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研究課題「愛知県下における精神疾患合併妊娠の管理体制の構築」 

松尾聖子 1 牛田貴文 1 小谷 友美 1、2 
1名古屋大学医学部附属病院 産科婦人科 
2名古屋大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 

 

■ はじめに 

精神疾患合併妊娠では、妊娠・出産・育児という身体的および精神的負荷による精神疾患

の増悪リスクと、精神疾患による周産期合併症の増加や新生児不適応症候群等の周産期予

後増悪リスクが存在することが指摘されているが、日本人における研究報告は少ない。妊産

婦死亡や児の虐待などに対する社会的関心も高まり、「地域における切れ目のない支援」体

制の構築が、医療施設と行政に求められている。国の指針としては、周産期母子医療センタ

ーで精神疾患合併妊娠の管理をすることが示されているが、愛知県においては、精神疾患合

併妊娠の入院受け入れ可能な施設は大学病院などに限られており、周産期母子医療センタ

ーの大半には精神科病棟を併設していないのが実態である。また、行政による支援が市町

村単位であり、各医療圏と必ずしも一致しておらず、切れ目のない支援の体制の実現が困難

となる要因のひとつになっている。令和元年度には、愛知県内での精神疾患合併妊産婦の

管理の実態を調査し、入院管理を要する症例が増加していること、受け入れ可能施設が少な

く苦慮していること、妊娠中の向精神薬への対応が一次施設と三次施設では異なっており、

患者の内服コンプライアンスへ影響を与えている可能性があることなど、いくつか問題点が明

らかとなった。それをふまえ、今回精神疾患合併妊婦における周産期管理の特性について明

らかにするために、愛知県下での精神疾患合併妊婦の周産期予後について検討を行った。 

 

■ 目的 

愛知県下の精神疾患合併妊婦の適切な周産期管理を目指すため、精神疾患合併妊婦の

周産期予後を明らかにすることを目的とした。 

 

■ 方法 

2017～2019年の 3年間を調査期間とし、愛知県下の総合および地域周産期母子医療セン

ターで妊娠・分娩管理を行った症例について、日本産科婦人科学会周産期登録に用いた情

報を収集した。多胎妊娠を除外し、精神疾患合併群と対照群で、周産期予後（分娩週数、分

娩方法、妊娠合併症、分娩時出血量、出生体重、アプガースコアなど）について、比較検討し

た。なお本研究は、名古屋大学医学部附属病院の生命倫理審査委員会の承認を得て実施し

た（承認番号： 2018-0251）。 

総合周産期母子医療センター6 施設、地域周産期母子医療センター7 施設よりデータを得

た（表 1）。 
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表 1 周産期登録データ回収状況 

  参加施設数 参加率 

総合周産期母子医療センター 6/7 85.7% 

地域周産期母子医療センター 7/13 53.8% 

 

■ 研究結果 

 13施設で分娩管理した症例は 27,050症例で、愛知県の 3年間の総出生数のうち 15.0％で

あった（図 1）。そのうち精神疾患合併妊娠は 733 例（2.7％）であり、向精神薬を内服している

症例は 105 例（精神疾患合併妊娠の 14.3％）であった（図 2）。 

 

図 1 愛知県 3 年間の総出生数に占める本研究の解析症例の割合 

 
図 2 精神疾患合併妊婦および向精神薬内服症例の割合 

  

 

今回の検討では全 27,050 症例のうち、多胎を除外した。精神疾患群: n=698、対照群: 

n=23,695 が解析対象となった。母体背景を表 2 に示す。精神疾患群では妊娠前の BMI が高

値（≥25 kg/m2）の症例や妊娠前に喫煙している症例が多かった。 

 

 

表 2  母体背景の比較 
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  精神疾患あり 精神疾患なし   

母体背景 n = 698 n = 23,695 p-value 

分娩時年齢 (歳) 32.6 ± 5.9 32.5 ± 5.5 0.71 

35 歳以上 271/698 (38.8%) 9,030/23,694 (38.1%) 0.70 

分娩週数 (週) 38.5 ± 2.2 38.2 ± 2.7 <0.01 

初産婦 360/695 (51.8%) 11,507/23,663 (48.6%) 0.10 

非妊時 BMI (kg/m
2
) 22.3 ± 4.8 21.5 ± 3.9 <0.01 

   ≥25 (kg/m
2
) 120/599 (20.0%) 2,883/20,957 (13.8%) <0.01 

非妊時体重 (kg) 55.6 ± 12.1 53.8 ± 10.4 <0.01 

分娩時体重 (kg) 65.3 ± 12.4 63.5 ± 10.7 <0.01 

精神疾患以外の既往 178/698 (25.5%) 5,780/23,695 (24.4%) 0.50 

不妊治療 

  

