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要  旨 

 

背 景 

出生直後の母子間の早期母子接触（Skin-to-Skin Contact, 以下 SSC）は、

母親の胸で新生児が腹臥位で過ごす分娩期ケアの一つである。SSC は、母乳

哺育推進をする立場から、世界保健機構/国連児童基金をはじめとする多くの

組織や学会で推奨されている。しかし、SSC の実施方法は国際的にも統一さ

れておらず、我が国の中でも個々の医療施設の事情に任されている。このよう

な背景には、分娩の多くが正期産児にもかかわらず、SSC の有効性や安全性

に関する先行研究は、安全管理上十分配慮されている NICU 入院児を対象と

したものが主であり、その結果がそのまま正期産児にも当てはまると考えられ

ていること、また、正期産児を対象とした研究では、生理学的・生化学的側面

さらには心理学的側面から分析したものが少ないことがあげられる。従って、

SSC の有効性や安全性を検討するために、従来の主観的な指標と合わせて客

観的な指標を用いたデータの蓄積が重要であると考える。 
目 的 

本研究は 2 つの目的から構成される。研究 1 では、正期産で生まれた健康

な新生児を対象に、開始時間および実施時間が異なる SSC の効果を、SSC 中

の新生児の唾液中コルチゾール濃度、脈拍数と酸素飽和度の安定に要する時間

を用いて客観的な評価を行うことである。研究 2 では、健康な正期産児を経腟

分娩で出産した母親を対象に、妊娠・出産に対する心理要因、夫を含めた家族

関係や支援者の有無、産科的要因、分娩後の SSC の実施時間、産後の精神状

態（マタニティブルーズ自己質問票：MB 得点、エジンバラ産後うつ自己評価

表：EPDS）等と産褥 3 日目、産褥 5 日目、1 か月健診時における愛着尺度得

点[26 項目からなる Maternal Attachment Inventory：Maternal Attachment 
Inventory（以下 MAI）の日本語版、最低 26 点最高 116 点、高いほど愛着が

強いことを示す]との関連を検討することである。 
方 法 

研究１；研究対象は、妊娠経過に異常のない経腟分娩予定の妊婦から代諾が

得られた147名の新生児とした。そのうち、正期産、経腟分娩にて出生、出生体

重2500g以上、1分後および5分後アプガースコア8点以上、出生後に酸素投与な

どの医学的治療がなくSSCを実施した新生児のうち、出生後1分値・60分値・

120分値の計3回唾液中コルチゾール濃度が測定できた79名の新生児を本研究

の解析対象者とした。研究期間は、2009年1月から10月、愛知県内の正常分娩

を取り扱い、母乳哺育を推進している2施設の産院で行った。 
研究2；研究１参加者のうち、産褥入院期間および1か月健診時において、質

問紙調査を実施できた56名を解析対象者とした。研究開始に先立ち、名古屋大



学医学部生命倫理委員会の承認を得て、その後さらに研究協力施設長の許可を

得て実施した（承認番号565, 565-2, 565-3, 565-4, 565-5, 565-6）。 
結 果 

研究1-1；SSC開始時間別による分析（79名の対象者のうち脈拍数と酸素飽和

度のデータが得られた68名を解析） 
SSC開始時間により、対象者をBirth SSC群（生後5分以内にSSC開始）32例

とVery Early SSC群（生後5分以上経過後にSSC開始）36例の2群に分けた。

Kaplan-Meier法によると、Birth SSC群はVery Early SSC群より有意に早く脈

拍数が160回／分以下に安定した（P <0.01, by log-rank test）。産科的要因およ

び新生児要因をコックス比例ハザードモデルにより調整した結果、Birth SSC
群がVery Early SSC群に比べて2.5 (95%信頼区間:1.4-4.5)倍心拍数が安定しや

すかった。一方、同様な検討で酸素飽和度92％および96％に安定するまでに要

する時間には、両群間に有意な差は認められなかった（P=0.69, P=0.39, by the 
log-rank test）。 
研究1-2；SSC実施時間別による分析 

SSC実施時間により、対象者を60分以下群18例と60分超群61例の2群に分け

た。繰り返しのある2元配置の分散分析による一般線形モデルを用いて、産科的

要因、新生児要因及び出生後1分の唾液中コルチゾール濃度で調整した出生後60
分と120分の唾液中コルチゾール濃度は、60分以下群は、5.03±0.46㎍/㎗、

2.71±0.40㎍/㎗、60分超群は、3.94±0.24㎍/㎗、2.08±0.21㎍/㎗となり、60分超

群が60分以下群に比して、有意に唾液中コルチゾール濃度が低値であった

（P<0.05) 。 
研究2；母親のMAI得点との関連する要因及び重回帰分析 
対象となった母親の平均年齢は 31.1±4.1 歳、平均妊娠週数は 39.7±1.0 週、

産褥 3 日目 MAI 及び 5 日目 MAI 得点は、それぞれ、96.4±6.7, 99.0±5.8, 1 か

月 MAI 得点は、99.6±5.5 点であった。3 時点の MAI 得点は、相互に強い相関

を認めた（3 日目 vs 5 日目：相関係数＝0.855, 3 日目 vs 1 か月：0.730, 5 日

目 vs 1 か月：0.805）。各時期の MAI 得点を従属変数、各々の MAI 得点と相

関分析によって有意及び境界有意な関連を示した要因を独立変数として、強制

投入法による重回帰分析を行った。産褥 3 日目の MAI 得点は、互いに独立し

て 3 日目までの MB 得点、母親の職業有り、里帰り分娩有りが負の関連、胎

動の喜びと妊娠判明時の夫の喜びの態度が正の関連を示した。次いで、産褥 5
日目の MAI 得点は、3 日目の MAI 得点に関連していた MB 得点、胎動の喜

び、妊娠判明時の夫の喜びの態度に加えて、SSC の実施時間が先の要因と独

立して正の関連を示した。1 か月健診時の MAI 得点とは、重回帰分析では互

いに独立して関連を示す要因は見られなかったが、単相関分析では妊娠判明時

の夫の喜びの態度、夫の妊娠時の協力、結婚への肯定感が有意な正の関連を示

した。最後に、研究 1 と研究 2 において SSC の実施中に、呼吸状態の変調等



を起こした症例はなかった。 
考 察 

健常な正期産児を対象とした本研究により得られた主たる結果は、以下の 3
つである。 
第一は、SSC の開始時間に関して、出生 5 分以内に開始する Birth SSC 群

は、5 分以上経過してから開始した Very Early SSC 群よりも有意に出生後、

脈拍数が安定化しやすいことが示唆された。 
第二に、SSC 実施時間に関して、60 分を超えて SSC を実施する群の方が、

60 分以下群に比して、出生後 60 分から 120 分値の唾液中コルチゾール濃度

が有意に低いことが明らかになった。唾液コルチゾール濃度はストレスの指標

とされており、60 分を超えて実施する SSC は、60 分以下の SSC に比して、

有意に分娩直後の新生児のストレスを軽減する効果があることが示唆された。 
第三に、SSC 実施時間が他の要因と独立して産褥早期の児への愛着に対し

て影響を与えることが分かった。 
以上の効果が認められた原因の一つとして、出生早期の SSC によって体温

が安定し、啼泣数が減少することが、新生児自身の心拍数の安定に繋がり、さ

らに SSC の実施により生じる出生早期の新生児の啼泣時間の短縮や睡眠時間

の延長などの新生児の安定が、児への愛着を高めた可能性が考えられた。 
本研究において強調すべき点は、ストレス指標として新生児への侵襲が少な

い唾液コルチゾール濃度を用いたこと、さらにコルチゾール濃度によるストレ

スの評価に対して、出産直後の新生児のストレスに影響すると考えられる産科

的要因を統計学的に調整した結果を示したことである。一方、本研究の限界と

しては、研究手法として SSC を開始時間や実施時間によって 2 群に分ける際

に、ランダム化されていないことが挙げられる。次に、本研究では 60 分以上

SSC を続けることが新生児のストレス軽減に繋がることを示唆したが、効果

が期待できる SSC 実施時間や SSC 中の新生児の安全管理方法については、今

後も研究を重ねていく必要がある。 
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Ⅰ章 序 

１． はじめに 

出生直後の新生児が、分娩台の上で母親に抱かれながら、呼吸を整え哺

乳行動を行う姿は、助産師として分娩期ケアを行う際に至福を感じる時間

である。本研究は、研究者が臨床助産師として実践してきた Skin-to-Skin 
Contact (SSC)が、分娩直後の新生児にどのような影響をもたらしているの

