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はしこめに  

この本は母乳育児と歯lこついての考え方の本です  

あっぼいを吸うことガ「歯並び、岐み合わせに良い」  多＜の歯  

科医は感じています  

しかし、いっぼうで母乳を永＜飲ませているとむし歯になるという  

論文もあるため、乳歯の前歯にむし歯ガできはじめると歯科医は「そ  

うそう・・・」と言い出します。  

母乳育児は『免疫のこと』『栄養のこと』『歯並びのこと』なlこよ  

りも『心をは＜＜むこと』など、総合的lこ考えるととてもす＜れた  

育児方法です。もちうん、いういうな事情で母乳育児ガできない場  

合もありますガ、少な＜とも“むし歯lこなるか5・・・”という理  

由で断念しないよう考えて見て＜ださい。  

そして、母乳を続けて納得して卒乳できるように考える助けlこ、こ  

の本ガなれば幸いです。  

NPO法人みやぎ母乳育児をすすめる会  

理事長 堺 武男（小児科医）  
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これガ“歯’’の目標です  

この下の写真はむし歯や歯周病がな＜、きれいな歯並び・瞭み合わ  

せの永久歯です。  

こういう□の中にするlこはどうしたら良いか？という話です。  

幼稚園にあがる前のこどもの□から、中学生の永久歯の状態を想像  

するのは難しいかも知れません。しかしこれガコールです。気を抜  

いてもいい場面もあり、重要な場面もあり、ここに至るまでの道す  

じl乱＼＜通りもあります。   

正面（瞭み合わせ）  

この子は4歳の幼稚園入園まで母乳を飲んでいました。第2子で、  

あ兄ちやんと同じあやつを食べていましたから、チョコやアイスの  

デビューは早かったです。  

乳歯の時代は前歯や奥歯にむし歯ガ多＜大変でした。  

それでも□の中を定期的に手入れしてゆき、ここに至りました。こ  

の写真は13歳の時のものです。  

今は恋し歯もな＜、歯並び・暁み合わせも良＜、まった＜健康です。  

′ ∴尋  
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1．母乳とこどもの歯の関係  

■l‘頂 諒の論■  

大切なのは   

永久歯にむし歯ガ無いこと、歯周病ガないこと、  

きちんと噛めること。   

歯科の2大疾患はむし歯と歯周病といわれています。  

このほかに歯並び・岐み合わせも考えましよう。  

こどもの時期から生涯を通して、この3つの問題を考えてい＜こと  

になります。小さい時期はなんと言ってもぉし歯の問題ガ大きいも  

のです。  

≡レ  
阜。プ  

．一ゝ・〉し．二〉   

＿∴  丁～、∴二・∴・．il、、・．、・∴J二：・  

永久歯は、絶対にむし歯lこしないようにしましよう。  

それには大切な時期ガあるのですが、歯のことばかり  

でな＜こどもの成長も考えましよう。歯は乳歯の時期  

から‥・歯は生まれる前から‥・と、言う人もいますガ、  

早ければ早いほど艮いというわけではありませ／  

‥・というあ話で  
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①むし歯はどうして悪いの？  

恋し歯ガ悪  

ひとたびむし歯になるともとの歯lこはもどりません。悪い部分を削  

ってかわりのものを詰めます。金や銀やプラスチック（レジン）を  

詰めて“治す”のです。骨折した骨ガもとの骨に再生するようlこは  

むし歯は治らないのです。  

むし歯を削って、できた穴に金を詰めたり銀を詰めたり、白いもの  

を詰めたり、かぶせたり。でも0の中はあ風呂場と同じで高温多湿  

ですか5、どんな材料でも長持ちしません。削って詰めても5年か  

ら10年で再治療になってしまいます。  

そうやってどんどん自前の歯は小さ＜なってしまいます。だから“永  

久歯は”むし歯lこしてはいけません。永久歯は80年、あ風呂場のよ  

うに過酷な状態の□の中で使う歯です。ちなみに乳歯は10年です。   

そういう意味では、これから永久歯ガ生えて＜る“こども”はまだ、  

これからい＜らでもやり直すことガできます。あ母さん自身ガ自分  

の歯で苦労した経験ガあるなら、どうぞこどもたちの永久歯は守っ  

てあげましよう。   

乳歯のむし歯ガ永久歯lこ影響することを心配する万もいます。  

次にその話をしましよう。  
よ＜ある質問は「乳歯のむし歯ガ永久歯にどう影響するか？」と「ロ  

の中のむし歯菌は親から移って＜るのか？」ということです。  
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艶；∴、  

1こども（乳歯）のおし歯ガ永久歯に与える影響   

恋し歯は□の中たいる薗（口腔内常在菌）ガ砂糖を島磯酸を作り  

出し、その酸ガ歯を溶かしていく病気です。  

乳歯にむし歯ガでき、歯をどんどん溶かしていって神経に達して、  

神経をあかして腐って、その腐った神経ガ乳歯の根っこの先の骨の  

中に膿（うみ）をつ＜ります。その膿ガ乳歯の下の骨の中につ＜ら  

れつつある永久歯に悪さをします。  

初診時にあった大きな膿ガ、  l  

数年後生えてきた永久歯に  

斑をつ＜ってしまいました。  

《エナメル質形成不全》  

だから乳歯のむし歯を放ってあいてはいけません。乳歯にむし歯ガ  

できたら治しましよう。  

乳歯は永久歯にバトンタッチするまで使えるよう、治療を含めて手  

入れしましよう。  
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膿ガできる時期（年齢）によって、大き＜3つの影響ガあります。  

．永久歯のエナメル賞lこ模様ガ入る  

（永久歯のエナメル質形成不全）  

2．生えて＜る永久歯の根っこの長さガ短＜なる。（短根歯）  

1．歯の生える場所ガずれて＜る。  ′1弓の回避野島ヽ  

《根の回避現象》   

乳歯の根の先に膿（炎症）ガあると、  

そこを避けるように永久歯ガ生えてきます。  

だから乳歯のむし歯をそのままにしてはし＼けません。乳歯にむし歯  

ガできたらきちんと治療しましよう。神経に至ってもきちんと治療  
して防腐剤をつめて、永久歯に生え変わるまで使います。  

乳歯は治療して生え変わりまで使いますガ、永久歯は生え変わりま  

せんから予防ガ大切です。  

もちろん、乳歯もむし歯にしないに越したことはありません。  
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あ母さんのむし歯ガこどもに感染する？（母子感染   