0.16 

   自然 576/687 (83.8%) 18,933/23,258 (81.4%) 

    一般不妊治療 34/687 (4.9%) 1,099/23,258 (4.7%) 

    体外受精 77/687 (11.2%) 3,226/23,258 (13.9%) 

 妊娠前喫煙 81/350 (23.1%) 1,535/13,680 (11.2%) <0.01 

Mean±SD もしくは n（％）、BMI： body mass index 

 

2 群における妊娠合併症の比較を表 3 に示す。精神疾患合併妊娠で妊娠糖尿病と重症妊娠

悪阻を有意に多く認めたが、28 週未満・34週未満の早産は少ない結果であった。 

 

表 3  妊娠合併症の比較 

  精神疾患あり 精神疾患なし   

妊娠合併症 n = 698 n = 23,695 p-value 

過期産 (41 週以降) 47/698 (6.7%) 1,600/23,687 (6.8%) 0.98 

早産 112/698 (16.0%) 4,100/23,687 (17.3%) 0.38 

 <28 週 3/698 (0.4%) 369/23,687 (1.6%) 0.02 

 <34 週 23/698 (3.3%) 1,390/23,687 (5.9%) <0.01 

糖尿病 11/698 (1.6%) 260/23,695 (1.1%) 0.23 

妊娠糖尿病 42/698 (6.0%) 1,054/23,695 (4.4%) 0.04 

前置胎盤 10/698 (1.4%) 590/23,695 (2.5%) 0.08 

常位胎盤早期剥離 9/698 (1.3%) 354/23,695 (1.5%) 0.66 

妊娠高血圧症候群 46/698 (6.6%) 1,730/23,693 (7.3%) 0.48 

重症妊娠悪阻 14/698 (2.0%) 262/23,695 (1.1%) 0.03 

羊水過少 7/698 (1.0%) 378/23,695 (1.6%) 0.22 

羊水過多 8/698 (1.1%) 140/23,695 (0.6%) 0.06 
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産科合併症 221/698 (31.7%) 8,133/23,695 (34.3%) 0.14 

 n（％）、産科合併症：37週未満早産、妊娠糖尿病、前置胎盤、低置胎盤、癒着胎盤、常位胎

盤早期剥離、妊娠脂肪肝、脳出血、HELLP 症候群、子癇、妊娠高血圧症候群、臨床的絨毛

羊膜炎、子宮内胎児発育不全のいずれかに当てはまる症例と定義した。 

 

続いて、2群における分娩時因子の比較を表 4に示す。分娩時合併症は対照群と比較して同

等であった。 

 

表 4 分娩時合併症の比較 

  精神疾患あり 精神疾患なし   

分娩時因子 n = 698 n = 23,695 p-value 

分娩方法 

  

0.24 

 自然経腟分娩 385/698 (55.2%) 12,640/23,689 (53.4%) 

  器械分娩 63/698 (9.0%) 1,860/23,689 (7.9%) 

  予定帝王切開 138/698 (19.8%) 5,380/23,689 (22.7%) 

  緊急帝王切開 112/698 (16.0%) 3,809/23,689 (16.1%) 

 陣痛促進 190/698 (27.2%) 6,162/23,688 (26.0%) 0.47 

3-4 度会陰裂傷 9/448 (2.0%) 424/14,500 (2.9%) 0.26 

出血量 (g) 642 ± 497 633 ± 517 0.65 

分娩時異常出血 87/667 (13.0%) 2,849/22,697 (12.6%) 0.71 

輸血 9/698 (1.3%) 613/23,695 (2.6%) 0.03 

分娩時合併症 104/698 (14.9%) 3,741/23,695 (15.8%) 0.53 

 n（％）、分娩時合併症：3-4 度会陰裂傷、頸管裂傷、胎盤用手剥離、分娩時異常出血（経腟

分娩または帝王切開における 90 パーセンタイル以上の出血と定義）、輸血、子宮摘出、子宮

破裂、羊水塞栓、DIC、深部静脈血栓症のいずれかに当てはまる症例と定義した。 

 

最後に、2群における新生児因子の比較を表 5に示す。新生児合併症は対照群と比較してほ

ぼ同等であった。 

 

表 5 新生児因子の比較 

  精神疾患あり 精神疾患なし   

新生児因子 n = 698 n = 23,695 p-value 

出生体重 (g) 2,901 ± 562 2,846 ± 592 0.02 

身長 (cm) 48.7 ± 3.3 48.5 ± 3.7 0.09 

頭囲 (cm) 33.2 ± 1.8 33.0 ± 2.1 <0.01 
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在胎不当過小児 62/685 (9.1%) 2,389/23,433 (10.2%) 0.33 