かという、臨床上の疑問から始まっている。 

ヒトのライフサイクルにおいて、出生に伴う子宮内生活から子宮外生活

への移行時期は、もっともダイナミックであり、かつ、生命が危険に曝さ

れる時期である。それ故に、周産期医療に関わる助産師及び看護師は、出

生直後の新生児に対して、新生児の体温喪失を予防し、出生に関連するス

トレスを減少させ、子宮外生活へ適応を促進し、母子愛着形成および早期

母乳哺育が開始できるようにケアをしなければならない。 
SSC は、1970 年代に南米コロンビアのボタゴから、未熟児室の過密と

院内感染による高い死亡率を解消するために、母親の着衣の内部での皮膚

と皮膚の接触を保つことによって保温を行う方法として報告された。また

同時に、SSC に伴って母乳哺育率が増加し、さらに母親による養育放棄率

が減少した。その後、この SSC は、1980 年代より欧米において、低出生

体重児を対象にできるだけ早期に乳児を退院させ、母子愛着形成と母乳哺

育を促進するために実施されてきた。同時に、UNICEF/WHO の後援のも

とに途上国にも広まった。日本においても 1990 年代により欧米と同様、

NICU 内で低出生体重児に対して SSC が行われるようになった。一方で、

正期産児に対する SSC は、早産児の SSC とは異なった経緯で広まった。

1987 年 Widström ら 1)は、出産直後の母親の腹部に新生児を静かに寝かせ

ると、新生児が腹部から乳房に向かって這いあがり、乳首を吸啜すること

を報告した。早期母子接触は、出生後すぐに、母親の胸で新生児が腹臥位

で過ごす方法である。その後、Righard ら 2)は、早期母子接触を 1 時間実

施した新生児のほうが、母子分離した新生児より高い体温を維持し、母乳

哺育率の成功率、その後の母乳哺育継続率が高まる 3~6)ことを報告した。

これらの報告に基づき、1996 年に WHO7)は、正期産児においても出生早

期からの SSC を推奨し、2005 年にはアメリカ小児科学学会 8)においても

母乳哺育を推進する立場から SSC の推奨が明文化された。このような背景

のもと、日本では 2000年代に入り急速に SSC が一般産科施設へも普及し、

約 70％の分娩施設で実施されるようになった。2009 年には、我が国にお

いても「根拠と総意に基づくカンガルーケアガイドライン」9)が作成され、

生後できるだけ早期にできるだけ長く母子接触をすることが明文化された。

しかし、現実には、SSC の実施方法は統一されておらず、個々の医療施設

の事情に任されたままであり、近年、SSC を実施している最中は、医療者



による新生児の呼吸循環状態の観察が行いにくいために、呼吸停止に至る

症例なども報告されている。このような現状の背景として、過去に行われ

た SSC の有効性に関する研究が、安全管理上十分に配慮されている NICU
に入院中の低出生体重児を対象とするものが主 10, 11)であり、その有効性が

そのまま正期産児にも当てはまると考えられていること、また、過去の正

期産児を対象とした研究が、対象、実施のタイミング、実施時間などにば

らつきがあり、多くは SSC を実施した群と未実施群との比較をすることに

よって SSC の有効性を証明しているものであったことが挙げられる。すな

わち、ガイドライン 8)では生後できるだけ早期にできるだけ長く母子接触

をすることを推奨しているが、出生後何分までに開始したら直後に開始す

るのと同様の効果は得られるのか、さらにどれくらいの時間 SSC を実施す

るのが効果的か、などいずれも明らかにされていない。加えて、正期産児

に実施される SSC は、母乳哺育推進の面から急速に普及した背景があるこ

とから、その影響を生理学的・生化学的側面から分析したデータの蓄積が

未熟児に比べて少ない。従って、SSC の安全性を担保する面からも、客観

的な指標を用いたデータの蓄積が重要であると考える。 
そこで、私は、SSC の開始時間や実施時間が出生直後の新生児のストレ

スにどのような影響を与えているのかに興味を持ち、以下に示すように、

文献検討の後、研究計画を立案、実施した。さらに、得られたデータを統

計学的に分析することによって、正期産児における SSC の有効性に関する

新たな知見を得た。 
 

２． 本研究の背景 

文献検索は、Pub MED および医学中央雑誌 WEB 版、Cochrane Library 
Databases および引用文献やシステマティック・レビューからハンドサー

チを行った。Pub MED において、検索年度は 1966 年～2010 年とし、検

索条件は、Humans, English, Japanese, Newborn: birth-1 month に限定

し、検索語は kangaroo Care, Skin-to-Skin Contact とした。その結果、

kangaroo Care に関する文献は 47 件となり、そのうち正期産児の生理学

的指標を検討したものは 3 件であった。同様に、Skin-to-Skin Contact に
関する文献は 16 件となり、そのうち正期産児を対象に生理学的指標を用

いて検討されたものは 2 件であった。ストレスの客観的な指標として、血

中コルチゾール濃度や唾液中のコルチゾール濃度が利用されているが、新

生児であることを考慮して、Saliva Cortisol and Kangaroo Care または 
Skin-to-Skin Contact で検索すると 2 件あったが、いずれの文献も早期産

児を対象であった。医学中央雑誌 WEB 版において、検索範囲は、1995～
2010 年とし、検索条件は、ヒト、新生児、原著論文とした。その結果、

168 件が検索され、そのうち、18 件が正期産児に関する文献であった。 



 

１） Skin-to-Skin Contact と新生児の生理学的変化 

出生早期の SSC の効果について、健康な正期産児を対象とし、生理

学的・生化学的指標を用いて検討された研究は少なく、用いられた指

標も体温、心拍数、呼吸数血糖値に限られていた。 

Christensson ら 12)は、SSC 群 25 名コット群 25 名の正期産児を対

象とし、生後 8～11 分で SSC を開始し生後 90 分まで SSC を実施し

た。生後 15 分での SSC 群の腋窩温は、36.6±0.47℃、コット群は 36.5
±0.47℃で、2群間に有意な差は認められなかったが、生後 90分では、

SSC群の平均腋窩温は37.1±0.33℃、コット群は36.8±0.41℃となり、

有意な上昇を認めた (P<0.01)。同研究では、生後 90 分での心拍数お

よび呼吸数、血糖値についても比較したが、心拍数は、SSC 群 136.6
±6.9 回/分、コット群 140.7±9.0 回/分で有意な差はなく、呼吸数は、

SSC 群 44.3±7.9 回/分、コット群 49.8±10.2 回/分で有意に SSC 群が

低く(P<0.05)、血糖値は SSC 群 3.17±0.70mmol/l、コット群 2.56±
0.71 mmol/l で有意に SSC 群が高かった(P<0.01)。Bystrova ら 13)は、

SSC 群 44 名、肌着を着用して母親に抱かれる群 44 名、肌着を着用し

コットで管理される群 88 名の 3 群の新生児について、SSC を平均生

後 22 分から開始し、腋窩温、背部温、大腿温、下肢温の 4 か所の体温

変化を生後 30 分から 120 分まで 15 分ごとに観察した。その結果、3
群すべての新生児において、観察時間中、有意に体温上昇し、生後 30
分と生後 120 分での各測定箇所の体温差は、腋窩温は、SSC 群 1.68
±1.51℃、抱っこ群 1.30±0.70℃、コット群 0.87±0.73℃、背部温は、

1.47±0.91℃、1.33±0.81℃、1.27±0.70℃、大腿温は、1.80±1.20℃、

1.86±0.77℃、1.15±0.78℃となり、SSC 群および抱っこ群はコット

群に比して有意に体温上昇の度合いが高いことを示した。一方、下肢

温の差については、SSC 群 3.01±1.83℃、抱っこ群 1.13±1.40℃と体

温上昇を認めたのに対し、コット群の新生児では、-1.00±1.37℃と有

意に低下することを示した。Marín ら 14)は、生後 35 週から 42 週で出

生した新生児を SSC 群 137 名、コット群 137 名に無作為化割り付け

し、出生直後から SSC を実施し 120 分間の観察を行った。その結果、

生後 1 分の平均体温は、SSC 群は 36.6±0.79℃、コット群は 36.9±
0.58℃（P<0.01）とコット群が SSC 群に比して高い体温であるにも関

わらず、生後 1 分から生後 5 分までの平均体温上昇は、SSC 群は 0.07
±0.58℃、コット群は-0.22±0.52℃であり、SSC 群のほうがコット群

に比して有意に生後 5 分間は体温が上昇することを明らかにした

（P<0.01）。上記のように、新生児の体温については、腹部温および

腋窩温ともに、有意な上昇効果が示唆されている 15~19)。生理学的見地



からのその他の影響については、SSC 中の新生児の啼泣時間や啼泣を

定量的に測定した研究から、SSC 中の新生児の啼泣数が減少 12, 15, 16, 21, 

22)することが明らかにされている。また、Ferber ら 20)は、SSC 群 25
名、コット群 22 名の正期産児を対象に、生後 10 分以内に SSC を開

