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産褥 3日目の母乳栄養状況と母乳中分泌型 IgA濃度の関連

抄　録

本研究は，産褥早期における母乳哺育支援のために，産褥 3 日目における母乳栄養の状況と母乳中の分泌型
IgA（sIgA）濃度との関連を明らかにすることを目的とした。正常な妊娠経過をたどり正期産で経膣分娩に至っ
た 61 名を対象とした。また，心身の状態を知る目的から母乳採取と同時に POMSの測定を行った。その結果，
次のことが明らかになった。
①新生児の哺乳量のうち母乳の占める割合（母乳割合）と母乳中 sIgA濃度間に負の相関を認めた。
②母乳割合は経産婦と比較し初産婦の方が有意に低かった。
③ POMSの得点によって母乳中 sIgA濃度に差はなかった。
初産婦経産婦を問わず母乳の哺乳量が少なくても，新生児に免疫上の益を効果的に与えていると推測される。

したがって，少ないからとあきらめないで母親を励まし支えるという母親へのサポートのための根拠が得られ
たと考える。
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1 緒言

母乳中には多量の分泌型 I g A（ S e c r e t o r y

Immunoglobulin A：以下「sIgA」）が含まれ，新生児
の健康に大きな役割を果たしている。この sIgAは特
に初乳中に多く含まれていることが知られている。母
乳中に含まれる sIgA濃度には幅があり，食事や栄養
状態，経済状態，心理的な状態等の要因が検討されて
いる 1），2）。エチオピア，スウェーデンおよびグアテ
マラの授乳婦から得た母乳の比較では，地方より都市
部が，低所得より高所得が IgA濃度が高い傾向が報
告されている 2）。他にも，分娩時の心身のストレス状
態 3）や不安状態との関連 4）が示されている。
また，一般的に分娩 3～ 4日後から乳房の緊満が起

こり，徐々に分泌量は増加してくるが，母乳中の
sIgA濃度は産褥日数を重ねるごとに減少し，特に 4
日目以降にそれが顕著であること 5）6）が知られてお
り，母乳分泌量との関連が示唆 7）されている。一方
で，母親の心理的ストレス 8）や体格 9）などの身体的
心理的因子が母乳分泌に影響を与えることも報告され
ている。また，分娩のストレス状態が母乳分泌開始時
期を遅らせるとの報告 10）もある。母乳分泌は産褥日
数にしたがって生理的な変化が見られるが，母乳分泌
量は個人差が大きいと考えられる。
一方，特に産褥早期はマタニティブルーに代表され

るように心理的にも不安定な時期である。退院後の来
院理由として母乳分泌に関する事項は最も多い理由の
一つになっている 11）ことから，産褥期の母親にとっ
て，母乳の分泌は重大な関心事であると考えられる。
入院中である産褥早期の母親にとっても同様であると
類推できる。これらのことから，母親の乳房ケアのニ
ーズは高いと推測される。子育てのスタートとも言え
る母乳哺育のケアは，楽しい子育てを支援する母子支
援の一環としても重要 12）である。

2 研究目的

母乳の分泌量とそれに含まれる sIgA濃度に関して，
前述のように各々の要因については検討がされている
が，両者の相関を調べた報告は極めて少ない。本研究
では，新生児の健康にとって重要な sIgAと産褥早期
における母乳栄養の状況との関連について心身の状態
も含め検討することを目的とし，母乳哺育の支援のあ
り方を考察した。

3 研究方法

3.1 対象および調査期間

妊娠期において合併症等の異常がなく，正期産で経
膣分娩に至った 61 名を対象とした。データ収集期間

は 2003 年 4 月から 2005 年 12 月で，広島県内の A産
婦人科医院でデータ収集を行った。なお，当該医院で
は母児同室制を基本としている。分娩後可能な限り早
期（分娩後 30 分以内）に初回授乳を行い，その後自
律授乳の方法をとっている。また，新生児の体重変化
や一般状態，母乳分泌等の状態から搾母乳または人工
乳や糖水の補充を行っている。

3.2 母乳採取および心理尺度調査

母乳中の sIgAは特に初乳中に多量に含まれている。
また，産褥の極めて早期には乳房緊満もなく母乳分泌
は多くない。そこで，産褥 3 日目の母乳を 10ml用手
搾乳し，撹拌した後 1ml採取した。搾乳は 10 時～ 14
時の間に実施した。母乳採取と同時期（母乳採取直後）
に POMS短縮版への記載を求め，データを得た。