おし歯由菌はこどもガ誕生した時はロの中にはい表せん。ロ癒しや  

スキンシップなどで、養育者から移ってきます。ではむし歯ガあ母  

さんからこどもに移るのを、どれほど心配したら良いでしょうか？  

ミュータンユ薗（むし歯の原因になりやすい口腔内常在菌の代表）  

を2歳8ケ月頃までに感染させないと、それ以降は□のなかに入っ  

てきても定着しないという説ガあります。そのため、こどもガその  

時期になるまで養育者全員ガキシリトールガムを使って、養育者の  

おし歯菌を減らしたり、こどもにガムやタブレットを与えたりしま  

す。その後何度か感染の機会ガ来るのは6歳頃や12歳頃とも言われ  

ています。  

ただ、近年の研究ではその後の甘い食物のとり万しだいで、その時  

期を越えても定着するという報告もでてきました。  

また、口移しやスキンシップなどの際、むし歯菌を気にしていると  

なかなか思うように養育できないのも事実です。  

□の中にむし歯菌ガいたって、きちんと□を清掃してむし歯にしな  

いように努力すれば良いのです。むしう小さい時か5“歯のため”  

と言って、甘いキシリトールをしよつちゆう□にする習慣をつける  

ことは、怠育の面からはよ＜ないという考え方もあります。  

あ母さんの歯周病ガ早産や低出生体重児の原因となることガあると  

いう報告があります。しかし妊娠中のあ母さんの恋し歯と、生まれ  

て＜るこどものむし歯に直接の関係はありません。  

むし歯の多いあ母さんから生まれたこどもは生まれもってむし歯ガ  

多いわけではな＜、そういう食生活・食習慣の中で育つとこどもも  

むし歯になりやすい状態になりガちだ、ということだけです。  
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②むし歯になっちやったら？  

歯の仕組みと治療方法を説明します。むし歯は神経に達した場合と  

それ以前とで治療方法や、生え変わりの際に注意する点ガ違います。   



葱の構造  

乳歯も永久歯も、歯の中心に神経（歯隆）と、そわを稟毒する血管  

ガあります。その周りを象牙質というオレンジ色のやや柔らかし＼組  

織ガ取り囲んでいます。ロの中に出ている部分はその周りにエナメ  

ル質という、硬いガラスのような組織ガあります。骨の中は象牙質  

の周りにセメント質という組織ガあり、そこと骨とが歯根膜という  

靭帯でつながっています。根っこの先から血管と神経ガでています。  
乳歯の下には永久歯ガできはじめています。  
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1おし歯ガできる仕組み■jテも   

むし歯は口腔内常在菌である、主にミュータンス菌を代表とする5  

～6種の細菌ガ“砂糖”から酸をつ＜り、それガ“歯”を溶かす病  

気です。  

プラークという“むし歯の菌の塊”の下で“酸”ガ“時間をかけで  

歯を溶かして（脱灰させて）しまうのガぉし歯です。  

この4つの要葬 儀■≡！濡  ガむし歯になる要因です。  

むし謹  ぎる熱  ・歯・時間  

． ■－  L  

L，・∴亨イカ㍑ 昼  
r   

＋時間（24時間以上）  

範ト。．  

むし歯ガ表面のエナメル質を溶かし（CO～Cl）、象牙質を溶か  
し（C2）、神経に達して（C3）、歯ガボロボロになる（C4）  

というように進行します。  

． 

下に作られつつある永久歯圧搾する  
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歯医者に行＜と“まだ小さいから”となかなか治療をして＜れない  

ことガあります。一般lこ3歳3ケ月か弓3歳半を過ぎてから強制的  

に治療をするとトラウマになったりするといわれています。その時  
期はこどもと対話して説得して治療にあたります。  

逆にそれより下の年齢ではこどもガ納得して治療を受けるのは難し  

いことです。もちうんできる子もいますガ、一般的には強制的に治  

療しても忘れて＜れる時期です。  

ひとりで治療椅子に座れないなら、あ母さんのひざでする体位もあ  

ります。  

∵」＝；量  

■  

大好きなぁ母さんに抱っこされ手を握ってもらい、見知らぬオジさ  

んのひざ枕lこあそるあそるごうんと寝転ぶ1歳2ケ月児です。  

治療では当然泣きます。こどもlことってはすごい冒険なので、あわ  

ったら褒めて勇気づけて＜ださい！  
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神経まで達するむし歯・達しないむし歯の治療5診十  

むし歯は神経に達しているかどうかで、治療の仕方ガ大き＜異なり  

ます。エナメル質、もし＜は象牙質までで神経に達していないおし  

歯は、恋し歯薗ガしみこんでいる悪い部分を削り取って代わりの材  

料を詰めて治します。  

生え変わりの際は普通の歯と同様に根っこから詰め物ごとポロリと  

抜けて、下から健康な永久歯ガ生えてきます。  

・レジン充填   

プラスチックの仲間のしジンという材料を、詰めて因めるもので  

す。色は歯に近い白やアイボリーガ多いです。見栄えガ良いので  

前歯α‾‘▲や、「■」D治療にも普通－ －⊥われます。  

レジン充填後   

■  
÷ヰ＋十∴  

インし一充填（部分銀歯）  

悪いとこうを削り取って型を取  

り、パズルのピーユのような銀  

歯をセメント（接着剤）で歯に  

＜っつける治療法です。  

インし一元填（部分銀歯）  
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l神矧こ達するおし釦）治療（根菅治療）仁一ノコ∴彗∴】 

1）神経の治療をして残して使える場合。   

むし歯ガ神経に達すると∃孟烈lこ痛みます。こうなると神経を   

取らな＜てはいけな＜なります。神経をとった後の空洞に防   

腐剤を詰め、永久歯への生え変わりを待つことになります。   

神経の治療をした歯は生え変わりのタイミングに注意しまし   

よう。  

・乳歯冠  

すっぽりかぶせるタイプの  

銀歯です。神経の治療をし  

た後などに使われることガ  

多いです。   

乳歯冠   

2）乳歯を抜歯せざるをえないむし歯   

むし歯ガすすんでしまい歯の崩壊ガ大きい時や、根の先に膿   

ガできてしまい、どうしても膿ガ治らない場合はやむな＜抜   

歯となります。   

永久歯ガ生えて＜るまで期間ガある時は、何らかのつつかえ   

棒や一時的な入れ歯をしないと歯並びガ悪＜なることガあり  

ます。  

乳歯の神経と永久歯は別もの  

乳歯と永久歯は別のものですので、乳歯の神経を取ったからといっ  

て永久歯の神経ガな＜なってしまうわけではありません。  
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③むし歯にしないためには（むし歯の予防法）  