始し 80 分以内に SSC を中止した新生児の状態を 2 分ごとに評価した

結果、SSC 群がコット群に比して、有意に睡眠状態が長く、屈曲姿勢

が多く伸展姿勢が少ないことを明らかにし、さらに SSC 終了 4 時間後

も有意に深睡眠時間が多いことを報告している。 

以上のように、健康な正期産児おける出生早期の SSC の効果につい

ては、体温維持効果や啼泣数の減少、睡眠時間延長などが明らかにな

っているが、心拍数や酸素飽和度( Oxygen saturation :SpO2)を経時的

に調査されたものはなかった。出生直後の新生児を腹臥位で管理する

SSC は、呼吸を開始したばかりの新生児の呼吸状態を観察することが

困難であるため、安全性の面からも SSC 中の新生児の心拍数や SpO2

の変化について明らかにする必要があると考えた。 

2007 年の Cochrane review23)では、SSC の効果を研究した 30 文献

（計 1925 組の健常な母子）が検討され、先行研究における SSC は、

開始時間や実施時間が様々であることが指摘された。そこで、Moore 
ら 23) は、SSC を以下のように、 (a) Birth SSC：新生児を母親の胸

もしくはおなかの上に、出生後の最初の時間を腹臥位で寝かせ、少な

くとも出生後 1 時間は実施する方法。新生児への吸引は母親の胸上で

行い、清拭と温めた毛布で背中を覆う。 (b) Very Early SSC：出生後

おおよそ 30～40 分、裸の乳児をキャップなどなしで、裸の母親の胸

に腹臥位で寝かせ、毛布で背中を覆う方法 (c) Early SSC：出生後１

～24 時間に実施する方法で、母親は衣類の前を開け、裸の新生児を衣

類の中に入れ、胸の間で腹臥位に寝かせる。の 3 つのカテゴリーに分

け、今後の SSC の研究をする際には、SSC の開始時間や実施時間を

明確に記載することを推奨した。 
 

２） 新生児の唾液中コルチゾール濃度 

ヒトが物理的・精神的・生理的ストレスを受けると、体内ではそれ   

に対応して、視床下部－下垂体－副腎系

（hypothalamic-pituitary-adrenal 系：HPA 系）が活性化する。この

反応を利用して、成人や小児において血中コルチゾール濃度をストレ

スの指標とした多くの研究がなされてきた。近年、唾液中コルチゾー

ル濃度が血中コルチゾール濃度と相関することが明らかになり、非侵

襲性であることからヒトのストレス評価として注目されている。しか

しながら、新生児における唾液コルチゾール濃度に関する研究は検体



の採取方法や測定方法も含めて未だ限られている。 

 

（１） 新生児の唾液採取方法に関する文献検討 

1980 年代後半より、乳児を対象として、採血や母子分離などのス

トレスに対する行動反応評価にコルチゾール濃度を用いた研究が実

施されはじめた 24~27)。初期の先行研究において、新生児の唾液採取

は成人とは違う特殊な方法が採られていた 24, 27, 28)。唾液分析に必要

な十分量を確保するために、歯科用ロールコットンを用いて、採取

時間は 5～10 分間かけて新生児の唾液を吸収させ、さらに唾液分泌

促進のために、クエン酸などを用い、その後、歯科用ロールコット

ンを遠心分離し、唾液を抽出する方法が一般的であった。上記のよ

うな方法により唾液を収集しても、抽出できる唾液量は 135～450
㎕と使用する歯科用ロールコットンによって一定せず、一方、分析

には 25～2000 ㎕が必要であったため、収集方法に問題が指摘され

ていた 28)。また、クエン酸を付加して採取した唾液は、分析の際に

唾液の pH を調整する必要があった 29)。2000 年以降、歯科用ロール

コットンに変わり、eye sponge が、唾液収集の際に一般的に用いら

れるようになった。この eye sponge は、1 本で 200 ㎕の唾液を収集

することができ、先行研究のような手順を踏まなくても、簡易に唾

液を収集することが可能になった。 
 

（２） コルチゾールの生理学的特徴に関する文献検討 

新生児の唾液中コルチゾール濃度と血漿中コルチゾール濃度の関

係について検討した研究がいくつかある 24, 27, 30)。Francis ら 24)は、

生後 1 週間の 36 名の正期産児の唾液および 41 名の血漿のサンプル

を採取した。その結果、血漿中コルチゾール濃度と唾液中コルチゾ

ール濃度の相関係数は 0.83（P<0.01）であった。Gunnar ら 27)は、

生後 2 日目の 33 名の正期産で出生した健康な新生児を対象に、唾液

および血漿サンプルを採取した。その結果、相関係数は 0.70 であっ

た。このように、新生児においても、唾液中コルチゾール濃度と血

漿中コルチゾール濃度は強い相関が認められている。 

また、Francis ら 24)は、8 名の正期産児を対象に出生後 2 時間お

きに 24 時間の変化を調査し、出生時が唾液中コルチゾール濃度は最

大となり、その後減少し、2 時間後から緩やかに上昇を続け、生後

12~14 時間に第 2 の濃度上昇を認めることを明らかにしている。

Gunner ら 27)は、正期産で出生した生後 2 日目の新生児 40 名を対象

に、かかと採血前後の唾液中コルチゾール濃度を比較した。採血後

の唾液サンプルは刺激後 25 分後に採取された。その結果、採血刺激



により有意に唾液中コルチゾール濃度が上昇することを明らかにし

た。この結果から出生早期の新生児のストレス反応評価に、唾液中

コルチゾール濃度の有用性を示した。10 名の正期産児を対象に唾液

中コルチゾール濃度の縦断的評価を行ったBettendorf ら 31)は、6時、

12 時、18 時、24 時に唾液中コルチゾール濃度を測定し、その濃度

は 0.8~60.6nmol/L の範囲となり、生後 2～5 日では日内変動はない

ことを明らかにした。また、測定されたコルチゾール濃度は、新生

児の睡眠・覚醒状態や在胎週数、出生体重や現在の体重と関連がな

いことも明らかにした。Klug ら 32)は、健康な新生児を対象として、

生後 18～24 時間以内と 25～55 時間以内の唾液中コルチゾール濃度

を測定した。21 名の生後 18～24 時間以内の新生児の唾液中コルチ

ゾール濃度について、午前中・昼・夜と 3 回測定し、それぞれ、

14.25±11.82 ng/ml（平均値±標準偏差）、12.97±11.26 ng/ml、
10.71±6.58 ng/ml であった。98 名の生後 25～55 時間以内の唾液中

コルチゾール濃度は、9.76±9.36 ng/ml、8.61±5.71 ng/ml、8.19±5.29 
ng/ml であった。その結果、朝の唾液中コルチゾール濃度のみ、生

後 24 時間以内の唾液中コルチゾール濃度が生後 24 時間以上経過し

た濃度より高いことを明らかにした（P<0.01）が、日内変動を明ら

かにすることはできなかった。また、同研究は 32)、生後 24 時間以

内の唾液中コルチゾール濃度と臍帯血動脈 pH に有意な負の関連を

認め（r=-0.52）、分娩時のストレス指標としての有用性を示唆した。

Bettendorf ら 31)同様、健康な正期産児において、男女差および在胎

週数が唾液中コルチゾール濃度に与える影響はないことを示した。

Nelson ら 33)は、11 名の日齢 3，4 日の健康な新生児の踵採血前後に

おける変化について、唾液中コルチゾール濃度を用いて比較した。

その結果、唾液中コルチゾール濃度は、3.7 nmol/L から 14.9 nmol/L
に増加し（P<0.01）、踵採血後の痛み反応は採血後 20 分で有意に増

加することを明らかにした。川上ら 34)も、同様に、生後 5 日目の正

期産児 321 名を対象に、新生児の採血中の顔の表情と鳴き声をビデ

オ録画し得点化する行動評定と唾液および血清コルチゾール値との

関連性を調査した。その結果、採血前後の唾液中コルチゾール濃度

は血中コルチゾールと正の関連があり（r=0.50, P<0.01）、行動評定

得点と血中コルチゾール濃度(r=0.17, P<0.01)および採血後の唾液

中コルチゾール濃度(r=0.33, P<0.01)と関連があることを示した。 

その他、在胎週数 38 から 40 週の生産された羊水中コルチゾール

濃度は 82±12 ng/ml35)であること、Kulski JK ら 36) （1981）は、

母乳中のコルチゾール濃度を測定し、初乳（産褥  2 日目）では、

1.02±0.2 ㎍/㎗、成乳（産褥 10 日目）では、 0.18±0.1 ㎍/㎗と初乳



濃度のほうが成乳濃度より低いことを示した。 

これらの先行研究を踏まえ、SSC の評価に唾液中コルチゾール濃

度を用いたものが 2 件あった。Gitau ら 37)は集中治療の必要がない

在胎週数 29 週の 14 人の乳児を対象に、20 分間の SSC の前後 20
分で唾液コルチゾール濃度を比較した。その結果、20 分間の SSC
が唾液のコルチゾール濃度を有意に減少させる(P<0.01)ことを示し

た。一方で、集中治療を必要とする 17 人の乳児（25-33 週）を対象

に少なくとも 1 時間の SSC を行った Mörelius ら 38)は、SSC の前

中後に、唾液のコルチゾール濃度の変化を観察した。その結果、彼

らは、唾液のコルチゾール濃度は増減するが、有意な変化を示さな

いと報告した。以上、いずれも早期産児を対象としたもので出生早

期の正期産児を対象とした研究をみつけることができなかった。 

 

３． 研究の目的 

本研究は 2 つの目的から構成される。第一は出生後早期の新生児から唾

液を採取する方法と唾液中のコルチゾール濃度を測定する方法を確立する

こと。第二は正期産で生まれた健康な新生児を対象に、開始時間および実

施時間が異なる SSC の効果を、SSC 中の新生児の唾液中コルチゾール濃

度、脈拍数(Pulse Rate: PR)と酸素飽和度の安定に要する時間を用いて客

観的な評価を行うことである。 

 