Profile of Moods States（POMS）短縮版は「緊張－
不安（Tension-Anxiety）」「抑うつ－落込み（Depression-

Dejection）」「怒り－敵意（Anger-Hostility）」「活気
（Vigor）」「疲労（Fatigue）」「混乱（Confusion）」の気
分を測定する尺度である。従来の 65 項目から 30 項目
に削減されたもので，対象者の負担を軽減できること
も利点である。産褥期では，乳房の緊満や後陣痛など
が起こり疲労を感じる 13）。また，授乳や育児に不安
を持ち，鬱傾向が起こりやすい。不安尺度である
State-Trait Anxiety Inventory（STAI）14）やエジンバラ
産後鬱病調査票（Edinburgh postnatal depression

scale： EPDS）15）など，周産期を対象とした研究が
なされている。しかし，不安や抑うつなどの精神的因
子だけでなく，周産期は「痛み」などの身体的な要因
が加わり，「疲労感」を生じやすい。したがって，複
数の気分を分析する必要がある。これまで，妊婦およ
び褥婦の精神身体症状を評価する方法として種々の心
理尺度が用いられている 16）。なかでも POMSはマタ
ニティブルーを評価する尺度に十分なりうる 16）こと
や，妊娠期の心理や気分の変化を見ることに有用であ
るとの報告もある 17）。周産期の心身の特徴を踏まえ
た複数の精神的因子を測定する目的から，POMS短縮
版を用いた。
また，母乳分泌量を推定する目安として，3日目当

日の新生児の哺乳量のうち母乳の占める割合を調査し
た。前述したとおり，研究協力施設では母時同室制を
とり，自律授乳を行っている。特に，一般的に分泌が
十分でない産褥早期では授乳ごとに必ずしも母乳計測
を行っていない場合もある。看護職者は，母乳計測値
のほかに授乳回数や新生児の排泄などの一般状態，乳
房の状態等から母乳哺乳量をアセスメントしている。
そこで，母子のケアを行った 2名以上の看護職者から
母乳の占める割合についてデータを得た。搾乳による
母乳哺乳量も含め，一日の哺乳量のうち，母乳（搾母
乳を含む）：人工乳（糖水を含む）として，割合につ
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いて専門職者である看護職者に記入を求めデータを得
た。

3.3 分析方法

母乳は採取後直ちに冷凍し，sIgA定量まで-85 ℃で
保存した。 s I g A の定量には，酵素免疫測定法
（Enzyme Immunoassay : EIA法）による測定キット
（EIA-slgAテスト： MBL製）を用いた。POMS短縮
版の分析は手引書 18）に従った。
統計学的処理には SPSS12.0 を使用し，2 群の比較

には t検定，相関関係については Spearmanの順位相
関係数，多変量解析には重回帰分析を用いて検討した。
また，有意水準は危険率 5％未満とした。

3.4 倫理的配慮

文書および口頭で研究の主旨や方法について妊娠期
に説明し，同意を得た。また，依頼書には研究の目的
や方法の他，研究協力の自由，匿名性の確保，不利益
の回避，拒否する権利を記載し，書面による同意を得
た。
母乳は母親や新生児にとって重要である。母乳採取

は少量であるが，特に分泌が不十分な褥婦の場合など，
母親や新生児にとって母乳は貴重である。また産褥期
のマタニティブルーなど心身の状態もダイナミックに
変化する。これらのことから，搾乳時再度同意の確認
を行うこと，対象の状態を十分に考慮することとした。
なお，事前に広島大学大学院保健学研究科看護開発科
学講座倫理委員会の審査を受けた（承認番号： 101）。

4 結果

4.1 対象者の背景および母乳中の sIgA濃度

対象者の背景を表 1に示した。対象者 61 名のうち，
初産婦は 35 名，経産婦は 26 名であった。平均年齢は
28.7 歳，平均分娩週数 39 週 3 日，分娩時の平均出血
量は 190.4gであった。分娩所要時間は平均 8 時間 28
分であった。なお，分娩所要時間は初産婦経産婦を合
わせた値であるためばらつきが生じた。新生児の出生
時体重は平均 3031.2gで，アプガースコア（1 分値）
はすべての新生児が 9点以上であった。
これらの，年齢や分娩所要時間，分娩時出血量，分

娩週数の分娩時の産科的因子によって，sIgA濃度に
統計学的な有意差は認めなかった（data not shown）。

4.2 母乳栄養状況と母乳中の sIgA濃度

生後 3日目の新生児の全哺乳量のうち，母乳の占め
る割合を図 1に示した。母乳の割合は搾母乳も含め算
出した。産褥 3日目の母乳の割合は，平均でほぼ 3割
程度であった。初経産別では，母乳の割合は経産婦が
42 ％，初産婦が 28 ％と，経産婦の方が母乳の占める
割合が大きかった（P＝.005）。
母乳中の s IgA 濃度と母乳の割合には負の相関