予防はこのむし歯になる条件のどれかを絶つことです。  

予防法には4つあります。  

●“むし歯菌”を取り除＜口腔清掃（仕上げ磨き）  

●“砂糖”を極力摂らないこと（ぁやつの制限）  

・“歯”の溝をコーティングするシーラット  

・‘‘歯”を強＜するフッ素  

仕上げ磨きとおやつの制限はご家庭でできるもの。三ノーラントとフ  

ッ素は歯医者でやるものです。（フッ素はご家庭でもできます）  

また、低年齢児lこはできるものとできないものガあります。   



・仕上げ磨き  

こども自身で器用に歯を磨けないうちは、むし歯にならないよう、  

大人ガ磨いてあげることガ大切です。  

01．いつからはじめるの？  

歯ガ生えはじめたら歯の清掃をはじめましよう。  

前歯ガ生えた5、まずはガーゼで前歯をぬ＜うことからはじ  

めましよう。歯ブラシをさせて＜れるような5歯ブラシでも  

結構です。  

奥歯ガ生えた5歯ブラシを使いはじめる時期です。奥歯の溝  

を暦＜ためlこは歯ブラシガ必要です。毎日磨いてあげましよ  

う。  

02．いつまでするの？  

こどもガきちんと自分で歯ガ磨lナるようになるまで続けまし  

よう。具体的lこは、こども自身に絵を描かせた時、遠近感の  

ある絵ガかけるようになるまで続けましよう。そういう絵ガ  

描けるようになると、手首の運動ガ成熟して＜ると判断しま  

す。その時期にこどもに磨き万を教えて卒業となります。だ  

いたい小学校4～6年位ガ目安です。  

Q3．いつするの？（時間帯）  

むし歯は唾液の分泌量ガ低下する夜間に多発します。  

歯ブラシは夕食後から眠＜なる前までガ良いでしよう。  

（こどもは眠＜なると＜ずり始めるので・・・）  
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04．どうやってするの？  

おし歯になりやすい場所から歯を磨きましよう。  

一番むし歯になりやすいのは上の前歯です。ついで上の奥歯  

の脇っちよ。次ガ下の奥歯の吉側。最後lこ下の前歯です。  

指で上唇小幕を押さえる  

ペロに押し返されるlナビ  
負けないように」  

（》上の前歯の裏表を磨＜  

（参上の奥歯の表を   

次lこかむ面、   

内側の順で麿＜  

③下の奥歯の看側を麿＜   

Q5．回数は？  

1日に1回は確実に歯の汚れを落としてあげることガ大切で  

す。もちうん不安なら何回も仕上げ磨きをしてかまいません！  

4歳＜らいまで仕上げ磨きは嫌がられるものです。  

にげまどうこどもをつかまえて、ロをこじ開けてひるまず  

にガシガシ磨いてあげて＜ださい。ちよつと手荒なスキン  

シップだと割り切りましよう。  

今、仕上げ磨きを嫌がったとしても、その手ガ将来にわたっ  

て麿＜人を嫌いになったり、歯磨きガ嫌いになるようなこ  

とはありません。  

－19－   



06．なかなか磨かせて＜れない時は？  

仕上げ磨きの場所と時間帯を工夫してみましよう。  

一般的にはひざ枕でします。ベッドでも畳でもソファなどで  

も良いでしよう。  

洗面所でこどもを立たせて、うしうから覗き込むスターキー  

プポジショツという方法もあります。ポイントはこどもの頭  

の上やななめ上横からなど、ロの中を覗＜ことです。歯医者  

が診るのと同じポジションです。  

就寝する直前は機嫌ガ悪いこともあります。夕食後眠＜なる  

前にタイミックを探してみたり、時間帯を工夫してみるのも  

良い方法です。毎日することですか51日の生5看のリズムの  

中に組み込んでしまいましよう。  

スターキープポジション  
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とても、大変な仕上げ磨き・・・そこで、ちょっとアドバイス  

永久歯ガ生えたら、永久歯だけを大人ガ磨＜！  

仕上げ磨きは小学校高学年まで続けた万ガよいでしよう。乳歯ガ生  

えはじめ、すべて生えそうって、そのうち小学校前＜らいから永久  

歯に生え変わりはじめてから小学校高学年までと、かなり長いあい  

だ磨かな＜てはなりません。  

一生使う大切な永久歯は絶対むし歯にした＜ないものです。  

でも、まだ手のかかる下のこどもを優先していると、上のこどもま  

では手ガまわらな＜なってしまいがちです。しかし遠近感のある絵  

ガ描けるようになるまでは、こども白身では十分な歯磨きガできま  

せん。  

そこで永久歯だけ麿＜というのも『アリ』です。生えはじめのうち  

は磨＜本数ガ2本とか4本とか少ないので、とても楽です。  

それでも充分、効果ガあるものです。  

乳歯はこどもに磨かせるl  

なあに乳歯ガむし歯になっても治療すれば良いだけのこと。  

“あはは、銀歯ピカピカでかっこいいね～”と、  

いずれ抜けてしまう歯だから笑うこともできます。  

“いや、歯医者をもうけさせるのは績だ！”というなら、  

乳歯も永久歯も隅々まで磨きましよう。  

ポイントは永久歯を  

むし歯にしないことガ大切です。  
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（′／あ父さんにぁまかせ∴ト  

仕上げ磨きを“父矧こあまかせしてしまう’’のはどうでしよう？近  

年父親の育児参加などと言われますガ、あ父さんも参加するタイミ  

ングをはかりかねているものです。疲れて帰ってきて、そこから体  

を使って遊んだり、絵本を何十分も読んだりするのは難しいことも  

あります。  

そこで毎日少し（ほんの数分）を継続して、仕上げ磨きをあ父さん  

にあまかせするというのはどうでしようか？  

続けていれば、毎晩ひざ枕でスキンシップをはかれます。これはや  

がて＜るお父さんと年頃の娘との、難しい時期を乗り切るためにも  

いい方法です。  

日頃こどもと長時間かかわることガできな＜とも、仕上げ磨きの数  

分を継続することで、父親として独白のポジショツを作れるのです。  

あ父さんlこあまかせして“乳歯”にはおし歯ガできたとしても治療  

すれば良いだけのこと。ほら、あ父さんだってもっと真剣lこ磨いて  

＜れますよ。  

仕上げ磨きなんて、はじめはどうせ嫌がられるもの。あ父  

さんガ磨こうガあ母さんガ磨こうガ、□をこじ開けて磨＜  

ので精一杯です。  

無理やりやったからといって、両親ガ嫌いになったり、  

一生歯磨きガ嫌いなこどもになったりはしません。大丈夫！  
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・あやつの制限  