４． 本研究の用語の操作的定義 

１） Skin-to-Skin Contact: 羊水や血液をふき取った後、オムツおよび

帽子のみを着用した新生児を、母親の胸腹部に腹臥位で寝かせ、

その上から、温めたタオル 2 枚で母子を覆う方法。 

（１）Birth SSC: SSC を出生 5 分以内に開始する方法 
（２）Very Early SSC: SSC を出生 5 分以上経過してから開始する方法 

２） 健康な正期産児：正期産、経腟分娩にて合併症がなく出生し、出

生体重 2500g 以上、1 分後・5 分後アプガースコア 8 点以上、出

生後に酸素投与を含む医療処置が行われなかった新生児。 

３） 脈拍数の安定：10 秒ごとに測定した PR 値が 3 連続で 120-160
回/分を記録した時点 

４） 酸素飽和度の安定： 10 秒ごとに測定した SpO2値が 3 連続で 92%
以上，96%以上を記録した時点 

 

５． 倫理的配慮 

研究開始に先立ち、名古屋大学医学部生命倫理委員会の承認を得て、そ

の後さらに研究協力施設長の許可を得て実施した（承認番号 565, 565-2, 



565-3, 565-4, 565-5, 565-6）。研究の遂行に当たっては、倫理規定を遵守し、

研究説明および同意は口頭および文書を用いて行い、収集したデータおよ

び検体は保健学科内の鍵のかかる場所で保管している。 

 

６． 分析方法 

対象者属性の比較については、Student’s-t 検定およびχ2検定を行った。 
新生児 PR および SpO2が安定するまでに要する時間を算出し、Birth 

SSC 群と Very Early SSC 群に分けて、Kaplan-Meier 法を用いて PR お

よび SpO2安定化率の累積曲線を作成した。それぞれの指標が安定するま

でに要する時間と SSC 開始時間との判定については、log-rank 検定を用

いた。さらに、PR および SpO2が安定するまでの時間に関連する産科的要

因および新生児要因を調整するために、コックス比例ハザードモデルによ

る解析を行った。 
新生児の唾液中コルチゾール濃度の分析には、繰り返しのある 2 元配置

の分散分析による一般線形モデルを用いて産科的要因および新生児要因を

調整し、唾液採取を行った 3 時点の 2 群間の比較を行なった。得られた結

果は、統計ソフト SPSS17.0 for Windows を用いて統計分析をおこなった。

有意水準は 5％未満の両側検定とした。 
 

 

Ⅱ章 新生児の唾液採取方法および唾液中コルチゾール濃度測定方法に関す

る研究 

新生児の唾液中ストレス関連ホルモンについての先行研究は、国内外を通

じて少なく検体の採取方法及び測定方法も十分に確立されていない。そこで、

先ず出生直後の新生児に対して唾液を採取する方法の確立、次いで唾液中で

測定可能なホルモンの同定、さらにはそのホルモンの出生直後の推移を明ら

かにすることを目的として以下の研究を行った。 
 

１． 研究対象および調査期間 

研究対象は、母子ともに妊娠経過に異常がなく、両親より研究参加の代

諾が得られ出生直後の気道吸引がなく、SSC を実施した正期産児 72 名で

あった。調査期間は、2008 年 1 月～3 月、愛知県内で正常分娩を取り扱い、

母乳哺育を推進している 1 施設の産院で行った。 
 

２． 測定方法の確立 

唾液分析は、名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻教授川部勤

先生の指導のもとに行った。 

新生児の唾液採取は、出生後１分、20 分、120 分の 3 時点とした。唾液



採取は、Salimetrics 社製乳児用 Sorbette(P/N 5029)を用いて実施した。

研究者自らが Sorbette を新生児の舌下に口角から挿入し、45 秒から 60 秒

かけて唾液を採取した。採取後、Sorbette は、専用容器に入れ密閉し、唾

液の抽出まで、マイナス 85℃で保健学科内において冷凍保存した。 

唾液の抽出は、自然解凍した専用容器ごと 15 分間 3500 rpm で遠心分

離を行い、60 ㎕をマイクロチューブに分注し、マイナス 85℃で冷凍保存

した。 

唾液コルチゾール定量には、Salimetrics 社製・高感度唾液コルチゾー

ル酵素免疫測定法キット（以下、唾液コルチゾールキット）を用いて測定

した。なお、本キットによる唾液中コルチゾール濃度の検出範囲は、0.003 
㎍/㎗から 3.0 ㎍/㎗である。唾液中コルチゾールの分析にあたり、出生直

後の新生児の唾液中コルチゾール濃度が未知であることから、適切な希釈

倍率を検討した。唾液コルチゾールキット内に同梱されている Assay 
Diluent を用いて唾液を希釈し、40 倍希釈、20 倍希釈、10 倍希釈にて数

本の検体中のコルチゾールの測定を行った。その結果、10 倍希釈の場合に、

多くの検体が唾液コルチゾールキットの検出範囲内に入ることを確認し、

本研究の至適希釈倍率であると判断した。 

測定操作については、唾液コルチゾールキットの説明書に従い行った。 

抗コルチゾールモノクロナール抗体がコーティングされている 96 穴の

microplate に標準コルチゾール溶液（3.000, 1.00, 0.333, 0.111, 0.037, 
0.012 ㎍/㎗）と 10 倍希釈の新生児の唾液サンプルを 25 ㎕ずつ各 well に
分注した。さらに、西洋ワサビペルオキシダーゼにより標識されたコルチ

ゾールの Assay Diluent による希釈液を 200 ml ずつ分注し、5 分間 500 
rpm で攪拌混合し、55 分間室温で恒温放置した。その後、10 倍希釈した

wash buffer 液を用いて洗浄を 4 回行い、各 well に 200 ㎕の基質

（tetramethylbenzidine）を分注し、5 分間 500 rpm で攪拌混合したのち、

25 分間暗室で酵素反応を行い、硫酸 50 ㎕を分注し、反応を停止させ 3 分

間 500 rpm で攪拌混合した。吸光度は、microplate reader (Bio Rad 社製・

モデル 680 マイクロプレートリーダー)にて、450 nm の波長で測定した。 

標準液のコルチゾール濃度と吸光度を片対数グラフにプロットして検量

線を作成し、得られた検量線より唾液中コルチゾール濃度を算出した。 

 

３． 出生直後の新生児の唾液中コルチゾール濃度の推移 

分析対象は、出生後１分、20 分、120 分の 3 時点すべて唾液が収集でき

た 7 名分 21 本の検体とした。対象となった母親の平均年齢は 29.2±5.19
歳、平均妊娠数は 39.9±1.1 週、分娩第 1 期所要時間 586.8±586.2 分（平均

±標準偏差）、分娩第 2 期所要時間 52.5±69.8 分、分娩第 3 期所要時間

5.54±2.14 分であった。新生児の平均出生体重は、3121.1±398.0g、1 分後



アプガールスコア 8.8±0.8 点、5 分後アプガールスコア 9.4±0.5 点、臍帯動

脈血 pH7.2±0.1 であった。 
新生児の唾液中コルチゾール濃度は、出生後１分値 8.0±6.4 ㎍/㎗、20

分値 5.6±4.4 ㎍/㎗、120 分値 2.6±2.3 ㎍/㎗であった。この結果について、

測定濃度に関して先行研究と差が無い 24, 27, 30~33)こと、また、先行研究と

同様、時間とともに濃度が低下する 38)こと確認し、唾液の採取及び唾液中

のコルチゾール濃度の測定方法を確立した。しかし、測定上の問題点とし

て、分娩直後の新生児の唾液中への羊水、血液の混入が考えられた。本研

究は、臍帯切断前の呼吸を開始した新生児の口腔内から唾液を採取する方

法である。新生児の呼吸開始の際には、口腔内の羊水はほとんど自然に吐

き出されていること、採取の際には、口腔内の血液付着がないことを確認

し、唾液採取を行った。口腔内の血液付着が目立つ場合には、唾液採取の

前に口腔内 Sorbette を用いて清拭し、再度 Sorbette を用いて唾液採取を

試みた。それでも、少量の羊水や血液の混入は予測されたが、本調査で得

られた結果と羊水や血液中のコルチゾール濃度との間に差があることから、

両者の混入は少量であると考えた。 また、分娩後 2 時間の間には、早期

母乳哺育が開始されているため、母親の初乳の混入も考えられた。しかし、

分娩直後の母親の乳汁分泌は、極少量であることと、初乳中に含有される

コルチゾール濃度は低いことから、本研究結果に大きな影響を与えるもの

ではないと考え、第三章に記す研究に着手した。 
 

 

Ⅲ章 唾液中コルチゾール濃度、心拍数、酸素飽和度を指標とした SSC の効

果に関する研究 

１． 研究目的 

研究目的 1：SSC の開始時間が、新生児の脈拍数、酸素飽和度に与える

影響を明らかにする 。 
研究目的 2：SSC の実施時間が、新生児の唾液中コルチゾール濃度に与

える影響を明らかにする。 

 