在胎不当過大児 80/693 (11.5%) 2,746/23,589 (11.6%) 0.94 

男児 357/698 (51.1%) 12,144/23,680 (51.3%) 0.94 

死産・新生児死亡 2/698 (0.3%) 178/23,695 (0.8%) 0.16 

アプガースコア 1 分値 7.8 ± 1.6 7.9 ± 1.5 0.33 

アプガースコア 5 分値 8.8 ± 1.2 8.9 ± 1.2 0.23 

臍帯動脈血 pH 7.30 ± 0.08 7.30 ± 0.07 0.07 

臍帯動脈血 pH<7.1 10/531 (1.9%) 264/18,719 (1.4%) 0.36 

新生児蘇生 

  

0.78 

 なし 526/698 (75.4%) 17,794/23,657 (75.2%) 

  マスク/酸素 130/698 (18.6%) 4,292/23,657 (18.1%) 

  挿管 42/698 (6.0%) 1,571/23,657 (6.6%) 

 形態異常 15/698 (2.1%) 579/23,695 (2.4%) 0.62 

新生児合併症 96/698 (13.8%) 3,311/23,695 (14.0%) 0.87 

Mean±SDもしくは n（％）、新生児合併症：アプガースコア 1分値 or 5分値が 7点未満、臍帯

動脈血 pH7.1未満、新生児蘇生(挿管)、児形態異常、死産・新生児死亡のいずれかに当ては

まる症例と定義した。 

 

■ 考察 

 今回の多施設による精神疾患合併妊娠の周産期予後の検討では、早産や Small for 

gestational age が多いという既報とは異なり[1-5]、妊娠合併症、分娩時合併症、新生児合併

症のいずれに関しても予後が比較的良好であることが判明した。しかしながら、今回の検討

により、精神疾患合併妊婦は妊娠糖尿病のリスクが高いことが明らかになった。精神疾患合

併妊婦は本 BMI ≥25(kg/m2)の妊婦や基礎疾患として糖尿病を合併する妊婦が多く、周産期

管理において妊娠糖尿病のスクリーニング・診断が重要であることが示唆された。過去の報

告でも妊娠糖尿病は精神疾患により増加するという報告もあるが[6, 7]、向精神薬の内服や

肥満による影響も否定できない[6]。そのため、向精神薬の内服の有無による妊娠糖尿病の

発症に違いがあるか、また周産期予後に違いがあるか今後検討する予定である。 

 

 既報では、無治療のうつ病患者における早産率の上昇や、精神疾患合併妊娠では 34 週・

37週未満の早産、低出生体重児のリスクが高いと報告されている [4, 5]。しかしながら、今回

の検討では妊娠糖尿病以外の合併症において対照群と比較して予後が同等もしくは比較的

良好であった要因として、対照群の患者背景による影響は否定できない。今回、総合周産期、

地域周産期母子医療センターで分娩した症例を解析に使用しているが、切迫早産や妊娠高

血圧症候群などの産科合併症発症リスクが高い症例や発症後に他院より紹介・母体搬送と

なった症例は除外できなかった。そのため本研究における対照群の合併症率が一般妊婦の
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それより高くなっている可能性が考えられる。今後の課題として一次施設で分娩したローリス

ク妊婦と今回の精神疾患合併妊婦との比較ができると、精神疾患合併妊娠の周産期予後に

ついてより詳細な検討ができる可能性がある。 

 

 本研究は、多施設での後方視的研究であり、愛知県における分娩数の約 15%を占めるほど

の症例数（2.7 万）での検討という強みがある。一方、日本産科婦人科学会周産期登録のデ

ータを使用したという特性から、精神疾患の内訳や重症度、内服薬の詳細については不明で

あり、さらなる検討が必要である。 

 

■ 結論 

 精神疾患合併妊娠は、妊娠糖尿病に留意する必要があるが、周産期予後はおおむね良好

である。しかしながら、一次施設の周産期データとの比較や、精神疾患合併妊婦の詳細な検

討が必要である。 
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B型肝炎キャリア母体児のB型肝
炎感染予防に関する検討 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 

 

小児科 真野尚道 



背景 

• 我が国におけるB型肝炎の感染率は約0.2％であり、出生時ない
し乳幼児期に感染すると9割以上の症例は持続感染に移行する。
そのうち9割は若年時に非活動性キャリアとなりますが、残り1
割は慢性肝炎の状態が続き、年率2％で肝硬変へと移行し、肝
細胞癌、肝不全の原因となる。そのため、出生時における母子
感染予防が重要となる。 

 

• 2013年にB型肝炎ウイルス母子感染予防は新方式に移行したが、
その接種状況についての調査はあまり行われていない。 





目的 

• B型肝炎キャリア母体から出生した児への感染防御状況を調査
し、実際の接種状況や感染率、接種過誤を調査し、ワクチン
フェイラー、ワクチンの遂行の実態を把握することで、母子感
染を最小化することに役立てることを目的とする。 