“砂糖”を極力摂らないこと（ぁやつの制限）は予防の上で大切な  

のですが、そのサジ加減は難しいものです。  

この時期にあまりにも厳し＜あやつを制限してしまい、甘いものに  

意地汚い子に育ってしまうと、本当に大切な永久歯が生えて＜る小  

学生の時期に甘いものに歯止めガかからな＜なります。その方ガ怖  

いことです。  

あじいちやん、ぉばあちやんガ孫lこ持ってきた甘いものを、あよめ  

さんガタメだとは言いに＜いものです。  

あ友達の家にあよばれして行った時にだされたあ菓子を、ここぞと  

ばかりにわが子ガガツガツ食べるのを、ハラハラして見ているよう  

では育児ガ楽し＜ありません。  

乳歯の時期は心身ともlこ健康で母子ガ仲良＜育つことガ大切です。  

バランスの取れた子育てを楽しみましよう。歯は大事ですが、最古  

や体の健康、心の発達もとても大切です。  

歯は永久歯ガ生えはじめてからやり直すことだってできます。  
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・シーラット  

奥歯のおし歯は漬か5できはじめることガ多いのですが、その溝を  

あらかじめコーティングしてしまうという予防法です。  

これは80～90％の予防効果があります。  

生えはじめの6歳臼歯や、乳歯の奥歯の溝に効果的です。小学校高  

学年で生えて＜る4番目・5番目・7番目の永久歯にも効果的です。  

シーラットは生えてから2年目までのむし歯をよ＜予防して＜れま  

す。奥歯ガ生えたら、ぜひすることをあすすめします。   

誹
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・フッ素  

フッ素を使用する予防法ガあります。厚生労働省では、現在4歳か  

ら14歳までの使用を推奨しています。ちなみにWHO（世界保健機  

関）では6歳末満のフッ素うがい法（洗口法）は禁忌とされていま  

す。フッ素の予防効果は塗布法（歯医者で塗る方法）で10～30％程  

度、うがい法で30～60％とされています。  

不安があるなら、しっかり歯磨きするなど他の方法での予防を考え  

てもよいですね。  

ご家庭では4歳を過ぎて、こどもガ「あまったものは飲み込まない  

でね」の指示に従って＜れるようになってからうがい法をはじめて  

も遅＜ありません。フッ素単独で予防するというより、他の予防法  

と組み合わせて考えるとよいでしよう。  

永久歯ガ生えたら、一生使う永久歯のためにフッ素を使いましよう。   



④歯周病、歯並び・瞭み合わせのこと  

（歯周病・歯肉炎、）  

乳歯の時期には歯周病はあまり気にしな＜とも結構です。それは永  

久歯に生え変わる時に歯肉も作り変えられるからです。ちいさいこ  

うは食習慣を正し＜することの万が大切です。健康な食生活ガひい  

ては大人の歯周病予防につながります。  

「キシリトールはむし歯lこならないから」と言って、乳児のこうか  

ら甘いキシリトールを常に□に入れてあ＜ような食習慣は避けた万  

ガよいでしよう。食習慣も、そのまま成長するわけですから。  

－26－   



薩康なロの筋力の働きのために  

あごや□の発達のためにも母乳育児は良いと言われています。  

食べ物を□に取り込んで噛み砕き、飲み込むまでのそしや＜運動は、  

生まれてから学習する運動です。けっして本能でできるものではあ  

りません。吸畷反射からそしや＜運動につなげるのにも母乳育児は  

効果的です。  

あっばいを飲む動きは単純な噛むだlナの運動ではな＜、あごや看を  

前後上下に動かし、そしや＜運動にスムーズに移行できる素地を作  

ります。コム乳首だと噛んで吸引する飲み万になるので、この後の  

離乳食の時期に違いガでてきます。（修正できますけどね。）  

離乳食を与えず長い間母乳“だげ’で育てることは、決して良いと  

は言えません。あっぱいを飲お吉の動きはそしや＜運動に非常に似  

ていて良いのですが、吸畷反射ガ消失する、遅＜とも7ケ月こうま  

でには離乳食を開始しないと、せつか＜培われたそしや＜運動の素  

地ガ生かせな＜なってしまいます。   

離乳食には成長するこどもに不足する栄養を補い、食べ物を噛み砕  

き、飲み込むロやあごの使い方を練習したり、食習慣を身につけた  

りする役割ガあります。こどもの様子をよ＜見ながら、遅＜もな＜  

早＜もな＜、順序よ＜発達させてあげましよう。  

もちろん、離乳食をはじめたからといって母乳をやめる必要はまっ  

た＜ありません。  
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離乳食（補完食）まで  

（′寵乳怠の時期  まだきちんと生えていない時期です）、、  

生後5～6ケ月目から1歳半にかけてガ離乳会の時期。原始反射の  

ひとつである吸畷反射ガ消失するこうに、ちょうどそしや＜運動を  

覚えはじめるわけです。2歳半まで固形のものを食べないでいると、  

この大切な時期を逸してしまいます。  

離乳食には大き＜分けて4期あります。  

（いういろな本がでていますので、メニューなどはそちらを見て＜ださい。）  

歯科的な立場からの話をします。  

初 期 ＜ちびるで“アム”とつかまえる。   （捕食機能獲得期）  

中 期“カミカミ”へ  （押しつぶし機能獲得期）  

後 期“カミカ≡”から“モクモグヘ （すりつぶし機能獲得期）  

完了期“モクモグから“バクバグヘ  （自食準備期）  

これ5はどの時期も乳歯の奥歯は生えていない、もし＜は生えてい  

てもあまり唆み合わせ（瞭合）には関与しない時期です。歯で噛む  

というよりは、＜ちびるで食べ物を捕らえて、歯＜きをつかってす  

りつぶし、スムーズに飲み込む（臓下）までの一連のあごの動きを  

習得する時期です。  

離乳食自体は中期以降、エネルギー（炭水化物）、からだを作る（た  

んば＜質）、調子を整える（ビタミン・ミネラル）の3つのバラン  

スを考えて作ります。詳しい献立などは栄養を中心に善かれている  

育児書を参考にして＜ださい。硬さは、歯ガ生えていないので、歯  

＜きで噛める硬さガ適当です。母乳育児をしているのであれば、乳  

首＜らいの硬さからはじめるとよいでしよう。  
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ぉしやぶり・ゆびしやぶり  