２． 研究デザイン 

研究デザインは、量的観察研究とした。 

 

３． 研究対象および調査期間 

図１に、本研究の流れを示した。研究対象は、妊娠経過に異常のない経

腟分娩予定の妊婦から代諾が得られた新生児とした。研究協力依頼は、妊

娠 36 週以降に妊婦健診に訪れた妊婦を対象に、口頭および文書を用いて

実施し、147 名の産婦から研究同意を得た。正期産、経腟分娩にて出生、



出生体重 2500g 以上、1 分後および 5 分後アプガースコア 8 点以上、出生

後に酸素投与などの医学的治療がなく SSC を実施した新生児のうち、出生

後 1 分値・60 分値・120 分値の計 3 回唾液中コルチゾール濃度が測定でき

た 79 名の新生児を本研究の解析対象者とした。研究１では、79 名のうち、

PRおよびSpO2が連続測定できた68名を解析対象者とした。研究2では、

79 名を解析対象者とした。 

研究期間は、2009 年 1 月から 10 月、愛知県内の正常分娩を取り扱い、

母乳哺育を推進している 2 施設の産院で行った。 

 

４． 調査内容 

研究１： 

SSC を開始する時間を用いて、SSC を出生 5 分以内に開始する Birth 
SCC 群(n=32)と SSC を出生 5 分以上経過してから開始する Very Early 
SSC 群(n=36)の 2 群に新生児を分けた。評価指標は、呼吸循環動態の指標

として、連続測定した PR および SpO2、出生後 1 時間の直腸温、出生後 2
時間の腋窩温を用いた。PR および SpO2の測定には、NELLCOR 
Oxisensor N-25をNELLCORTMN-600TM Pulse Oximeterに接続しデータ

収集した。パルスオキシセンサーは、新生児の右足底に装着し、生後 120
分間連続測定を行った。 

研究 2： 

SSC 実施時間について、SSC60 分以下群(n=18)と 60 分超群(n=61)の 2
群に新生児を分けた。評価指標は、新生児のストレス指標として唾液中コ

ルチゾール濃度を用いた。唾液は、出生後 1 分、60 分、120 分の 3 回、乳

児用 Sorbette を用いて採取し、分析開始まで保健学科内において-83℃で

冷凍保存した。唾液中コルチゾールの測定は、Salimetrics 社製 High 
sensitivity EIA kit を用いて第Ⅱ章で示した手順で分析を行った。 

その他の母親に関する情報は、産科診療録および助産録、新生児に関す

る情報は新生児診療録から得た。 

 

５． 結果 

研究１： 

研究 1 では、SSC 開始時間別による分析を行った。開始時間は、Birth 
SSC 群は 1.60±1.10 分（平均値±標準偏差）、Very early SSC 群は

26.32±4.97 分であった（P<0.01, by the t-test）。Birth SSC 群と Very early 
SSC群の新生児の出生後1時間の直腸温は、Birth SSC群は36.64±0.35℃、

Very Early SSC 群は 37.05±0.34℃（P<0.01, by the t-test）、出生後 2 時

間の腋窩温は、Birth SSC 群は 36.92±0.40℃、Very Early SSC 群は 37.22
±0.29℃（P=0.06, by the t-test）となり、Very Early SSC 群のほうが高



い体温を示したが、Birth SSC 群も低体温ではなく、その他の属性につい

ては 2 群間に差はなかった（表 1）。次に、新生児 PR が 160 回／分以下に

安定するまでに要する時間と SSC 開始時間との関連についての比較を行

った。Kaplan-Meier 法によると、Birth SSC 群は Very Early SSC 群より

有意に早く PR が安定した（P <0.01, by log-rank test）（図 2）。さらに、

PR が安定するまでの時間に関連する産科的要因および新生児要因を調整

するために、コックス比例ハザードモデルによる解析を行った結果、Birth 
SSC 群が Very Early SSC 群に比べて 2.5 (95%信頼区間:1.4-4.5)倍 PR が

安定しやすかった（図 2）。同様に、SpO292％および 96％に安定するまで

に要する時間と SSC 開始時間との関連についても検討したが、有意な差は

認められなかった（P=0.69, P=0.39 by the log-rank test）（図 3-A, 3-B）。 
研究 2： 

研究 2 では、SSC 実施時間別による分析を行った。60 分以下群の SSC
実施時間は 51.06±13.48 分、60 分超群は 80.97±14.86 分であった。新生児

の体温については、出生後 1 時間の直腸温は、60 分以下群は 36.81±0.42℃、

60 分超群は 36.86±0.42℃（P=0.62, by the t-test）で有意な差は認めず、

出生後 2 時間の腋窩温は、60 分以下群は 36.90±0.44℃、60 分超群は

37.10±0.35℃で、有意な差は認めなかったが、60 分超群のほうが高い体温

を示した（P=0.06, by the t-test）（表 2）。 

新生児の唾液中コルチゾール濃度については、素の平均±標準誤差と調

整後の唾液中コルチゾール濃度を表 3 に示した。出生後 1 分、60 分、120
分での唾液中コルチゾール濃度は、60 分以下群は、6.10±0.64 ㎍/㎗（平均

値±標準誤差）、4.72±0.56 ㎍/㎗、2.71±0.42 ㎍/㎗、60 分超群は、6.29±0.41
㎍/㎗、4.03±0.26 ㎍/㎗、2.09±0.22 ㎍/㎗であった。出生時の唾液中コルチ

ゾール濃度は、2 群間に有意な差はなく、両群とも時間経過とともにその

濃度は低下した。新生児コルチゾール濃度に影響を与える産科的要因およ

び新生児要因を調整した後の唾液中コルチゾール濃度は、出生後 1 分、60
分、120 分の順に 60 分以下群は、6.29±0.72 ㎍/㎗（平均値±標準誤差）、

5.04±0.48 ㎍/㎗、2.71±0.40 ㎍/㎗、60 分超群は、6.23±0.38 ㎍/㎗、3.94±0.26
㎍/㎗、2.09±0.21 ㎍/㎗であった（図 4-A）。繰り返しのある 2 元配置の分

散分析による一般線形モデルを用いて、唾液採取を行った 3 時点の 2 群間

の比較を行なった。その結果、60 分超群のほうが 60 分以下群に比して、

低値の傾向にはあるが有意な差は認めなかった（P=0.18）。次に、分娩に

関連するストレスを一番反映していると考えられる出生後 1 分の唾液中コ

ルチゾール濃度も調整因子に含め、出生後 60 分値と 120 分値の 2 時点で

再度 2 群間の比較を行なった。その結果、60 分以下群は、5.03±0.46 ㎍/
㎗、2.71±0.40 ㎍/㎗、60 分超群は、3.94±0.24 ㎍/㎗、2.08±0.21 ㎍/㎗
となり、60 分超群が 60 分以下群に比して、有意に唾液中コルチゾール濃



度が低値であった（P<0.05) （図 4-B）。 

 

