
a hanno cambiato mia della
che duravano
da oltre 100 le convinzioni
anni!
Ducts
Qui troverete
Main Milk
una esauriente
autodidat
presentaz
tica – ancora
ione
scoperte
siano riportateprima che queste
Le immagini
nei vari libri
selezionat
e e i materiali di testo.
proprio percorso
del
formativo
scaricate
possono essere
dal nostro
sito web www.med
ela.it.
Requisiti

minimi:
Windows
98/2000/XP

/2014-07/C

but can
for each breast
is similar
anatomy
l The ductal
women
not
between
vary greatly
is the transport,
the ducts
in the lactating
function of
to fat tissue
l The main
of glandular
ducts are
milk
l The ratio
storage, of
and the milk
2:1
complex
pattern
in a 30 mm
breast is
network is
or symmetrical
tissue is located
l The ductal
in a radial
the glandular
arranged
l 65% of
of the nipple
greatly between
not always
the base
can differ
radius from
duct diameter
three areas:
l Resting
is found in
1 – 4.4 mm)
l Fatty tissue
women (range
www.me
at milk ejection
ry
diameter
dela.com
– Retromamma
expand in
l The ducts
– Intraglandular
58%)
s
(average
the glandular
– Subcutaneou
mixed with
fat is ©Medela
AG 2011,
Baar/Swit
l The intraglandular
to separate
is difficult
zerland
of the nipple
tissue and
All
at the base
rights
minimal
reserved.
s fat is
See CD
l Subcutaneou

/Vista o OS

(2005).

te la Lattaz

ione

X (da 10.2.8)

are:
of the nipple
at the base
milk ducts
l The main
2 mm in diameter
– Approximately
– Superficial
nipple
close to the
sinuses
– Branching
lactiferous
described
l The conventionallydo not exist
4 – 18
nipple
nipple is
behind the
exiting the
of milk ducts
l The range

International
Medela AG
Medela AG

4b
Lättichstrasse
Switzerland
6341 Baar,
www.medela.com

525-534
Anat 206,
imaging. J

ella duran

Sales

Baar, Switzerland
4b, 6341
769 51 00
+41 (0)41
Lättichstrasse
51 51, Fax
(0)41 769
Phone +41
www.medela.com
ism@medela.ch,

© Medela

AG/190.3225/MAGEN

for Terms
of Use.

& Hartmann,P.E.
Hartmann,R.A.,
with ultrasound
Kent,J.C.,
redefined
Ramsay,D.T.,
human breast
of the lactating
Anatomy

of the Lacta
ting Breas
t
der laktier
enden Brust
de la gland
e mammaire

della Mamm

011-07/A

Configuratio
n minimale
requise:
Windows
98/2000/XP
/Vista ou
(versions
OS X
10.2.8 et
suivantes)

Anatomia

200.4146/2

Glandular

Tissue
and Fatty

Les dernières
recherch
des siècles
es
de connaiss ont changé
l‘anatomie
de la glande ances sur
mammair
e!
Ce CD de
formation
contient
tion explicative
de la nouvelle une présentala glande
anatomie
mammair
de
e – Bien avant
découvertes
que
ne fassent
les manuels.
leur chemin ces
Si vous souhaitez
Ductal Networkdans
personne
utiliser
llement les
images vous
télécharge
r sur notre
pouvez les
site www.med
ela.fr.

オンライン
詳しい最新情報については http://www.medela.com/nicu をご覧ください:

イベント
Medela は、母乳に関係するさまざまなトピックに関連して、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
の皆様に当社の知識を直接お伝えしています。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新の研究結果につい
て発表します。

上記の製品についての詳細情報について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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