5歳の時期（乳歯ガ全部療えそうっている画面㌻、＼1  L3・4   

この後の幼稚園あたりの時期は、乳歯の岐み合わせガでき上がって  

きています。歯でよ＜噛むことはこの時期にも大切なことです。噛  

むことは昧を引き出すことなので、薄味の方ガ良いといわれていま  

す。  

近年の離乳食の指導で“薄味にはこだわらない”ともありますガ、  

いったん濃い昧に慣れてから薄味には戻しに＜いもの。昧ガないと  

因りますガ、はじめか5あまり濃い昧でに別歯む訓練になりません。  

また、噛むことは硬いものを噛み切ることではな＜、大きいものを  

回数をかけて細か＜噛み砕いてい＜ことです。  

そして、この時期に乳歯の歯並びガでき上がリます。歯並びは□の  

内と外から押される筋肉で作られていきます。ほつペなどの外から  

働＜口腔周囲筋と、内側の舌筋のパランユできれいになってい＜も  

のです。この筋肉のバランスは、小学校の時期をむかえて永久歯へ  

の生え変わりに役立ちます。  

この際、指しやぶりなどでそのバランスガ崩れてしまうと、出っ歯  

lこなることがあります。この時期にぉしやぶりなどを併用させるこ  

とを提唱する万もいますガ、歯並びのために必要なことではありま  

せん。考え抜かれているとうたわれているおしやぶりでも、歯並び  

のために積極的にすすめる根拠はありません。  

母乳育児では歯並びに大切な内と外の筋肉の調和を作りやすいもの  

です。ただし歯並び・睦み合わせはそれだけガ原因ではな＜、持っ  

て生まれた歯の大きさとあごの骨の大きさの調和ガ取れているかど  

うかも重要な要素です。母乳をあげているから歯並びガ必ずしも  
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良＜なるというのではな＜、「母乳をあげていた5並ぶ予定だった  

歯ガ、並ぼない場合もある。」＜らいに考えましよう。  

ただし、指しやぶり・ぉしやぶりなど、歯並びを乱す要素である口  

腔習癖（こう＜うしゆうへき）の予防lこは効果ガあります。  

ぉしやぶりは何が何でもだめなの？（そんなことはありません）  

指しやぶりやぁしやぶり、特定のタオルを吸う癖やライナスの安心  

毛布などをひっ＜るめて口腔習癖といいます。ある時期まで吸って  

いると、出っ歯（開校）になることガあるので注意か必要です。  

口腔習癖は出生後から3歳までは増加して、4歳までに減少してい  

きます。前歯の生え変わリガ、早い子では5歳過ぎからはじまりま  

す。4歳までに指しやぶリガあさまっていれば永久歯に生え変わる  

過程で出っ歯ガ治るという報告もあります。ただし開睦ガひど＜指  

しやぶりから、吉癖（吉前突癖）に移行していると治すのが大変です。  

よ＜「夜寝ている時しか指はしやぶっていないんですが・・・」と  

いう相談を受けますガ『歯は夜勤＜』といって、寝ている間に成長  

ホルモンが出て骨の改造現象ガ起き、歯ガ移動するので夜しやぶっ  

ていると歯並びに影響ガ出ます。  

とはいえ口腔習癖闇入眠の良いきっかけだったり、精神安定のため  

lこ必要だったりします。一概にタメとも言えません。歯並びlこ影響  

ガではじめる4歳になってもやめないようなら、そこから対策を考  

えても遅＜はありません。  

使わないに越したことはありませんガ、それで育児ガ楽になるなら  

導入してもけして後うめたいことではありません。やめるべき時期  

を間違わないよう気をつければ良いことです。理解ある歯医者を見  

つけて相談しましよう。  

ただし、積極的にぉしやぶりを使って何かを治すということはあり  

ません。  
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2．あ母さんの歯科治療  

あ母さんの歯科治療で気をつける点は、大き＜分けて2つあります。  

妊娠中は胎児への影響と、  

授乳中では母乳への影響です。  

①妊娠中のあ母さんの歯科治療  

妊娠中の歯科治療で気をつけることは、  

レントグッ撮影と内服薬、それと悪阻  

（つわり）です。  

また治療の体位によっては脳貧血症状  

をあこすこともありますので、歯科医  

と相談しなガらすすめましよう。  

レントゲン撮影  

歯科用のしソトゲン装置は照射方向を  

□の万だけへ絞ってあり、かつ鉛のプ  

ロテクターを着けて撮るので、胎児へ  

の被爆はあまり考えな＜ても良いので  

すが、あ母さんの気持ちとしてはでき  

れば撮りた＜ないものでしよう。神経  

の治療（根菅治療）などでどうしても撮影ガ必要な場合ガあります  

ガ、出産後まで待ってからしソトゲンを撮って治療をするという方  

法をとれる場合もあります。歯科医と相談してみましよう。  
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内服薬  

妊娠中の内服薬は産科医と歯科医とで相談して出してもらいましよ  

う。どうしても必要な薬もありますガ、医科と歯科ガ連携をとるこ  

とによってより安全な方法へ変えることもできます。  

悪阻（つわり）  

□の中をいじられることで悪阻（つわり）ガひど＜なるような時期  

には、歯科治療は避けた万ガ良いでしょう。  

妊娠中の歯肉炎  

ホルモンのバランスガ＜ずれたり、悪阻（つわり）で□の  

手入れガできな＜なり、歯＜きから出血することもありま  

す。この場合、出産してから治ることもあります。  

②授乳中のあ母さんの歯科治療  

ノ授乳と歯科治療をありあわせる方法 〉  

授乳中の歯科治療で気をつけることはあまりありません。一般的に  

授乳を中断しなければいけないと言われる歯科治療は薬の内服です  

が、ここを考えて見ましょう。  

授乳を止めなければならない内服薬は、主に抗ガん剤の全部・抗精  

神病薬の一部、それと抗てんかん薬です。これらは歯科ではまず、  

処方されません。また歯科の内服薬は急性期に対処することガ多＜、  

せいぜい飲んでも2～3日から長＜とも1週間＜らいのものです。  

－32－   



（ただ近年、インフラソト手術など長期投薬を必要とする場合もあ  

ります）。医科の慢性疾患のようlこ長々と何年も飲み続けるという  

ものではありませんので、まず、ここのとこうを理解して読んで＜  

ださい。  

また、たとえば全身投与（内服）でな＜頻回に来院するなど局  

所応用に切り替えて、内服しな＜てもすむようにできる場合も  

あります。歯科医師と相談してみて＜ださい。  

母乳育児と治療を折り合わせる具体的な対処方法については以下の  

ようなものガあります。  

i）治療しなガらの授乳ガ可能ならば授乳を続ける。  

ii）その治療は今必要なのか、母乳育児により影響の少ない治   

療方法について話し合ってみる（セカンドオピニオンを求   

めるのも良いでしよう）。   

実際はそうとも限らないのですが、歯科で処方される薬の説明   

書を読むと、どれもこれも授乳婦への安全性は確認できていな   

いと善かれています。そのため、よ＜「薬を飲む3日だけ授乳   

を止めて＜ださい。」とかいわれますガ、その3日で母乳ガ出   

な＜なる事だってあります。治療のタイ≡ツグの工夫や、たと   

えば全身投与（内服）でな＜頻回に受診するなどして局所応用   

に切り替えて、内服しな＜てもすむようにできる場合もありま  

す。  
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どのような治療をするかの判断は歯科医ガ症〕犬や処置の内容を  