方法 

• 対象と方法：2014年12月〜2019年12月に出生したB型肝炎キャ
リア母体児を対象とする。  

                                                  

１）妊娠中のB型肝炎治療歴、母体のRT-PCRの値、出生した児に
対してHBIG、HBワクチンを投与した時期、ワクチン接種後のHBs
抗体価について、愛知県内の分娩施設、小児科に対してアンケー
ト調査を行う。                                                                                                                                                  

 

２）予防措置を行ってもHBs抗体10 mIU/mL未満の症例、児がB型
肝炎ウイルスに感染した症例、接種遅延や漏れがあった症例につ
いては、個別調査を行う。                                                                                                      

 



方法 

３）ワクチン終了後、HBs抗体が上昇しなかった症例については、
その後追加ワクチンを行ったか否か、追加ワクチンを行った場合は
その方法とその後の抗体価について調査を行う。                                                                                                                                                        

 

４）児がB肝炎ウイルスに感染した場合は、その要因について検討
する（子宮内での感染誘因：妊娠高血圧症候群、前期破水、母体の
HBVウイルス量、HBIG/HBワクチンの不適切な投与など） 

 



調査項目 

①背景情報：母体B型肝炎既往歴、分娩様式、母体合併症、診断名、治療歴 

②施設情報：出生数、施設の様式（産科クリニックか小児科併設病院か）B型肝炎キャリア母体からの出生数 

③母体B型肝炎ウイルスRT-PCR値  

④血液学的検査：HBs抗原・HBe抗原 

⑤B型肝炎ワクチン接種回数、B型肝炎ワクチン・グロブリン接種時間、B型肝炎ワクチン・γグロブリン接種漏れ

の有無と原因 

⑥母子感染成立数 

⑦児のフォローアップ期間とフォローアップ紹介先 

⑧アンケート調査票を愛知県内の分娩施設、小児科クリニックに送付して情報提供を受ける。接種漏れ、感染成

立、ワクチンフェイラーがあった施設には二次調査票を送付する 



アンケート回答率 

一次調査有効回答件数 

小児科標榜施設：410/1578件（26％） 

分娩施設：60/142件（42％） 

 

二次調査有効回答件数 

27/30件（90％） 



1次調査結果 



調査結果 

• 分娩施設でのB型肝炎キャリア率：353/162161例（0.217％） 

調査期間の県内出生数317605人（本調査は51％をカバー） 

• ワクチン投与例数：552（産科小児科併せて） 

• 接種遅延：16例 

• 接種漏れ：14例 

• 抗体上昇しなかった例（ワクチンフェイラー）：8例 

• 4回以上接種した例：25例 

• 母子感染例：3例 

 

 



調査結果 

施設毎によるフォロー方法 

• 初回の抗体検査まで56施設 

• 1歳まで3施設 

• 2歳まで2施設 

• 3歳まで14施設 

• 5歳まで2施設 

• 6歳まで1施設 

• 7歳まで1施設 

• 15歳まで1施設 

• 抗体価が低い時（10mIU/mL）のみフォロー4施設 



 



二次調査結果 



接種遅延・漏れ 

二次調査内全28例の原因内訳 

院内ルール更新の遅れ：9例 

患者が来院せず漏れ：14例（全例6か月の際のワクチン接種漏れ
） 

医療者側の過誤：3例（夜間の出生1例、予約忘れ2例で遅延） 

児の状態不良（けいれん）で接種不能で遅れ：1例 

患者が新型コロナの影響で海外から帰国遅れで遅延：1例 

フォローされている中で接種遅延によるワクチンフェイラー症例
はなし 



 



母子感染成立症例 

• 全3例 

①帝王切開 real time-PCR8.9 log IU/mL         

児の初回HBｓ抗体価0.4 

②帝王切開 real time-PCR9.0 log 以上IU/mL   

児の初回HBｓ抗体価0 

③経腟分娩 real-time-PCR不明                 

児の初回HBｓ抗体価0 

全例母体HBe抗原陽性 いずれの母体も妊娠中B型肝炎治療未  

 

 



ワクチンフェイラー症例 

1）母子感染以外でのプライマリーワクチンフェイラー症例（児
のHBs抗体<10mIU/mL）：5件 

2)セカンダリーワクチンフェイラー症例6例 

 

二次調査の中では4回以上の接種を要した13例のうち6例が一度上
昇した抗体価が下がっていたため追加接種されていた。 

6回以上接種した症例が3例あった。 

HBs抗体価10前半の2症例も追加接種されていた。 

ワクチンフェイラーを来す要因については記載がなかった。 



いただいたご意見（フォロー体制について） 

• いつまでフォローすべきか、抗体陰転化時の対応方法などの明
確な指針があるとよい。  

• 母子手帳に明記して、follow up必要児であるとわかりやすくし
て頂きたい。  

• 今回調べてみてフォローの中断率の高さに驚いております。転
居等かもしれませんが、行政とも協力してfollow upを徹底して
いくべきだと考えます。 

• 外国の方でHbcAb陽性の母親のあつかいはどうしたらいいです
か？ 

• ガイドラインに５年後10年後の予防やフォローについての決ま
りがあるとよいのでは？ 

 

