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母乳育児と愛着形成に関連する文献的考察

A Literature Review on Breast-Feeding and Maternal Attachment
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要　旨

　本研究は、これまで報告されてきた母乳育児と愛着形成に関連した研究に関して文献的考察をすることにより、地
域母子保健において母乳育児を推進するための基礎資料とすることを目的とした。引用文献の検索には、医学中央雑
誌web版を用い、2000年以降2013年までの収載誌からキーワードを「母乳育児」と「愛着形成」として検索し、185件
がヒットした。さらに原著論文で絞り込み34件を採用した。結果、出産直後の授乳やタッチケア等の母子接触をおこ
なうことは、母子相互の愛着形成を促進することが、報告されていた。また、母子同室等や家族のサポートが授乳を
確立し継続させるとともに児への愛着形成を促すうえで重要であることが指摘されていた。授乳期にある母親の長期
にわたる継続的な母乳育児の支援が必要とされており、今後医療機関等の施設のみでなく、地域母子保健における介
入研究の成果が期待される。
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Ⅰ．はじめに

　母乳育児は、乳児の栄養面や免疫学的に良いだけでな
く、母児双方の心理安定や母児間の愛着形成にも有用で
あるといわれている（笹野ら，2005）。平成17年度乳幼
児栄養調査報告（厚生労働省）によると、授乳期の栄養
方法について０か月から６か月までの児の月齢別にみる
と、母乳栄養の割合は０か月が48.6％と最も高く、月齢
が上がるに従い減少する傾向にあるが、３か月以降はほ
ぼ横ばいの状況にある（南里，2011）。一方、人工栄養
の割合は、０か月や１か月ではそれぞれ3.5％、5.1％と
低率であるが、月齢が上がるに従い増加する傾向である。
他方、母親の考えていた母乳育児と実際の母乳育児の相
違から途中で母乳育児を断念し、その結果、児に対して

負の感情が芽生え虐待行為に及んでいたとの報告もあり
（井上ら，2012）、授乳は母親が妊娠期から産後の育児の
中で抱く不安の一つになっている。
　母乳育児が確立され、継続できることは、母子間相互
の愛着形成を促進し、健全な母子関係を育む上で重要で
あることから、母乳育児と愛着形成の関連について様々
な側面から報告されている。本研究は、これまで報告さ
れてきた母乳育児と愛着形成に関連した研究に関して文
献的考察をすることにより、地域母子保健において母乳
育児を推進するための基礎資料とすることを目的とし
た。
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Ⅱ．方法

　「母乳育児」とは、母親が自身の母乳を直接授乳し児
に与え、発育を促していくことと定義される（清水ら，
2011）。一方、「母乳栄養」とは、栄養として母乳を与え
ることと定義され、他の母親の母乳や搾母乳、哺乳びん
やチューブからの哺乳の場合も母乳栄養と定義される。
また、母乳と人工乳の両方を用いている授乳を「混合栄
養」、母乳の割合が20％以下の場合を「人工栄養」と分
類する。したがって、母乳の割合が10％前後の場合は「人
工栄養」に分類されるが、「母乳育児」は行っているこ
とになる（清水ら，2011）。
　本研究の引用文献の検索には、「医学中央雑誌web版」
を用い、2000年以降2013年までの収載誌からキーワードを
「母乳育児」と「愛着形成」として検索を行った。その結
果185件がヒットし、さらに原著論文で絞り込みを行って、
34件を採用した。また、本研究では、分娩直後から母乳栄
養を確立するまでの環境と看護介入に関する論述か、分娩
後に母子分離となった母親の母乳育児と愛着形成に関連す
る論述か、母乳育児と対児感情の変化等を検討した論述か
によって３つの視点から論点を整理した。

Ⅲ．結果

　発表年毎に文献数をまとめた（図１）。2000年以降で 
は、2001年に１件、その後2003年から2013年までは毎年
１件から４件までの推移であるが、2011年は９件の論文
が発表されている。

１．分娩直後から母乳栄養を確立するまでの環境と看護介入
　分娩直後から、母乳栄養を確立するまでの早期接触や
母子同室など環境と看護介入の検討をした文献を表１に
まとめた。

図１　文献数

表１　分娩直後から母乳栄養を確立するまでの環境と看護介入
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　カンガルーケアの実施について検討した文献が２件
（関本ら，2004；黒岩ら，2012）、母子間の応答過程に
ついて論述したものが２件（大橋ら，2008；香取ら，
2010）、タッチケアと愛着形成の関連について検討した
ものが４件（和智ら，2007；山本ら，2008；南田ら，
2008；高橋ら，2009）あった。また、母乳育児を促す
ための技術的支援の検討をした文献は、５件（柏原ら，
2006；服部ら，2009；多々納ら，2011；田中ら，2013；
稲石ら，2013）あった。また、産後母子同室の環境での
児への愛着形成の促進にむけた検討を行った論文は４件
（阿部ら，2003；小早川ら，2006；吉尾ら，2008；石山ら，
2013）あった。