考えてすることですが、必ずしも歯科医、医師みんなガ母乳育  

児と治療について折り合わせる方法について詳しいとは限りま  

せん。自分で調べられない時lこは母乳育児をすすめている病院  

や、診療所の歯科医師か医師、薬剤師、助産師などに相談して  

みる方法もあります。  

また患者であるあ母さんガ、歯科医師とは思ったように相談ガ  

できない場合もあるでしよう。そんな時は助産師に相談する方  

法もあります。助産師は医学的な知識ガあって、かつ、できる  

なら母乳育児を継続させたいと思っています。あ母さんの希望  

と治療とのすりあわせガ必要だと判断し、あ母さん自身で直接  

意見ガ言いに＜い時には、歯科医と連絡を取る手伝いをするこ  

ともできます。  

iii）影響のある期間は授乳をしない。   

薬を飲んだ場合、あ母さんの血中濃度ガ最高になるのは内服20   

～30分後で、母乳への移行は1％程度といわれています（敏感   

なこどもでは昧の変化で晴乳を嫌がったり、あ腹ガ緩＜なった  

りすることはあります）。   

気になるのであれば、授乳後す＜に薬を内服し影響ガ最小にな   

るようタイミングを工夫するという方法もあります。また、治   

療内容によって母乳をあげられない期間ガあることガ、あらか  

じめわかっている時には、事前に母乳を搾って保存してあき、   

薬の血中濃度の高い時には、母乳を搾乳して捨て、保存してあ   

いた母乳をこどもに与え、治療の影響ガな＜なり次第、授乳を   

再開するという方法もあります。  
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特lこ治療のためにあ母さんとこどもガ離ればなれになる場合、   

何をどれ＜5いどうやってこどもに与えるのかを、あ世話して   

＜れる人と具体白訓こあ話ししたり、練習したりしてあ＜必要ガ   

あるかも知れません。   

i＞）卒乳を待って治療する   

＞）この治療を機会にいわゆる断乳をする。   

搾乳の方法や母乳の保存方法、保存していた母乳の与え方、卒   

乳、断乳についてはそれぞれの項眉をご参照下さい。  

《助産師さんへ》  

医学的知識ガあって、あ母さんの気持ちと医療者の治療の橋渡  

しガできるのは助産師です。ぜひ相談1こ乗ってあげて＜ださい。  

それで歯科医師側も変わって＜れるかもしれません。  

自分で調べられない時や具体的な方法ガわからない場合などに  

は、母乳育児をすすめている病院や診療所の歯科医師、医師、  

薬剤師、助産師などlこ問い合わせたりして、そのあ母さんやこ  

どもにとってより良い方法を考える手伝いをして＜ださい。  
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3．授乳を一時中断する時  

直接のませられない時、乳房を張ったままにしたら苦しいし、乳腺  

炎になったり止まってしまったり、いういうなトラブルガ起きやす  

＜なります。  

そのため直接飲ませられない時lこは作られた母乳を定期的に搾る（搾  

乳する）必要ガあります。搾乳lこは以下の方法ガありますガ、特に  

後でこどもにあげる母乳を搾る前には、使う容器を消毒、もし＜は  

消毒されているものを準備して、石鹸と流水で手をよ＜洗ってから  

始めましよう。   



あっぱいのケアについて  

「《搾乳するが）  

①自分の手で搾る  

3）・4）  1）・2）  

1）搾る乳房と同じ側の手（石の乳房なら右手）をCの字の   

ように丸＜し、乳房全体を下から包み込むようにします。  

2）親指と人差し指を曲げ、乳輪の色の境目周辺に、乳頭を   

挟んで指の腹ガ向かい合うように置きます。  

3）親指と人差し指を自分の月力骨lこ向かって軽＜押します   

（乳房を軽＜圧迫するように）。  

4）そのまま乳輪を挟んで、親指と人差し指の腰同士を   

やさし＜合わせるようにします。  

5）適宜搾る方向を変えて、必要量もし＜は乳房の苦しさガ   

取れる＜らいまで搾ります。  
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・乳房ガ張りすぎている時／乳頭や乳輪が怒＜んでいて   

搾るのが辛い時は、  

① 乳頭を取り囲むように、乳輪に両手の人差し指か5小指   

までの指先をあてます。  

②ゆっ＜りと30～60秒、自分の胸郭に向かって圧迫し、乳   

頭のむ＜みをやわらげてか5搾乳するようにすると搾り   

やすいようです。  

（診搾乳器を使う  

手動式、電動式のものガいういろあります。手に入れるlこは、  

自分で購入、レンタル、知人か5買う、借りるなどの方法ガあ  

ります。  

＊搾乳器は自分ガ搾乳しやすい、取り扱いガ楽なもので構い  

ませんガ、吸弓l圧の調整できるものを選びましよう。  

＊強い乳房の張りや乳首の傷ガある時には手での搾乳に切り  

替えるか、併用した万ガ楽かもしれません。  

③他の人の亨を借りる  

正しい知識・技術のある人に相談しましよう。  

搾乳の方法ガわからない、乳房の張りガ強すぎて自分では搾れ  

ない時、あ母さんの体調が悪＜て自分では搾乳できない、痛み  

や赤み・熱を伴うしこりガあるなど自分で対処しきれないトラ  

ブルガ起きてしまった時は、助産師に相談するのも良い方法で  

す。  
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＊乳房ガ張りすぎている時lこは乳房をしご＜ように搾るので   

はな＜、乳頭と乳輪の境目か5痛みなどの状態に合わせて、   

ゆっ＜りやさし＜乳輪の境界まで搾ります。  

＊部分的／全体的に手の平で圧迫しなガらの搾乳も効果的で   

すが、乳房を強＜揺さぶったり操んだり、強＜さすったり   

することは避けましよう。  

＊出した乳汁の塁に合わせて乳汁は作られるので、搾りすぎ   

ないようlこしましよう。   



し牒埋軍堕些¢対処方法》∴）  

（か生活全体   

搾乳中はトラブルを防＜ために甘いもの、脂っこいもの、カロリ   

ーの高い食品を取りすぎないように気をつけて、乳房や体全体を   

温め過ぎないようlこしたり、必要時冷やしたり（冷やし万の項を   

参照）、乳房を強＜揺らさないようにするなど注意しましよう。  

（診乳房を冷やす方法   

搾乳だけでは乳房ガはりすぎたりして苦しい時は、保冷剤（生菓   

子などを買うと矧こ入っているような小さめのもの）をガーゼハ   

ンカチなどで包んだもの、冷却シート、ぬれタオル、キャベツの   

葉、雪の下、里芋粉やジャガイモ、アロエの葉、紙ぉむつ等を使   

って冷やします。（具体的な方法は次のページをご参照＜ださい）。   

乾いたり温か＜なったら交換しますが、不快なほど冷やすのは避   

けましよう。   

また、乳首や乳輪は覆わないようにしましよう。  

◎授乳ガ可能lこなったら、できるだけ早＜直接こどもに飲ん   

で買いましよう。  

◎授乳を再開して間もな＜は直接飲むことを嫌ガったりため   

らったりするこどももいますガ、気長に構えて無理強いし   

ないようにしましよう。こどもガ眠い時や気持ちの落ち着   

いたころlこ、また飲みはじめることもあります。  
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＊乳房を冷やすいろいろな方法と特徴・使い方＊  