６． 考察 

健常な正期産児を対象とした本研究により得られた主たる結果は、以下

の 2 つである。第一は、SSC の開始時間に関して、出生 5 分以内に開始す

る Birth SSC 群は、5 分以上経過してから開始した Very Early SSC 群よ

りも有意に脈拍数が安定化しやすいことが明らかになった。第二に、SSC
実施時間に関して、60 分を超えて SSC を実施された群の方が、60 分以下

しか SSC を実施されなかった群に比して、出生後 60 分から 120 分値の唾

液中コルチゾール濃度が有意に低いことが明らかになった。唾液コルチゾ

ール濃度はストレスの指標とされており、60分を超えて実施するSSCは、

60 分以下しか実施されない SSC に比して、有意に分娩直後の新生児のス

トレスを軽減する効果があることが示唆された。 
SSC の効果としては、早期産児を対象としたものが多く、新生児の体温

調節、呼吸状態、酸素飽和度を改善する効果、無呼吸や徐脈の発生を少な

くする効果、体重増加や早期退院の効果、啼泣数減少効果、さらには母親

の乳汁分泌の促進や母児間の愛着を高める作用など、様々な観点からその

効果が報告されている。従って、出生早期の SSC によって体温が安定し、

啼泣数が減少することが、新生児自身の心拍数の安定に繋がる可能性があ

る。この多様な効果を生むメカニズムを一元的に説明することは困難であ

り、効果を集約して、新生児においては、胎外での生活に対する神経行動

学的な適応を高める効果 39~42)、即ち、自律神経、運動神経、精神状態、外

界の刺激に対する反応等を自身で制御する能力が高まると言われている。

本研究で得られた結果はいずれもこれらの効果が相まって得られたもので

あると考えられる。 
本研究において強調すべき点は、ストレス指標として新生児への侵襲が

少ない唾液コルチゾール濃度を用いたこと、さらにコルチゾール濃度によ

るストレスの評価に対して、出産直後の新生児のストレスに影響すると考

えられる産科的要因を統計学的に調整した結果を示したことである。文献

による検討では、コルチゾール濃度に限らず、SSC の新生児に対する影響

を検討した先行研究においてこれらの要因を考慮したものはみられない。 
一方、本研究の限界としては、先ず、研究手法として SSC を開始時間や

実施時間によって 2 群に分ける際に、ランダム化されていないことが挙げ

られる。次に、本研究では 60 分を超えて SSC を続けることが新生児のス

トレス軽減に繋がることを示唆したが、効果が期待できる SSC 実施時間や

SSC 中の新生児の安全管理方法については、今後も研究を重ねていく必要

がある。 
 



７． 結論 

正期産で生まれた健康な新生児を対象に、開始時間および実施時間が異

なる SSC の効果を、SSC 中の新生児の唾液中コルチゾール濃度、脈拍数

と酸素飽和度の安定に要する時間を用いて客観的な評価を行い、以下の知

見を得た。 

１） 5 分以内に開始する SSC(Birth SSC)は、5 分以上経過してから実

施する SSC(Very Early SSC)に比して、生後 30 分以内の新生児の

脈拍数は、2.5 倍早く安定する。 

２） 5 分以内に開始する SSC(Birth SSC)は、5 分以上経過してから実

施する SSC(Very Early SSC)に比して、酸素飽和度の安定に要す

る時間には差がない。 

３） 生後 2 時間以内に SSC を 60 分を超えて実施された新生児の唾液

中コルチゾール濃度は、60 分以下しか SSC を実施されなかった新

生児に比して、有意に低値であった。 
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表１．SSC 開始時間別の新生児と母親の属性 
       

    Birth SSC (n=32)   
Very Early  SSC 

(n=36) 
  

P 値 

    平均 ± 標準偏差   平均 ± 標準偏差   

新生児 
          

 出生体重（g） 
 

3083.6  ± 326.3  
 

3056.4  ± 293.8  
 

0.72  

 在胎週数（週） 
 

39.9  ± 1.0  
 

39.7  ± 0.8  
 

0.39  

 1 分後アプガースコア 
 

9.1  ± 0.5  
 

9.0  ± 0.3  
 

0.13  

 5 分後アプガースコア 
 

9.5  ± 0.5  
 

9.5  ± 0.5  
 

0.82  

 臍帯血ガス pH 
 

7.3  ± 0.1  
 

7.3  ± 0.1  
 

0.92  

 男児/女児 
 

12/20 
 

15/21 
 

0.81  

 SSC 開始までの時間（分） 
 

1.6  ± 1.1  
 

26.3  ± 5.0  
 

<0.01 

 SSC 実施時間（分） 
 

60.3  ± 12.5  
 

89.6  ± 14.3  
 

<0.01 

 直腸温 1 時間値（℃） 
 

36.6  ± 0.3  
 

37.1  ± 0.3  
 

<0.01 

 腋窩温 2 時間値（℃） 
 

36.9  ± 0.4  
 

37.2  ± 0.3  
 

<0.05 

          
 

母親 
          

 母親年齢（歳） 
 

28.1  ± 4.9  
 

30.5  ± 4.9  
 

0.05  

 既往分娩歴（回） 
 

0.9  ± 0.8  
 

0.7  ± 0.7  
 

0.33  

 既往妊娠歴（回） 
 

1.1  ± 1.1  
 

1.1  ± 1.4  
 

0.89  

 分娩第 1 期時間（分） 
 

444.8  ± 366.9  
 

438.2  ± 435.7  
 

0.95  

 分娩第 2 期時間(分） 
 

44.5  ± 51.5  
 

27.2  ± 22.5  
 

0.09  

 総分娩時間（分） 
 

495.0  ± 382.2  
 

470.6  ± 444.9  
 

0.81  

 羊水混濁あり（％） 
 

3 ( 9.4) 
   

7 (19.4) 
   

0.31  

 分娩様式 
          

 自然分娩（％） 
 

20(62.5%) 
 

35 (97.2%) 
 <0.01 

 分娩誘発（％）   12 (37.5%)   1 (2.8%)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

表 2．SSC 実施時間別の新生児と母親の属性 
       

    60 分以下群 (n=18)   60 分超群(n=61)   
P 値 

    平均 ± 標準偏差   平均 ± 標準偏差   

新生児 
          

 出生体重（g） 
 

3152.1  ± 315.3  
 

3056.8  ± 291.4  
 

0.23  

 在胎週数（週） 
 

39.7  ± 1.0  
 

39.8  ± 1.0  
 

0.78  

 1 分後アプガースコア 
 

9.1  ± 0.4  
 

9.0  ± 0.4  
 

0.71  

 5 分後アプガースコア 
 

9.4  ± 0.5  
 

9.5  ± 0.5  
 

0.64  

 臍帯血ガス pH 
 

7.3  ± 0.1  
 

7.3  ± 0.1  
 

1.00  

 男児/女児 
 

9/9 
 

23/38 
 

0.42  

 SSC 開始までの時間（分） 
 

7.5  ± 12.2  
 

15.2  ± 12.5  
 

<0.05 

 SSC 実施時間（分） 
 

51.1  ± 13.5  
 

81.0  ± 14.9  
 

<0.01 

 直腸温 1 時間値（℃） 
 

36.8  ± 0.4  
 

36.9  ± 0.4  
 

0.62  

 腋窩温 2 時間値（℃） 
 

36.9  ± 0.4  
 

37.1  ± 0.4  
 

0.05  

          
 

母親 
          

 母親年齢（歳） 
 

29.1  ± 5.6  
 

29.5  ± 5.1  
 

0.79  

 既往分娩歴（回） 
 

0.8  ± 0.7  
 

0.8  ± 0.8  
 

0.89  

 既往妊娠歴（回） 
 

1.2  ± 1.2  
 

1.1  ± 1.2  
 

0.79  

 分娩第 1 期時間（分） 
 

463.7  ± 394.8  
 

442.7  ± 390.8  
 

0.84  

 分娩第 2 期時間(分） 
 

37.4  ± 33.5  
 

35.0  ± 39.6  
 

0.82  

 総分娩時間（分） 
 

506.4  ± 401.5  
 

483.1  ± 404.1  
 

0.83  

 羊水混濁あり（％） 
 

1 ( 5.6) 
   

10 (16.4) 
   

0.44  

 分娩様式 
          

 自然分娩（％） 
 

13 (72.2) 
 

51 (83.6) 
 0.29 

 分娩誘発（％）   5 (27.8) 
 

10 (16.4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

表 3．SSC 実施時間別の素の平均および調整済唾液中コルチゾール濃度 

  
60 分以下群 (n=18) 60 分超群 (n=61) 

P 値 

平均 ± 標準誤差 平均 ± 標準誤差 

SSC 開始時間 (分) 7.47  ± 12.16  15.22  ± 12.53  P<0.05 

SSC 実施時間 (分) 51.06  ± 13.48  80.97  ± 14.86  P<0.01 

Cortisol (㎍/㎗） 
       

   1 分 6.10 ± 0.64  6.29 ± 0.41  

0.43    60 分 4.72 ± 0.56  4.03 ± 0.26  

 120 分 2.71 ± 0.42  2.09 ± 0.22  

*Adjusted mean salivary cortisol (㎍/㎗） 
    

   1 分 6.29  ± 0.72  6.23  ± 0.38  

0.18    60 分 5.04  ± 0.48  3.94  ± 0.26  

 120 分 2.71  ± 0.40  2.09  ± 0.21  

**Adjusted mean salivary cortisol (㎍/㎗） 
    

  60 分 5.03  ± 0.46  3.94  ± 0.24  
P<0.05 

 120 分 2.71  ± 0.40  2.08  ± 0.21  

*開始時間, 臍帯動脈血 pH, 分娩様式, 羊水性状, 出生体重, 分娩第 1 期時間, 分娩第 2 期時間によ

り調整した. 

*＊開始時間, 臍帯動脈血 pH, 出生 1 分コルチゾール濃度, 分娩様式, 羊水性状, 出生体重, 分娩第

1 期時間, 分娩第 2 期時間により調整した. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

図 1．研究の流れ 

 

 

 

 

研究 2: n=79 
 ・SSC60 分以下群      n=18 
 ・SSC60 分超群       n=61 

研究 1: n=68 
 ・Birth SSC 群        n=32 
・Very early SSC 群    n=36 
 



 

 

 

 

 

図 2．脈拍数の安定化率の累積曲線 
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図 3-A．酸素飽和度 92％の安定化率の累積曲線 

 
図 3-B．酸素飽和度 96％の安定化率の累積曲線 
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図 4-A. コルチゾール濃度の変化 

 

 

    

図 4-B. コルチゾール濃度の変化 
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Ⅳ章 Skin-to-Skin Contact を含む産科的要因および心理・社会的要因と母親