２．分娩後に母子分離となった母親の母乳育児と愛着形
成の関連

　分娩後に母子分離となった母親の母乳育児の継続や愛
着形成の関連の検討をした文献を表２にまとめた。
　NICUに児が入院した母親が、搾乳の継続と児への
愛着を論じている論文が４件（角川ら，2010：立木ら，
2010；菅原ら，2011；嶋田ら，2011）あった。また、児
がNICUに入院した母親の愛着形成過程について論述し
たものが２件（原田，2001；高田ら，2008）、NICUに
児が入院した母親の母乳栄養の実態についての報告が１
件（平山ら，2012）であった。

表２　分娩後に母子分離となった母親の母乳育児と愛着形成の関連

３．母乳育児と対児感情の変化等の検討
　母乳育児に着目し、母親の対児感情の変化等を検討し
た文献を表３にまとめた。
　分娩直後から産後早期の母親役割の獲得について論じ
たものが２件（角川ら，2005；前原ら，2007）、産後１
か月時点での栄養方法と児への感情の関連を論じたもの
が１件（武本ら，2011）、それ以降の時期の栄養方法と

対児感情や育児不安等についての検討がなされたものが
４件（笹野ら，2005；大村ら，2006；松永ら，2011；井
上ら，2012）であった。
　他に、出産の満足度と対児感情について（園部ら，
2012）や、妊娠先行結婚における母親の対児感情の検討
（盛山ら，2011）、双子の母親が授乳方法を形成するプロ
セスについての報告も認められた（藤井ら，2010）。
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Ⅳ．考察

１．分娩直後から母乳栄養を確立するまでの環境と看護
介入

　母乳育児の確立や、母性意識を促進するために、分娩
直後のカンガルーケアや産後早期のタッチケアが推奨
されている（南田，2008；黒岩ら，2012）。正期産母子
のカンガルーケアは具体的にケアの状態を表すskin to 
skin contact（以後STS）と呼ばれることが多く、児を
母親の乳房の間に抱いて裸の皮膚と皮膚を接触させなが
らケアする方法を指す。南田ら（2008）は、STSや直接
母乳哺育を行うことは、早期接触の満足度を高めたと報
告している。また、STSは母子愛着形成を促進するとの
報告もあり（関本ら，2004）、分娩直後のSTSは対児感
情にプラスの影響を与える一要因であるが、これまで多
くの施設で行われてきた分娩直後の従来方式による母
子接触も、児に対する愛着形成を促進する効果がある
（黒岩ら，2014）。なお、日本周産期・新生児医学会では
2012年に「カンガルーケア」とは、全身状態が安定した
早産児にNICU内で従来から実施されてきた母子の皮膚
接触を通常指す。一方で、正期産新生児の出産直後に分
娩室で行われる母子の早期接触を「母子早期接触」と呼
ぶと定義している。新生児期からタッチケアをはじめる
ことは、低体重児をもつ母親、25歳未満の母親、母乳栄
養の頻度が少ない母親においては、児を受容する感情が
高まり（山本ら，2008）、かつ、帝王切開分娩の母親でも、

産褥６から７日目には、母親役割を肯定的に受け入れて
行くと報告している（和智ら，2007）。また、香取ら（2010）
は新生児に対する母親の応答スキルを高めるプログラム
の開発・導入により、出産後早期からの母子関係が促進
されたと報告しており、母親が子供に接する経験の支援
や、子どもへの注意力を高めるような看護援助は、母子
相互作用促進に対し有用である（大橋ら，2008；高橋 
ら，2009）。
　母乳育児のコツは、児が可能な限り適切に吸いつける
ようにすることである。また、乳頭トラブルの予防方法
として根拠があるとされているのは、適切なラッチ・オ
ンとポジショニングであり、多々納ら（2011）や服部ら
（2009）は、妊娠期指導にこれらを取りいれイメージづ
くりをしている。これらの指導を、Hands－offテクニッ
クで母乳育児支援を受けた母親は、自尊感情や自己効力
感を高め、対児感情・拮抗指数が有意に低下したと田中
ら（2013）は報告している。柏原ら（2006）も、母親の
授乳行動の観察から、母親が授乳について成功体験を繰
り返すと、母乳育児の継続への自信につながると述べて
いる。
　出産直後から母子同室を行うことは、退院後の母乳育
児を確立しやすく、母子愛着形成の早期確立を促進する
意味でも極めて有効とされている（小早川，2006）。吉
尾ら（2008）は、母子同室の早産、低出生体重児への可
能性と方向性について検討しており、注意深い管理の下
では出生直後からの母子同室は可能と結論づけている。