特  徴   使い方   注  意   
保冷剤   ・入手・扱いガ  ・冷凍庫で凍らせ、ガーゼな  ・角ガ当たらないように   
＊工作用糊をラ  ップで包んだ  簡単   どで包んで適温lこ調節して  注意する   
物でも良い   ・操返し使える  患部にあてる   
（液体糊不可）  

冷却シート  ・入手・扱いガ  ・パッケージから出して患部  
簡単   に貼る   

ぬれタオル  ・入手ガ簡単  ・冷水で搾って患部にあてる  ・熱ガ寵もるのでどニー  
ル等で覆わない   

キャベツの  ・大きな範図も  ・葉を洗い、固い部分を切り  ・厚みガ出たら使用中止   

葉   冷やせる   取り、所々lこ空気穴を開け  ・水に入れても再生しな   

（外葉の部分で  ・軽＜薄し＼   て患部lこ貼る   ＜なったら交換   
OK）   

・入手・扱いガ  ・しんなりしても何度かは水  
簡単   に浸け再生させて使える   

雪の下   ・乳輌浮腫lこ効  ・葉を熱湯に浸けるか軽＜冤  

（日陰の空き地   果ガあるとい  り、手の平で叩き、棄の票   等に自生してい  
る）   われている   の薄皮を剥いであてる   
里芋粉   ・自分で湿布の  ・水を加えてマヨネーズ＜ら  ・里芋を調理して葎＜な   

（健康食品コー  サイコを調整  いの硬さにし、厚めの布や  る人は使えない・拝み   
ナーなどで手巳  
入る）   できる   母乳パッド、クッキングへ  

ーパー等に伸ばし、ガーゼ  

を載せて患部lこあてる   

ジャガイモ  ・自分で湿布の  ・ジャガイモを洗ってすり下  ・荏みガ出たら使用中止  
サイズを調整  うし、ノ」l麦粉を入れてマヨ  ・服lこ付＜と黒＜変色す  

できる   ネーズ位の硬さにし、詐を  

2，3滴加え、匿めの布や母  

乳パッド・クッキソクペー  
／ト等に伸ばしガーゼを載  

せて患部にあてる   
アロエの葉  ・消炎効果ガあ  ・葉を適当な長さに切り、と  ・葎みガ出たら使用中止   
（園芸コーナー   るといわれて  げの部分を切り取り、厚み   等で鉢梧えガ手  
に入る）   いる   を開いてぬるぬるした郡分  

を患部にあてる   
紙あむつ  ・入手・扱いガ  ・全体ガ濡れる＜5いに水を  ・熱ガ籠もるのでどニー  

簡単   含ませ、冷凍庫で凍5せ、  ル等で覆わない  

・大きな筆巨閻を  
冷やせる   
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搾っ在母乳の保存方法  

・搾乳する時は、まず手を石鹸と流水できれいに洗いましよう。  

・使用する容器などはあらかじめ台所用洗剤で十分に洗ってすす  

ぎ、消毒（もし＜は消毒されているものを準備）してあきまし   

よう。  

＊容器などの消毒方法＊  

用意する物   方  法   注意点   

煮5弗   鍋   ・晴乳瓶・乳首  ・煮沸したもの  
水   などを鍋に入れ、  は十分冷めて  
コツ⊂】   十分浸かる位  から使う  

菜箸など   の水を入れる。  ・火傷に注意  
（消毒したものを  鍋を火に掛け  ・菜箸は先ガ水に  
取り出すもの）   沸騰してから  

5分経った5  
使用可能。   いように注意   

電子レンジ   専用容器   
電子レンジ   

・専用容器の使  ・消毒したもの  
用方法をご覧  は十分冷めて  

水   下さい   から使う  
・湯気での火傷  
に注意  

・金属のものは  
使えない   

薬液   専用容器   ・薬液の使用万  ・金属のものは   

（ドラッグストアの  薬液   法をご覧下さ  使えない   
ぺど一用品コーナー  い   ・布を漂白、金  
等で入手可）   属を腐食させ  

るので注意   

・搾った母乳は消毒されている容器か、専用の母乳パックに入れ  

て冷蔵・冷凍で保存をします。保存した母乳の使用期限は次ペ  

ージのように言われていますガ、一般家庭用冷蔵庫での冷蔵保  

存ではできれば一日以内で使い切ることをあすすめします。  
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＊搾った母乳の保存について＊  

保存方法   成熟児   早産児   

室温（20度）   10時間   1～4時間   

冷蔵（新鮮／冷蔵庫解凍中）   3～5日   48時間   

完全解凍→冷蔵庫保存中   48時間   24時間   

冷凍・1ドア冷蔵冷凍室   2週間  すすめられない   

2ドア冷蔵庫の冷凍室卜20度）  3～4ケ月   3ケ月   

＊すべて人工乳に置き換える場合のめやす＊  

月齢（ケ月）  授乳回数（1田）   授乳量の目安   

0．5′〉1   7～8回   80ml／回   

1′・・ノ2   6回   120～150ml／回   

2′〉3   5～6匡l   150～160ml／回   

4′・・・′5   4′〉5回   200ml／回   

5′〉6   4＋（1）回   220～240ml／回   

6′〉9   3＋（2）回   200～240ml／回   

スプーンすり切リ1杯はできあがリ量20ml分です。  

（）内は離乳食後に与えるミルクの回数です。  

一般的に－巳の授乳量は165～180ml／kgと言われていますガ、個  

人差ガあります。目安量lこ達していな＜ても、こどもガ元気で体重  

ガ増えているならば心配ないと言われています。  
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保存していた母乳の与え万  