の産後 1 か月までの児への愛着との関連 
１． 緒言 

出産後早期の母親の子に対する愛着は、その後の母子関係の基盤となる 

と言われ、様々な観点から関連する要因が検討されている。中でも、妊娠

中及び出産後の抑うつをはじめとする精神状態との関連は多数の報告があ

る 1.2)。また、生育歴を含めた家族背景、身体的、精神的、社会的な多くの

要因との関連を検討した報告 3~6)もあるが、多くの研究は互いの要因を考

慮しておらず、分娩時間などの基本的な産科的要因も含まれていない。 

分娩後の母親と子の接触（Skin-to-Skin Contact：SSC）に関しては、

早産児においては母子間の愛着形成に効果があるとの報告 7)はあるが、正

期産児を対象に検討したものは少ない。現状として、我が国では殆どの施

設で SSC が行われているが、その内容は施設毎に違いがあるため、分娩直

後に行う SSC も含めて産後の母子愛着と関連する要因を検討することは、

母子の育児のスタートにおける看護支援を考える上で重要な意義があると

考える。母子間の愛着関係を検討する際、一時期の愛着の強さと同時に愛

着の時間的な安定性が重要 6)である。多くの先行研究 5, 6, 8~11)は、産後の愛

着は、1 か月を超えて、12 か月までの乳児期における児への愛着にも影響

力があることを示唆している。助産師は主として妊娠中から産後 1 か月に

かけて母児と関わるため、母子愛着形成の観点から、その間に得られる情

報を分析し、多面的な支援を行えば、母子関係の基盤をより強固にするこ

とができると考える。 

そこで、本研究は、出産後早期の母子愛着を効果的に高めるケアの提示

を目的として、健康な正期産児を経腟分娩で出産した産褥婦を対象に、妊

娠・出産に対する心理要因、夫を含めた家族関係や支援者の有無、産科的

要因、分娩後の SSC の実施時間、産後の精神状態等と産褥 3 日目、産褥 5
日目、1 か月健診時における愛着尺度得点との関連を検討した。 

 

２． 用語の操作的定義 

本研究では、研究協力施設の実施状況に併せて、以下のように用語を定

義した。 
１） Skin-to-Skin Contact：分娩後の新生児が、インファントウォーマ

ー下で全身計測および観察が行われた後、おむつのみを着用した状

態で、母親の胸腹部に腹臥位となり、温めたタオルで背中からくる

まれて過ごしている状態。 
２） 愛着：母親が今回出産した子どもに対する感情やイメージで、

Maternal Attachment Inventory (MAI) 日本語版 9, 10)によって測

定する。 



 

３． 研究方法 

１） 調査対象および調査期間 

調査対象は、N 市の H 病院にて妊娠・分娩経過に母子共に異常がなく

経腟分娩し、研究への参加に同意した 75 名である。そのうち、産褥入

院期間および 1 か月健診時において、質問紙調査を実施できた 56 名を

分析対象とした。調査は、2009 年 1 月から 9 月に行った。 

 

２） 調査内容 

（１） 対象者の属性・背景に関する項目： 

年齢、既往歴、既往妊娠分娩歴、不妊治療の有無、妊娠経過など

を含む産科的要因及び、家族構成、職業の有無などの社会的要因、

新生児情報を問診及び産科診療録、新生児診療録から調査した。 

（２） 妊娠・出産に対する心理および夫との関係など： 

妊娠・出産に対する心理及び夫との関係などについては、佐藤 5)  

の妊娠・出産への準備、夫との関係などの項目の中から、妊娠に対

する反応、夫婦関係、友人の存在など 11 項目を選択して回答を得た。

聞き取り調査は、産褥 1 日目に行った。各項目について、「とても当

てはまる」(5 点)から「まったくあてはならない」(1 点)までの 5 件

法で回答を求めた。 

（３） 新生児に対する愛着 

Maternal Attachment Inventory（以下 MAI）8)の日本語版 9, 10)26
項目を作成者の許可を得て使用した。質問紙調査は、産褥 3 日目、5
日目、1 か月健診時の合計 3 回行った。MAI は、母親が新生児に抱

く愛着を測定する質問紙で、母親の新生児への思いや行動を表す。

各項目について、「だいたいいつもそう思う」（4 点）から「めった

にない」（1 点）の 4 件法、得点が高いほど愛着が高いことを示す。

中島 10)によると MAI 日本語版の信頼性係数は、Cronbach’s α＝0.92
であり、本研究における Cronbach’s α 係数は、それぞれ、産褥 3 日

目＝0.88、5 日目＝0.87、1 か月健診＝0.89 であり、内的整合性は確

認された。 
（４） Stein のマタニティブルーズ自己質問票 

Stein ら 12)により作成された自己質問票で、日本語訳 13)を作成者

の許可を得て使用した。質問票は、マタニティブルーズの診断に用

いられ、A.抑うつ、B.涙もろさ、C.不安、D.緊張感、E.落ち着きの

なさ、F.消耗、G.夢、H.食欲不振、I.頭痛、J.感情不安、K.集中困難、

L.物忘れ、M.困惑に対応している。本質問票は入院期間中、毎日実

施された。判定については、産褥 1 日目から 3 日目までの少なくと



も 1 日以上、その日の合計点数が 8 点以上あるものを産褥 3 日目時

点でマタニティブルーズの疑いありとした。同様に産褥 1 日目から

5 日目までの少なくとも 1 日以上、合計点数が 8 点以上あるものを

産褥 5 日目時点でマタニティブルーズの疑いありとした。 

（５） エジンバラ産後うつ自己評価表 
（Edinburgh Postnatal Depression Scale，以下 EPDS）： 
Coxら 14)により作成されたEPDSで日本語版 15)を作成者の許可を

得て使用した。調査は 1 か月健診時に行った。EPDS は、産後のう

つ状態を定量的に評価する目的のために作成された自己評価表であ

り、10 項目から構成され、それぞれの項目に記された 4 段階の得点

に、過去一週間の精神状態にもっとも当てはまるものを回答しても

らい、郵送による提出を求めた。判定については、区分点は 8/9 点

で、9 点以上は産後うつ病の可能性が高いと判断した。 
 

３） 倫理的配慮 

本研究は、名古屋大学医学部生命倫理委員会の承認後、研究協力施設

の施設長の許可を得て実施した。妊娠後期 37 週以降で妊婦健診に来院

した対象者に、文書及び口頭で研究目的、方法について説明し、匿名性、

プラシバシーが確保されることを保障した。産褥 1 日目と 1 か月健診日

において、改めて研究協力の意思を確認し同意を得て研究継続した。 
 

４） 分析方法 

統計ソフト SPSS ver17.0 for Windows を用いて分析を行った。対象

者の属性は記述統計および Student-t 検定、MAI との関連は、Pearson
または Spearman の相関係数を用いた。次に、産褥 3 日目、5 日目、1
か月の MAI を従属変数、単相関分析にてそれぞれに有意（相関係数の有

意確率が 0.05 未満）あるいは境界有意（相関係数の有意確率が 0.05 以

上 0.1 未満）に関連した要因を独立変数とした重回帰分析を行った。有

意水準は、5％未満の両側検定とした。 

 

４． 結果 

１） 対象者の背景と妊娠出産に対する心理および夫との関係 

対象となった母親の平均年齢は 31.1±4.1 歳、平均妊娠週数は 39.7±1.0
週で自然陣痛による経腟分娩をしたものが多数を占めていた。その他の

属性は表１に示した。産褥 3 日目 MAI 及び 5 日目 MAI 得点は、それぞ

れ、96.4±6.7、99.0±5.8、1 か月 MAI 得点は、99.6±5.5 点であった。3
時点の MAI 得点は、相互に高い相関を認めた（3 日目 vs 5 日目：相関

係数＝0.855、3 日目 vs 1 か月：0.730、5 日目 vs 1 か月：0.805）。産



褥 3 日目までにマタニティブルーズが疑われた母親は 8 名（14.3％）、5
日目までにマタニティブルーズが疑われた母親は 11 名（19.6％）、1 か

月健診時に産後うつを疑われた母親は 8 名（14.3％）であった。 

妊娠出産に対する心理及び夫との関係を表 2 に示す。質問に「とても

あてはまる」と回答した割合は、「はじめて胎動を感じたときうれしかっ

た」が 83.9％、「夫は妊娠しているとわかったとき喜んだ」が 83.9％、

「夫は妊娠生活に協力的だった」が 69.6％であった。 

 

２） 母親の MAI 得点と関連する要因および重回帰分析の結果 

産褥 3 日目、5 日目、1 か月、それぞれの時期の母親の MAI 得点と調

査要因との関連を表 3 に示す。さらに、診断基準に沿って産褥 3 日目、

5 日目、1 か月健診時それぞれの時点でマタニティブルーズおよび産後

うつが疑われた群と正常群の MAI 得点の平均を比較したが、いずれも統

計学的に有意な差は認められなかった。各時期の MAI 得点を従属変数、

各々の MAI 得点と相関分析によって有意及び境界有意な関連を示した

要因を独立変数として、強制投入法による重回帰分析を行った（表 4）。
尚、妊産婦に対するケア内容の差を考慮して、産科ケア要因、妊娠出産

に対する心理及び夫との関係要因、社会的要因の 3 つに分類し行い、さ

らに全てを合わせた分析を行った。産科ケア要因の内、SSC 実施時間と

MB 得点は互いに独立して産褥 3 日目と 5 日目の MAI 得点と有意な関

連を示した。全体の解析でも、MB 得点は両日とも MAI 得点と有意な負

の関連を示し、SSC 実施時間は 5 日目の MAI 得点と正の関連を示した。

妊娠出産に対する心理及び夫との関係要因では、全体の解析で 3 日目と

5 日目の MAI 得点と「夫が妊娠しているとわかったとき喜んだ」が有意

な正の関連、「はじめて胎動を感じたときうれしかった」が境界有意な正

の関連を示した。産後１か月の MAI 得点に関しては、分類した解析では

母親の年齢が有意な負の関連、5 日目までの MB 得点と「夫は妊娠生活

に協力的だった」が境界有意な正の関連を示したが、全体で調整した後

は有意な関連を示す要因はみられなかった。「夫は妊娠生活に協力的だっ

た」は相関分析では 3 時期のいずれにおいても MAI と有意な正の関連

を示したが、他の要因で調整するとその関連は弱くなった。 

 