 



いただいたご意見（費用負担について） 

• 2012年、2013年に外国籍のB型肝炎キャリア母体から出生した
児のワクチン接種等を出産した大学病院からの依頼で行ったが
当院は小児外来診察料の届出をしているため接種料や検査料も
算定できなかった。患者さんの希望で紹介される際は、事前に
相談してもらうようなシステムにして欲しかった 

• 抗体を3歳までﾌｫﾛｰしているが、保険の審査にひっかかり、ｺﾒﾝ
ﾄを求められます。抗体ﾌｫﾛｰと保険診療との関係を明確にして
頂きたいです 

• 2017年4月以前に出生した児と成人、特に小児にも、HBワクチ
ンを無料で接種できるようにすべきと考えます。 

 

 

 

 



いただいたご意見 
（母子感染予防への認識について） 
• 内科・小児科でHBVワクチンを接種することも多いと思われま
すので、母かB型肝炎キャリアである場合のF/Uの方法を一般内
科 小児科にも周知する必要があると思われます。 

• 母親が自身が母子感染したが何の変化もないので心配しないと
言われる。無症状の時はrisk治療への関心が全くないので困る
ことがある。 

• 母子感染予防でワクチン接種をした児の抗体の推移と追加接種
が必要かどうかわかっていれば一般小児科医に教えてほしい。
また追加接種などを公費負担するような動きがあるのか 

 

 



初回免疫後 
HBs抗原陰性かつ 

HBs抗体＜10 mIU/mL HBs抗原陽性 

初回免疫後 
HBs抗原陰性かつ 

HBｓ抗体≧10 mIU/mL 

1回のワクチン追加接種 
1～2ヶ月後の採血 

最低8週間隔を開けて 
2回のワクチン追加接種 

1～2ヶ月後の採血 

HBV感染 ノンレスポンダー 追加ワクチンや検査不要 

HBs抗原陽性 

 
HBs抗原陰性かつ 

HBs抗体≧10 mIU/mL 
 

HBs抗体＜10 mIU/mL 

HBs抗体＜10 mIU/mL 

米国CDCの提言 



結論 

• 愛知県内の母体B型肝炎感染罹患率は全国統計とほぼ一致してい
た。 

• 2回目と3回目の接種間隔が長く空いているため、接種漏れが出て
しまいフォローも中断してしまっている症例が多い。 

• フォローは3歳まであるいは3回目の接種後まで行っている施設が
多かった。 

• いつまでフォローすべきかや抗体減少時の国内の明確な基準がな
いため施設毎バラバラの対応になってしまっている問題や追加検
査等のフォローアップが保険外になってしまう制度上の問題があ
る。 
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令和2年度愛知県周産期医療協議会
調査研究事業

「ドナーミルクを安全に使用するための
体制構築に関する調査研究」

宮田昌史1,2)、田中太平1,3)、早川昌弘1,4)、山田恭聖1,5)

1)東海ネオフォーラム

2)藤田医科大学医学部小児科学

3)日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院小児科

4)名古屋大学医学部付属病院周産期母子医療センター

5)愛知医科大学病院周産期母子医療センター

2021年12月18日（土）
令和3年度特別講演会・調査研究報告会

本日の内容

「ドナーミルク」と「母乳バンク」

調査研究までの流れ

愛知県周産期医療協議会調査研究事業

「ドナーミルクを安全に使用するための

体制構築に関する調査研究」

令和2年度の経過報告

①愛知県でのドナーミルク使用状況

②愛知県のドナーミルク使用普及へ課題

なぜドナーミルクが必要か
壊死性腸炎（NEC: Necrotizing enterocolitis）を減らせる

 生後1週間以内に起こることが多い

 体重1500g未満の児、特に1000g未満の児で危険性が高い

日本での発症率 1500g未満 1.5%、1000g未満 3%

 腸の未熟性、血流障害、細菌感染など多彩な要因

 死亡率が高い（体重1500g未満で約30%、体重1000g未満で約60％）

 生存できても、手術による侵襲や低栄養の期間が長くなり発達に影響

Sato M., et al. Pediatr Surg Int. 2017
http://www.jsps.or.jp/archives/sick_type/eshisei-tyouen
http://plaza.umin.ac.jp/nrndata/reports/nrn1_2003_2017.pdf
http://plaza.umin.ac.jp/nrndata/reports/nrn3_2017.pdf