（r＝－.33，P＝.01）が認められ，母乳の割合が少な
いほど母乳中の sIgA濃度は高かった（図 2）。一方，
分娩既往別の比較では，初産婦では母乳中 sIgA濃度
は 15.4 ± 3.2 ㎎/ml（mean± SE），経産婦は 16.0 ±
3.6 ㎎/mlであり，初産婦と経産婦間で sIgA濃度に有
意な差はなかった。
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図 1 産褥 3日目における母乳栄養の状況
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図 2 産褥 3日目における母乳中の sIgA 濃度と
母乳栄養の状況



4.3 POMSによる心理状態と母乳中 IgA濃度

産褥 3 日目における POMS得点は，初産婦と経産
婦間で有意差はなかった（図 3）。初産婦経産婦とも
に同様のグラフ傾向を示したが，「緊張－不安」「活気」
においては初産婦の方が経産婦に比しわずかに高い傾
向であった。また，「活気」「疲労」以外の「緊張－不
安」「抑うつ」「怒り－敵意」「混乱」の項目では，経
産婦の方が標準偏差が大きく，「緊張－不安」が最も
個人差が大きかった。
また，POMSの各項目を説明変数とし，母乳中 IgA

濃度の重回帰分析を行った結果，POMSの得点と母乳
中の IgA濃度には関連は認められなかった。

5 考察

母乳中の sIgA濃度は個体間で著しく異なる 1）2）こ
とが知られており，本研究でも母乳中 sIgA濃度には
個人差があった。sIgAはタンパクの一種であり，初
乳中のタンパク量が高い理由のひとつは sIgAが多い
から 19）20）である。母乳の組成は食事の影響を受ける
が，母乳中タンパクの含有量については，その影響は
不明瞭である 21）。また，毎回の授乳前後の母乳では
その組成が変化するが 19），大きく変動するのは脂肪
濃度で，飲み始めと飲み終わりでは後者で脂質が増加
する 2）。タンパク濃度については授乳前後で変化する
という報告 2）があるが，他方で変化しない 21）との報
告もされており，見解は一致していない。Grossら 22）

は，4 時間おきに採取した母乳の sIgA濃度に有意な
差がないことを報告している。これらのことから，本
調査における母乳採取時刻による sIgA濃度の差はな
いと思われる。
また，sIgAは特に初乳に多く含まれていることか

ら，産褥日数によってもその値は異なる 5）6）。さらに，
早期産の母乳は正期産の母親に比べ，sIgA濃度が高
い 23）という報告は多い。本研究では，産褥日数や分
娩週数の条件を一定にしたことから，これらによる影

響はないものと考えられる。
産褥 3 日目の sIgA 濃度の平均値は初産婦 15.4 ㎎

/ml，経産婦は 16.0 ㎎/mlであった。母乳の定量分析
方法によっても sIgA濃度は異なることが指摘されて
いる 18）。本研究と同じキットを用いた先行研究では，
産褥 3日目の平均は 7.76 ㎎/ml 5）であった。また，同
定量法による産褥 4 ～ 7 日目の母乳を用いた研究で
は，レンジ 25 ～ 1205 ㎎/ml 7）と大きくばらつくこと
が示されている。同じ定量法においても，このような
著しい差があることや被験者数や対象者の属性の違い
もあることを考量すると，本研究で得られた sIgA 濃
度の値は，先行研究 5）と大きな乖離はないものと思
われる。
一方，母乳栄養の状況は初産婦経産婦間で差があり，

経産婦の方が母乳の占める割合が大きかった。一般的
に母乳分泌量の増加の程度は経産婦に比し初産婦では
遅い 24）ことが影響している可能性がある。また，産
褥 3～ 4日目の 1日平均母乳分泌量は経産婦の方が多
いことが報告されている 25）。母乳の分泌促進には心
身の安定が重要であるが，POMSでの「不安－緊張」
「疲労」においても初産経産婦間で差は認められなか
ったことから，本研究においては母乳分泌量に影響を
与えていなかったと考える。
このように分娩既往によって母乳の割合には差異が