５． 考察 

本研究では、多方面の要因を考慮した上で産後１か月間の児への愛着と

関連する要因を分析したが、MAI 得点に対して SSC の実施時間が正の関

連、MB 得点が負の関連、妊娠判明時の夫の喜びなどの妊娠に対する肯定

的な感情、態度、行動が正の関連を示したことが挙げられる。以下、これ

らを中心に考察する。 



SSC 実施時間が他の要因と独立して産褥早期の児への愛着に対して影

響を与えることが分かった。母親には、出生直後に“sensitive period”と呼

ばれる感受期があり、この時期の母子の身体的接触により母親の子に対す

る興味・関心が高まる。南田 16)は、SSC 中の両親の反応を分析した結果、

新生児が覚醒している状態では、両親の意識を自分に没頭させ、両親とも

に新生児に対する触覚的刺激が増加すると報告している。また、SSC の母

親の子に対する愛着形成因子を検討した研究 4)では、SSC の実施は、産後、

児に対して話しかけたり、抱きしめたりすることができたという肯定的接

触を介して、愛着を高めることが示されている。本研究における SSC は、

全例の母親が、平均 27.5±5.5 分で、おむつのみ着用した新生児を

Skin-to-Skin で抱き、平均 88.7±12.4 分（48-107 分）を過ごしている。そ

の間に、母親は直接母乳哺乳を開始している。このような本研究で実施さ

れた SSC 方法が、母親の児に対する肯定的な感情や行動に影響を与え、そ

の結果、SSC を長く行うことが産褥早期の児への愛着形成に繋がったと考

えられる。一方、SSC が新生児に与える影響として、新生児の低体温予防、

SSC 中及び SSC 後の啼泣数の減少、深睡眠の延長 7)が明らかになってい

る。分娩後の母親にとって、新生児の啼泣状態は、不安や困難感を感じる

状態である。従って、SSC の実施により生じる出生早期の新生児の啼泣時

間の短縮や睡眠時間の延長などの新生児の安定が、児への愛着を高めた可

能性が考えられる。SSC の母親や児への影響を検討した過去の研究は、多

くは SSC の有無での比較であり、SSC の内容に踏み込んだ研究は殆どな

い。WHO からは母乳哺育推進のために生後できるだけ早期の SSC を実施

することが推奨されている 17)。しかしながら、我が国で実施されている

SSC の内容は実施時間を含めて様々である。それ故に健常な母児を対象と

し、SSC の実施時間に言及した本研究結果は意義深いと考えられるが、得

られた結果は実施時間が 48 分から 107 分の間にみられた関連であり、今

後、SSC の具体的な実施方法についても検討していく必要がある。 

本研究において、MB 得点は他の要因で調整した後も産褥 3、5 日目の

愛着と有意な負の関連を示した。特に産褥 3 日目の MAI 得点に関連する

要因の中で MB 得点の標準化偏回帰係数の絶対値は最も大きく、最も強く

関連していた。Nagata1)は、産褥婦を対象に、多変量解析にてマタニティ

ブルーズと愛着に関連する要因を検討し、マタニティブルーズは愛着形成

を阻害し、一方、妊娠時の夫の好意的な反応は愛着形成を高めることを明

らかにした。また、同研究はマタニティブルーズに関連する要因も検討し

ており、育児サポートや同年代の友人の存在がマタニティブルーズを予防

することを示した。 

産褥 3、5 日目の MAI 得点に対して、夫の妊娠に対する肯定的な感情や

態度は他の要因と独立して有意な関連を示した。特に産褥 5 日目の MAI



得点に関連する要因の中で「夫が妊娠しているとわかったとき喜んだ」は

標準化偏回帰係数の絶対値が最も大きく、MAI 得点と最も強く関連してい

た。また、1 か月の MAI 得点に対しても、全要因を考慮した解析では有意

な関連を示す要因はなかったが、相関分析や分野別の重回帰分析では夫の

妊娠に対する肯定的な感情や態度との関連が示唆された。上述の Nagata
ら１)の研究結果と同様に、愛着に関連する要因として、母親を取り巻く実

母や夫による人的環境が関連するとの報告がある 3)。花沢 18)は、対児感情

評定尺度と夫に対する感情を測定する評定尺度との関係について検討した

研究から、「母親の児に対する感情は夫に対する感情と密接に関連しており、

夫に対する感情の生成が児に対する感情を育成する」と述べている。 

母親の子供への愛着は、妊娠期に芽生え、出産後の子どもとの触れ合い

を通して形作られていく。多くの先行研究が示唆しているように、産後の

愛着は、1 か月を超えて、12 か月までの乳児期における児への愛着にも影

響力があることが示唆されている 6, 11)。本研究により、出産直後から産後

１か月の間の児への愛着に関わる要因は変化することが明らかになった。

このような要因の変化が見られた原因は、褥婦の置かれている状況の変化

に加えて、家族背景、身体的、精神的、社会的な多くの要因が複雑に影響

しあっていると考えられる。入院中は、産後の身体的な負担とともに育児

への不安はあるが、産科スタッフから多くのケアを受けられる時期である。

それ故に、産科ケアである SSC は入院時には愛着に関連していたものの、

1 か月健診時の愛着に直接影響を及ぼすものではなかったと考えられる。

一方、退院後数か月間は愛着がゆるぎやすい時期であること 6)を踏まえる

と、家庭での育児が始まり、現実の育児負担が MAI 得点に反映され、出

産直後のケアである SSC よりも実際の生活環境や家族関係を評価する項

目が愛着と関連したと推測できる。このように愛着に関連する要因及び同

じ要因でも関連の強弱は変化するが、産褥 3 日目、5 日目、産後 1 か月の

MAI 得点は相関係数が 0.78-0.85 と強く関連しており、時期に合わせて適

切なケアやサポートをすることが先に続く児への愛着に繋がると考える。 

本研究結果から、愛着を高めるために有効であると考えられる方策につ

いて述べる。妊娠出産を望む夫婦に対して妊娠中あるいはそれ以前から妊

娠出産や産後の過ごし方等の知識の伝授や相談の機会は、多くの病産院お

よび保健施設において実施されている。その中で、看護職は、夫が、妊娠

出産をする母親を具体的にサポートできるような働きかけや夫婦の相互理

解を深めるような働きかけをすること、母親自身の抱える悩みや問題を共

有することができる仲間作りを勧めることが、大切と考えられる。さらに、

産後のケアとして適切な SSC の実施をすること、マタニティブルーズの予

防と早期発見及びその後のケアが愛着の形成に繋がると考えられる。特に

SSC の実施時間が長いほど産後早期の児への愛着が高まるという本研究



結果は、適切な SSC の実施方法を提示するために愛着形成のみならず

様々な観点からさらなる研究の必要性を示唆するものである。 

本研究は、1 産科施設での対象者の限られたものであり、結果を一般化

するには限界がある。特に、1 か月健診時の MAI 得点を従属変数としたモ

デルは、決定係数 R2が 0.156 と低く、本研究で用いた要因では 15.6％し

か MAI 得点を説明することはできなかった。さらに対象を広げ、性格分

析や保健サービス等を含めた詳細な調査が必要である。 

 

６． 結論 

１） 産褥 3 日目、5 日目、1 か月における MAI 得点は、互いに強い関連が

みられた。 
２） SSC の実施時間が長いほど産褥 3 日目と 5 日目の MAI 得点が高く、

5 日目においては MB 得点や心理・家族に関係する要因と独立した正

の関連が認められた。 
３） 産褥 3 日目、5 日目までの MB 得点が高い人ほど同時点の MAI 得点

が低く、この関連は他の要因を調整した後も認められた。 
４） 夫の妊娠に対する肯定的な感情、態度、行動は、産後 1 か月までの

MAI 得点と相関分析により正の関連が認められた。 
以上の結果より、産後の児への愛着形成に関連する要因は変化するが、

各時期に適切なケアや支援を行うことが先に続く児への愛着に繋がる可能

性が示唆された。 
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研究に使用した調査資料一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１． Prenatal Attachment Inventory 日本語版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２． Maternal attachment Inventory 日本語版 

 

 

 

 

 



 

３． Maternity Blues Scale 日本語版 

 

 
 

 

 



 

４． Edinburgh Postnatal Depression Scale 日本語版 

 

 
 

 

 

 

 



 

５． 属性調査用紙 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