①解凍方法  

・冷蔵庫内自然解凍、流水、微温湯解凍ガ望ましいと言われています。  

・解凍したら冷蔵庫に保存し、24時間以内に使い切ることガ望ま  

しいと言われています。  

（診温め万  

・保管していた容器ごと、もし＜は解凍した母乳をこどもに与え  

る時lこ使う容器lこ移し、湯煎（37℃未満にすること）で人肌程度  

の温度に温めます。  

◎電子レンジの加熱では部分的に高温lこなり、母乳の成分ガ   

壊れてしまうことガあるので使わないようにしましよう。  

③搾った母乳や人工乳をあげる方法   

使えるものとしてカップ、スプーン、ソフトカップ⑳、哺乳瓶等   

ガあります。   

晴乳瓶＋人工乳首は直接乳房か5母乳を飲むより楽なので、直接   

母乳ガ飲ませられるようlこなった時に戻そうとしてもこどもガ楽   

な方をより好んでしまい、戻せな＜なってしまうことガあります。   

それを防＜ためには小さいカップやあ□のサイズに合わせたスプ   

ーン、もし＜は一般的に市販されていないので助産師などに相談   

することガ必要ですがソフトカップ◎ガ良いと言われています。   

選ぶ基準としてはこどもの月齢、乳房の状況、使いやすさ、誰ガ   

どこでどのように、どれ＜らいの期間使うのか、物の管理のしや   

すさ等ガあります。できるだけ直接母乳を飲むのに戻りやすいよ   

うな物を選びましよう。  

＊抱っこして与え、適宜げっぷをさせてあげましよう。   

＊わからない時は助産師に相談するのもよい方法です。  
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盲）カップを使う時   

・授乳する人の利き手ではない側にこどもを45度＜らいの角度  

で、あごガやや上がるように抱っこします。  

＊必要時は手ガばたつかないようlこ、バスタオルなどで優  

し＜＜るんであげましよう。   

・力、ソプに人肌に温めた乳汁を入れ、下唇にちょんちよんと触  

れるようにして、ロガ開いた5下唇を巻き込まないようにカ  

ップをあて、かソプの中身ガ上唇に触れる＜らいにかソプを  

傾けます。  

＊乳汁は流し込おのではな＜、こども自身ガ看を使って一  

口ずつ飲むようにしましよう。  

＊かソプを使う時は、3割＜らいこぼれることガあると言  

われています。襟元にガーゼやタオルをあててあきまし  

よう。  

ii）スプーンを使う時  

・抱っこの仕方はカップであげる時と同じです。  

・容器に人肌に温めた乳汁を入れ、スプーンで軽＜一杯す＜い、  

こどもの下唇にちよんちよんと触れるようにしてロガ開いた  

ら、下唇を巻き込まないようにしてスプーンを吉の上にのせ  

るようにします。  

・乳汁は流し込ぉのではな＜、こども自身ガ吉を使って  

一口ずつ飲おようにしましよう。  
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iii）ソフトカップbを使う時   

・正し＜組み立てましょう。   

・飲ませる時の抱っこの仕方はカップやスプーンの時と同じで  

す。   

・容器に人肌に温めた乳汁を入れ、こどもの下唇にちょんちよ  

んと触れるようにしてロガ開いたら、下唇を巻き込まないよ  

うにスプーン状の部分を看の上にのせ、先端の部分を□全体  

に入るようにします。   

・先端の脇を親指と人差し指で押し乳汁の出る量を調節します。   

・中身を流し込ぉのではな＜、こども自身ガ吉を使って一口ず  

つ飲むようにしましよう。  

iv）哺乳瓶＋人工乳首を使う時   

・哺乳瓶を使う時はお母さんの乳房・乳頭の形・硬さにできる  

だけ近い物を選びましょう。   

・飲ませる時の抱っこの仕方はかソプやスプーンの持と同じで  

す。   

・瓶に人肌lこ温めた乳汁を入れて乳首を付け（腕の内側にたら  

して温度を確かめ）、こどもの下唇にちよんちょんと触れる  

ようにしてロガ開いたら、下唇を巻き込まないように乳首を  

看の上にのせるように、上唇も唇の赤い部分ガ乳首の上に見  

えるように、外側にめ＜ります。   

・乳汁ガ常lこ乳首の内側に満たされているように傾きを変えて  

いきます。  

＊直接母乳を飲むのlこ較べてあまり早＜飲めてしまわない  

ように、乳首の選び万、乳首の穴の大きさ、飲む時の哺  

乳瓶の角度などに注意しましょう。  
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搾乳中に起きガちなトラブル  

①乳房の張りすぎ   

対処方法としては搾乳、冷やす、食事の注意、温めない、乳房を   

安静にする、上の子やパートナーに吸って買う等ガありますガ、   

まずは張らせすぎないようにすることガ大切です。  

②乳腺炎   

（全身の）発熱、乳房の発赤・腫脹・痛み・しこりなどガできた   

5、まずは搾る、冷やす、余事の注意、温めない、上のこどもや   

パートナーに吸って貰う等で対処します。それでも症状ガ続いて   

辛い時や、自分では対処できない時、体調も悪化する場合には医   

師や助産師に相談しましよう。  

③乳腺の詰まり（しこり）   

部分白引こしこりガできて痛い時lこは、母乳の出口ガ一部詰まって   

しまったことガ考えられます。乳頭の先に、ニキビの中身のよう   

なものガ詰まっているのガ見えたら、乳頭を傷つけないようにそ   

つと取り除いたり、しこりの部分を圧迫して搾乳したり、上の子   

やパートナーに吸って莫うなどで解消できることガあります。  

注意事項  

＊母乳はあ腹を緩＜することガあると言われているので、上の   

子やパートナーに吸って貰う時は、飲み込まないように注意   

することガ必要かもしれません。  
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④母乳の出ガ少な＜なる   

母乳の出を良＜するlこは、搾乳の回数を増やす（直接のませてい   

た時よりも搾乳の回数は減らさないようにしましよう）。こども   

のことを考えながらゆったり搾乳できるように環境を整える、パ   

ートナーやあ友達とぉ話をしたりしてストレスを減らす、疲れ過   

ぎや食事制限のし過ぎを避ける、などガ効果的だと言われていま   

す。  

⑤お母さんやこどもの（気持ちの）不安定   

おっぱいを直接あげられない問はあ互いに寂し＜なったり、あ母   

さんガこどもに罪悪感を持ってしまったりすることガあるかもし   

れません。でも、あ母さんガこどもにとってかけがえのない人で   

あることに代わりはありません。こどもと一緒に遊んで、スキン   

シップをとったりあ話をしたり、パートナーやあ友達とお話をし   

たりするのもよいでしよう。  

《相談を受けた母乳育児の支援者へ》  

相談を受けたものの知識や技術ガ十分でない場合、不安がある  

時等は自分ひとりで抱え込まないようにしましょう。より高度  

な知識や技術を持つ信頼できる開業の助産師、母乳外来のある  

施設などに相談・紹介することや、特に病的な範囲になってい  

る可能性ガある時は医師などと連携をとり、あ互いの知恵や技  

術を出し合ってより良い方法を探ることを躊躇しないようにし  

ましよう。  
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