表３　母乳育児と対児感情の変化等の検討
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一方、母子同室時間と疲労感の関係を調査した結果で 
は、母子同室時間が疲労感の増強には関連しないことを
示している（石山ら，2013）。また、母子同室期間中に
母親が訴えた不安は、母乳育児に関する内容がもっとも
多いことから、阿部ら（2004）は、母親自身が主体的に
育児確立に参画することで問題解決能力を高めるため
に、育児指導チェックリストを作成している。
　以上のことから、母乳育児の確立や母性意識を促進す
るために、分娩を取り扱う医療機関を中心に出産直後か
ら母乳育児の確立を促すための様々な取り組みがなされ
てきている。しかしながら、地域母子保健における母乳
育児を推進する取り組みの報告は全く認められなかっ
た。現在、地域母子保健においては、妊婦教室等におい
て母性意識を高め不安なく育児が送れるよう健康教育を
実施しているが、虐待予防の観点から地域での孤立を防
ぐ内容に力点が置かれているところもあり、分娩前から
母乳育児を確立するための具体的な方策が十分に情報提
供できているとはいいきれず、母乳育児を推進するには
さらなるプログラム開発が必要であろう。

２．分娩後に母子分離となった母親の母乳育児と愛着形
成の関連

　早産や低出生体重によりNICUに入院した新生児に
とって、母乳はその後の成育に不可欠で重要な栄養源で
ある。児がNICUに入院している母親は、直接授乳が開
始されるまでの期間、長期にわたって搾乳で母乳分泌を
維持する必要があるが、平山ら（2012）の報告にもある
ように、母子分離状態となっている状況において、母乳
栄養の確立、維持は難しい。児がNICUに入院している
母親で、産後５日目における子どもの愛着形成は直接授
乳ができる群は直接授乳ができない群に比べ有意に高
かったと高田ら（2008）は報告しており、早期からの直
接授乳が愛着形成を促す効果を示していることから、母
子分離状態においても母乳分泌を維持する支援が必要で
ある。
　嶋田ら（2011）は、児がNICUに入院した母親を対象 
に、退院時の栄養が母乳栄養の母親を母乳群、退院時栄
養が混合・人工栄養の母親を非母乳群として２群を比較
した結果、母乳群は非母乳群と比べて児への愛着がより
強く、家庭で夫や家族の理解を得て精神的サポートを受
けており、搾乳しやすい環境であったと述べている。原
田（2001）も、極低出生体重児の母親の愛着形成過程に
おいて、家族、特に夫からのサポートや第１子の状態が
母親の精神状態の安定に影響して、愛着形成に間接的に
かかわっていたと述べており、家族のサポートが母乳育

児を継続させるうえで重要であることを示唆している。
また、搾乳を維持するには、母親の大変な努力が必要で、
要手搾乳は母親の身体的負担をかけることから、必要な
場合には電動搾乳器を取り入れ、無理なく搾乳が継続で
きるような支援が必要と報告している（角川ら，2010；
立木ら，2010）。
　地域母子保健においては、児が長期にわたってNICU
等に入院している事例は、児の退院前から医療機関に出
向き医療的ケアのみならず母親の育児における必要なサ
ポートについて退院調整会議等に参加し母親との信頼関
係を築きながら医療機関から地域への切れ目のない支援
体制を構築しているところである。医療機関での母乳育
児の確立や維持をめざした支援をふまえ、母乳育児が継
続できるよう医療機関とのさらなる連携が必要であろ
う。