Quigley M., et al. Cochrane Database Syst Rev 2018

人工乳で1.87倍
リスクが増える

人工乳とドナーミルクでのＮＥＣ発症リスク

1 2
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なぜドナーミルクが必要か

完全母乳栄養が様々な早産児の合併症を減らす

 慢性肺疾患を減らす。

 未熟児網膜症を減らす。

 静脈栄養期間を減らす→感染症のリスクの低減。

 脳室周囲軟化症が減らす。

Patel AL., et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017
Zhou J., et al. Pediatrics 2015
Cortez J., et al. J Perinatol. 2018

もらい乳は？

 もらい乳：母乳バンクで処理されていない母親以外からの母乳

 殺菌処理が行われていない

 かつては日本の60％程度のNICUで行われていた

 サイトメガロウイルス感染症のリスク

 E. Coliによる院内感染の原因になった報告もある

Nakamura K., et al. J Hosp infect. 2016
Mizuno K., et al. Pediatr Int. 2015

最近はほとんど使われなくなった

母乳バンクの役割

 ドナーからの母乳の提供を受ける

 ドナーが母乳や血液からうつるウイルスや病原体を持っていな
いかの確認

 母乳を提供してもらうときの、健康状態（服薬や家族の状況も
含めて）の確認

 提供された母乳の低温殺菌処理と、細菌がいないことの確認

ドナー：母乳バンクに母乳を提供する女性
レシピエント：ドナーミルクを使用する児
ドナーミルク：母乳バンクから提供される母乳

レシピエントに感染などの

悪影響を与えない安全なドナーミルクを届ける

母乳バンク運用基準

食品に準じてHazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP)の概念を導入

CCP（Critical Control Point）

・ドナーの選定

・母乳殺菌処理ならびに保存、管理

・ドナーとレシピエントの情報管理

北米母乳バンク協会

「母乳バンク設立と運営のためのガイドライン 2013年」

欧州母乳バンク協会

「母乳バンク設立と運営のためのガイドライン」

英国国立医療技術評価機構の

「母乳バンクの運営ガイドライン」

を参考に作成、2021年1月に第2版発行。

5 6
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母乳バンクの歴史

1909年 オーストリア、ウィーンで開設

1910年 アメリカ、ボストン 乳母登録→1919年に母乳バンクに

1930年代 スイス、フィンランド、イギリス

1940年代 スウェーデン、フランス

1970-80年代 イタリア、ブルガリア、インド、ブラジル

2000年代 南アフリカ、ノルウエー、台湾、オーストラリア

2010年代 中国、フィリピン、シンガポール、ベトナム、タイ、イラン、

マレーシア、クエート、日本

Haiden N., et al. Ann Nutr Metab 2016

土江田奈留美 周産期医学 2015
櫻井基一郎 小児内科 2015

北米の母乳バンク
Human Milk Bank Association of North America(HMBANA)

https://www.hmbana.org/find-a-milk-bank/

2021/1/31

2021/12/3

ヨーロッパの母乳バンク
European Milk Bank Association(EMBA)

1年前から1つ増加

2021/1/31

https://europeanmilkbanking.com/map/

2021/12/3

世界の母乳バンク

2021/1/31 https://jhmba.or.jp/guide.php

2015年の状況 2017年の状況

9 10

11 12



4

日本の状況
2013年 昭和大学江東豊洲病院に開設
2017年 日本母乳バンク協会設立
2020年 日本2か所目の「日本橋母乳バンク」開設
2021年 昭和大学江東豊洲病院のバンクは閉鎖

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/33049.html

日本橋母乳バンク

2020年9月

クリーンベンチ

低温殺菌器

蓄電池

冷凍庫×2
殺菌前の母乳

冷凍庫
殺菌後の母乳冷蔵後

ドナー登録の流れ

日本母乳バンク協会ホームページから連絡

→

ドナー登録のための面談実施

感染症検査結果・チェックリスト・同意の確認

→

ドナー登録

https://jhmba.or.jp/

HIV1/2, HTLBV-1, HBV, 
HCV, 梅毒
全て陰性

 産後6か月未満
 お子さんを母乳だけで育てている

冷蔵庫で
解凍

殺菌前の細菌検査
＋

容器に分注

62.5度・30分で
低温殺菌

殺菌後の細菌検査

殺菌前の細菌検査
総細菌数

105CFU/ml未満
かつ

病原菌検出なし
＋

殺菌後の細菌検査
菌が培養されない

処理後は
3か月以内に使用

提供された母乳の処理

13 14
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 いくつかの抗感染因子、成長因子、栄
養素は減少