あったが，母乳中の sIgA濃度は初産経産婦間で差が
確認されず，母乳割合と母乳中 sIgA濃度には負の相
関が見られた。産褥 4～ 7日目の母乳においても母乳
分泌量と sIgA間に負の相関が示されている 7）。産褥
早期の期間，母親の母乳分泌が少なくても新生児は効
率的に重要なグロブリンを享受していると考えられ
る。このことから，初産婦経産婦を問わず母乳の哺乳
量が少なくても，新生児に免疫上の益を効果的に与え
ていると推測される。したがって，少ないからとあき
らめないで母親を励まし支えるという母親へのサポー
トのための根拠が得られたと考える。
野口 26）は母乳哺育継続のためには母親の気持ちを
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支えることが必要であると述べ，母乳を与える母親に
希望や自信を持たせるケアの重要性を示唆している。
また，産褥 3日目ころからは乳房の緊満や乳汁うっ滞
も起きやすい 27）。このような時期の支援として母親
の気持ちを支持することは重要であると考える。母乳
の母乳分泌量だけでなく，新生児の健康において母乳
中に含まれる sIgAは重要な要素であることから，母
親を支持あるいは保障するためのケア方法の一つとし
て活用が期待できる。とりわけ，分泌量が少ない事例，
扁平乳頭など何らかの理由で新生児の哺乳する母乳量
が伸び悩む場合など，母乳の割合が少ない褥婦に対す
る看護の方法論に示唆を与えるものである。
一方，POMSは一般的に健康な被験者では上に尖っ

た氷山型（iceberg profile）となり，抑うつ患者などで
は逆に谷型のパターンを示す 18）。産褥 3 日目におい
てはほぼ平坦なパターンを示し，「活気」が「緊張－
不安」「混乱」等のネガティブ気分の得点を上回らな
かった。産褥 3日目に調査した先行研究 16）では，「怒
り－敵意」が低く同様のパターンを示しており，同様
の結果が得られたと考える。「疲労感」については初
産婦経産婦間で差はなかった。「抑うつ」状態に関し
ても，マタニティブルーの関連から高い値を予測した
が，他のネガティブ感情と同様の結果であった。また，
POMSによる心理状態とは母乳中 sIgA濃度は関連が
見られなかった。State-Trait Anxiety Inventory （STAI）
を用いて不安状態との関連を示唆している研究 4）が
あるが，本研究では心理状態との関連がなかった。
POMSに比較し STAIの不安についての検出力は高い
ことが報告 17）されており，スケールが異なっている
点もその要因と考えられるが，妊娠期から縦断的な調
査を行うなど検討を重ねる必要がある。

本研究の限界

本研究で用いた母乳栄養割合は，母乳分泌量に関係
なく人工乳や糖水の与える量によって変動する値であ
る。新生児の哺乳要求量も個人差があることが考えら
れ，これによっても値は変動する。まだ分泌が十分で
ない時期や自律授乳で夜間の授乳など，母乳量を計測
しない場合もあることから用いた相対的値は本研究の
限界である。今後，母乳分泌量との関連や縦断的な分
析を検討する必要がある。

6 結論

産褥 3 日目における母乳栄養の状況と母乳中 sIgA

濃度および POMSを用いて心理状態について分析し
た。新生児の哺乳量のうち母乳の占める割合と母乳中
の sIgA濃度は負の相関関係が認められた。POMSの
得点によって sIgA濃度に差はなかった。また，母乳

の占める割合は経産婦と比較し初産婦の方が有意に低
かった。産褥 3日目において，母乳摂取の割合が少な
い場合も新生児に効果的な免疫供給が行われているこ
とが推測された。乳房緊満が生じてくるこの時期の母
親をケアすることは母乳哺育の支援として重要である
と思われる。これらの結果は新生児の健康にとっても
意義深いことに加え，母乳分泌量が十分でない母親や
直接授乳が困難等で母乳の割合が少ない母親に対する
ケアを検討する材料になると考えられた。
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The relationship between the nutritional condition of

breast milk on the third puerperal day and the

concentration of secretory IgA contained therein

Abstract

The object of this study was to clarify the relationship between the concentration of secretory IgA (sIgA) in breast milk on

the third puerperal day and the nutritional benefit for breastfeeding in the early puerperal period. The test subjects were 61

women who had a vaginal delivery at full term after a normal pregnancy. 

Also, in order to understand the physical and mental state of the subjects, when the breast milk samples were taken, a

shortened version of the Profile of Mood States (POMS) was also administered. From the analysis, the following points

became evident.

1) There was a negative correlation between the amount of breast milk fed to the infants and the concentration of sIgA in

the breast milk.

2) The amount of breast milk for the primipara women was significantly lower than that of the multipara women.

3) There was no correlation between the concentrations of sIgA in the breast milk and the results of the POMS scores.

The results suggest that the mother's milk can effectively provide an immunological benefit to the newborn baby even

when there is a small amount of breast milk. Therefore, it would be advantageous to encourage and support mothers with

insufficient breast milk.

Key words : secretory IgA，breast milk，breast feeding，profile of mood states (POMS)