３．母乳育児と対児感情の変化等の検討
　出産後、母親が初めて体験する育児行動が「授乳」で
ある。母乳は乳児にとって最良の栄養であるだけでなく、
母乳育児は母子間の愛着形成を深める重要な意味があ
る。しかし、「授乳」は、妊娠期、産褥期を通じて抱く
不安の一因になっている。角川（2005）は、妊娠32週か
ら産後1か月まで一貫した視点で授乳指導を行った。指
導を受けた母親は、母親の自尊感情や母性意識が高まり、
母親役割獲得が促進されたと述べている。前原（2007） 
は、産褥早期の授乳場面の観察で、母親が子どもに話し
かける内容が、一方向的なコミュニケーションから、子
どもの行動や反応を読みとり応答する相互的なやり取り
へ発展していくことを観察しており、今後母親役割獲得
過程との関連を検討することが課題である。
　児への栄養方法と、育児不安や対児感情との関連につ
いて、武本ら（2011）は、産後１か月の褥婦を対象に、
母乳栄養群と混合・人工栄養群で比較し、母乳栄養群の
方が、混合・人工栄養群より不安が低く、対児感情につ
いては、児に対する肯定的・受容的な感情が高かったと
報告している。笹野ら（2005）も、児が３か月の時点で
は、母親の児に対する愛着は形成段階ではあるものの、
母乳栄養は愛着と深く関与していると述べている。松
永（2011）は、生後１年前後の第１子に母乳育児を継続
している母親へのインタビューから、母親が授乳体験を
積み重ね、その中で感じたことや捉えたことを認め自覚
するということを繰り返すことにより、母親の自己効力
感を高め母乳育児継続への力となったことを報告してい
る。母乳育児支援への応用として、母乳育児は長期的に
継続していくものであることを考えると、母親の授乳体
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験に共感し、成功体験を認める働きかけがあれば、今よ
りも多くの母親が母乳育児を継続できると述べている。
一方、小学校就学前の我が子を虐待し専門家に通所支援
を受けている母親への母乳育児についてのインタビュー
で井上ら（2012）は、母親の考えていた母乳育児と実際
の母乳育児との相違から、途中で母乳育児を断念し、そ
の結果、児に対して負の感情が芽生え虐待行為に及んで
いたことを明らかにしている。
　周産期から生後１年までの母親が抱く児への愛着感情
の変化について、大村ら（2006）は、愛着得点は妊娠期
から生後３か月にかけ、有意に高まり、その後１年まで
一定のレベルを保っていた。また、愛着得点が上昇する
要因について、初産婦、妊娠を希望してなかった母親、
妊娠中に心配事があった母親、生後３か月時に育児不安
を抱えている母親、非母乳栄養の母親、育児の楽しさや
幸せ感を感じていない母親群は、妊娠期から生後３か月
にかけて愛着得点が有意な上昇を示さないことが分かっ
たと報告している。一方、妊娠先行結婚群と比較群で、
母親の育児期の児への愛着に差がないことや（盛山ら，
2011）、出産の満足感が高いと授乳における自信の不足
も低いことが報告されている（園部ら，2012）。
　出産後地域で過ごす母親は、母乳育児について相談す
るニーズがあるにも関わらず、相談機関が少なく地域に
よるばらつきもみられる。また授乳についての不安の内
容は児の成長とともに多様に変化していくため、地域に
おいて柔軟に相談できる体制の充実と身近な相談場所の
確保が望まれる。

Ⅴ．今後の展望

　今回、母乳育児と愛着形成をキーワードとして、文献
を概観したが、出産直後から産後１か月頃までの早期
新生児期の環境と看護の介入による研究が大半を占め
る。出産直後のカンガルーケアや母子接触を行うことは、
母子相互の愛着形成を促進することにつながり（関本，
2004；南田ら，2008；山本ら，2008；高橋ら，2009）、
予期せず帝王切開で分娩する、あるいは児がNICUに入
院する結果となっても、早期から直接授乳や搾乳を継続
することにより愛着形成を促す効果を示していることか
ら（大橋ら，2008；高田ら，2008）、母乳分泌を促し維
持する支援が必要であることが示された。
　母乳育児を促す支援として、具体的な授乳方法の助言
や直接的な指導を母親に行うことで母乳育児継続への自
信につながることから、妊娠期間中から妊婦教室等の機
会を使って、出産後の授乳についてイメージを具体化

していく教育は有効である（多々納ら，2011；服部ら，
2009）。今後は、妊娠期間中から授乳についての具体的
な教育ができるよう、母乳育児が不安なくできるよう有
効性の高いプログラムの開発や産後の母乳育児が継続で
きる支援方法の検討が必要であろう。
　また、母乳育児は母児双方の心理的安定を得る効果が
期待でき、離乳が完了するまでの間、長期的に継続して
いくものである。一方、生後３か月時において非母乳栄
養の母親群は愛着得点が上昇を示さないこと（大村ら，
2006）や、我が子を虐待したことのある母親が母親の考
えていた母乳育児と実際が違うことから母乳育児を断念
し、児に対する負の感情が芽生え虐待行為に及んだとい
う報告から（井上ら，2012）、授乳期にある母親の長期
にわたる継続的な母乳育児の支援が必要とされている。
多くの場合、出産した医療機関施設での母乳外来や地域
における助産所等で母乳育児支援がなされているが、地
域母子保健における母乳育児についての介入研究の報告
は少ない。今後、母乳育児を継続しようとする母親が、
利用できる身近な相談場所として地域母子保健における
介入研究の成果が期待される。
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