 酵素、細胞成分はほとんどなくなる
 飽和脂肪酸、脂肪球膜が影響を受け遊

離脂肪酸が増える
 免疫成分はある程度残る
 オリゴ糖は影響を受けない

低温殺菌処理による母乳の成分変化

低温殺菌により
母乳の効果がすべて失われるわけではない

櫻井基一郎ら 小児内科 2015

 識別番号と使用期限が記載されたラベルが貼
付されている

 ドナーミルクの提供は無償（患者負担なし）
 利用する施設は日本母乳バンク協会会員とな

る（年会費が必要）
 ドナー、レシピエントの情報は厳重に保護

ドナーミルクの提供

対象
 極低出生体重児（体重1500g未満の児）
 消化器疾患がある児
 食物アレルギー、人工乳での成長障害など

本日の内容

「ドナーミルク」と「母乳バンク」

調査研究までの流れ

愛知県周産期医療協議会調査研究事業

「ドナーミルクを安全に使用するための

体制構築に関する調査研究」

令和2年度の経過報告

①愛知県でのドナーミルク使用状況

②愛知県のドナーミルク使用普及へ課題

2019年6月16日

第2回 母乳バンクカンファレンス（東京）

「人乳由来母乳強化物質を使用する

exclusive-human milk-based diet(EHMD)」

2019年6月29日

第16回 名古屋新生児フォーラム（名古屋）

「母乳バンク・ヒト母乳を用いた母乳強化について」

講師：昭和大学 水野克己先生

愛知県でのドナーミルクへの関心の高まり

17 18

19 20
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2．もし、十分な支援によっても、自母乳が得られない、
児に与えられない場合にはドナーミルクを用いる。

2019年7月 東海ネオフォーラム
2013年～ 愛知県のNICUを有する21病院で構成
☆愛知県の新生児医療に関するいろんな問題を協議

☆愛知県コホートでの共同研究の推進
総合周産期母子医療センター：7病院

名古屋大学医学部附属病院 名古屋市立大学病院 藤田医科大学病院

名古屋第一赤十字病院 名古屋第二赤十字病院 安城更生病院 豊橋市民病院

地域周産期母子医療センター：14施設

愛知医科大学病院 名古屋市立大学医学部付属西部医療センター 一宮市立市民病院

岡崎市民病院 トヨタ記念病院 公立陶生病院 江南厚生病院 大同病院 海南病院 聖霊病院

小牧市民病院 刈谷豊田総合病院 市立半田病院 あいち小児保健医療総合センター

• 母乳バンク協会の会員費を病院が出してくれそうにない‥‥
• 愛知県に公的な母乳バンクがあれば費用の問題は解決する？
• 県と相談し、各施設にアンケート調査をすることになった

• ドナーミルクは今後使っていけるようにしないといけない
• 母乳バンク協会の会員にならないと使えない
• 会員費が必要

愛知県周産期医療協議会委員等への
アンケート調査（2019年8月）

 母乳バンクからのドナーミルクが利用できる状況があれば利用しますか。

 提言では「国内の需要に見合うだけの母乳バンクの整備が必要」とあり
ますが愛知県内で母乳バンクは必要と思いますか。

 事務局は藤田医科大学病院でよいと考えますか。

 一般社団法人母乳バンク協会からドナーミルクの提供を受けるには会費
の負担が必要です。同様に愛知県でも運営費の負担を参加団体に求めて
いく可能性があります。母乳バンクを利用する施設が運営費の負担をす
ることについてどう考えますか。

 母乳バンクを利用する場合に運営費の負担があったとしても母乳バンク
を利用しますか。

Q1：母乳バンクからのドナーミルク
が利用できる状況があれば利用します
か。

・倫理審査を通していないから
・母乳が不足することがまれ、症例がない
・コストの問題がある

21 22

23 24
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Q2：提言では「国内の需要に見合うだけ
の母乳バンクの整備が必要」とありますが
愛知県内で母乳バンクは必要と思いますか。

・需要がどのくらいあるか分からない

Q4：一般社団法人母乳バンク協会からドナーミルクの

提供を受けるには会費の負担が必要です。同様に愛知県で
も運営費の負担を参加団体に求めていく可能性があります。
母乳バンクを利用する施設が運営費の負担をすることにつ
いてどう考えますか。

・公的負担してほしい
・病院で予算を得るのが難しい

Q5：母乳バンクを利用する場合に運営費
の負担があったとしても母乳バンクを利用
しますか。

・病院で予算が得られるかどうかわからない

アンケートで分かったこと

 ドナーミルクを利用したい施設は多い

 ドナーミルクを使いたいが予算を得ることが難しい

 愛知県全体で必要なドナーミルクの量が分からない
（予算がどれくらい必要か分からない）

 公的負担を求める意見は多い

 産科ではあまり知られていない

 お母さんへの心理的負担への配慮を

25 26

27 28
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本日の内容

「ドナーミルク」と「母乳バンク」

調査研究までの流れ

愛知県周産期医療協議会調査研究事業

「ドナーミルクを安全に使用するための

体制構築に関する調査研究」

令和2年度の経過報告

①愛知県でのドナーミルク使用状況

②愛知県のドナーミルク使用普及へ課題

愛知県周産期医療協議会の調査研究事業
「ドナーミルクを安全に使用するための

体制構築に関する調査研究」

 東海ネオフォーラムで日本母乳バンク協会に登録

 母乳バンク協会会員費は調査研究費から拠出

 東海ネオフォーラムのどの施設でもドナーミルクを
利用できる

★各施設でドナーミルクの利用推進・体制確立

★県内でのドナーミルク必要量の算出、コスト算出

★使用した児の状況の把握

愛知県のドナーミルク利用施設

2021年12月時点 5施設
（愛知医科大学病院、八事日赤病院倫理審査すみ）

 名古屋大学医学部付属病院（母乳バンク協会会員）

 藤田医科大学病院（母乳バンク協会会員）

 あいち保健医療総合センター

 刈谷豊田総合病院

 名古屋市立大学医学部付属西部医療センター

2021年3月時点 4施設
 名古屋大学医学部付属病院（母乳バンク協会会員）

 藤田医科大学病院（母乳バンク協会会員）

 あいち小児保健医療総合センター

 刈谷豊田総合病院

愛知県のドナーミルク使用量

2020年9月～2021年3月
44,140ml

2021年4月～2021年7月
31,560ml

29 30

31 32



9

本日の内容

「ドナーミルク」と「母乳バンク」

調査研究までの流れ

愛知県周産期医療協議会調査研究事業

「ドナーミルクを安全に使用するための

体制構築に関する調査研究」

令和2年度の経過報告

①愛知県でのドナーミルク使用状況

②愛知県のドナーミルク使用普及へ課題

「ドナーミルクを安全に使用するための
体制構築に関する調査研究」の問題点

日本母乳バンク協会会員費は不要だが

ドナーミルクを使用する施設が増えていない

①ドナーミルクを使用することへの問題点
②研究に参加すること自体の問題点

ドナーミルクを使用するための問題点を
抽出するためのアンケート調査

2021年2月実施

＊ドナーミルクを利用した施設への質問:3施設
【ドナーミルクを使用すること自体への倫理審査】

受けていますか？

 受けている：2/3施設

 受けていない：1/3施設

33 34
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【ドナーミルクを使用すること自体への倫理審査】
受けている理由は何ですか？

 自母乳ではない他人の母乳（体液）を使用している
から。：2/2施設

【ドナーミルクを使用すること自体への倫理審査】
受けていない理由は何ですか？

 その他：1/1施設（院内の当該部署に確認した結果、
血液製剤などに類似する位置づけのものとして「倫
理審査なし、説明同意書のみで可」とされたた
め。）

【ドナーミルクを使用した症例調査に対しての倫理審査】
受けていますか？

 受けている：1/3施設

 受けていない：2/3施設

昭和大学（日本母乳バンク協会）「母乳バンクからの
ドナーミルク提供システム構築に関する検討」
藤田医科大学（愛知県周産期医療協議会研究調査）
「愛知県でのドナーミルクを安全に使用するための体
制構築に関する調査研究」の2つの症例調査研究があり
ますが、どちらで承認を受けていますか？

 2つとも：1/1施設

37 38
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倫理審査を受けていない理由は何ですか？
（自由回答）

 倫理審査手続き中：1/2施設

 今後倫理審査を受ける予定：1/2施設

ドナーミルクを使用していない施設への質問：18施設
ドナーミルクを利用したい、または利用する予定は

ありますか？

 利用したい、利用を考えている：12施設

 利用しない、利用を考えていない：6施設

（利用したい、利用を考えている施設で）
ドナーミルクの利用を準備する際の障壁は何ですか？

 倫理審査に手間がかかるため倫理審査をすすめること
ができない：10/12施設

 【ドナーミルクを使用すること自体への倫理審査】が
承認されにくい。：1/12施設

 スタッフ（看護師・助産師）の支持が得られない。

：2/12施設

 調乳室の制限が強い：1/12施設

 費用の問題がある：1/12施設

 対象症例がいない、少ない:6/12施設

（ドナーミルクの利用を考えていない施設で）
貴施設でドナーミルクの利用を考えない理由は何ですか？

 対象となる症例がない：5/6施設

 ドナーミルクを導入しなくても診療に影響しない：
1/6施設

41 42
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まとめ

ドナーミルクの利用の障壁に母乳バンク協会の
会員費の問題があるが、それを排除しても十分
にドナーミルクの利用がすすんでいない。

倫理審査などの手間をなるべく簡便にする支援
と手間をかけるだけの価値のあるドナーミルク
の有用性をより理解してもらう必要がある。

45
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