これまで日本には、昭和大学江東豊
視点からは、公的支援による母乳バン

て母乳育児を企業活動から守るという

が、母乳バンクの意義と公共性、そし

洲病院が提供する母乳バンクただ１カ
クの拡充と普及こそが必要ではないで

ー）から提供された母乳を殺菌して安

ました。母乳バンクは、寄付者（ドナ

ピジョン株式会社本社１階に開設され

晴らしく喜ばしいことです。

本橋母乳バンクが設立されたのは、素

ちゃんに母乳を届けることができる日

んでした。新たに年間約６００人の赤

歳になる娘を出産した翌朝、

対象として、ドナーミルクを提供して

高い、早く小さく産まれた赤ちゃんを

乳バンク協会が行い、母乳の必要性が

す。日本橋母乳バンクの運営は日本母

ん。ピジョンが悪いのではありません

いう点では、一抹の違和感を拭えませ

活動に任せるべき事業なのかどうかと

哺 乳 瓶とミルクを渡されたのでした。

うせ出ないでしょ。
ミルク作って！」
と、

言 葉 を、はっき り 覚 えていま す。
「ど

業であるピジョンの社会貢献（ＣＳＲ） した。そのとき看護師さんに言われた

退院時には“プレゼント”として、大

人工乳の作り方の講習を受けました。 たことは、ビジネスによって母乳育児

た。入院中に乳業会社の職員が来て、 る思いがしました。私が産院で体験し

されたカレンダーが貼ってありまし

産院の各部屋には乳業会社から提供

乳を飲ませた、新米ママの私でした。

んの体 重を量り、
「 足 り ない 分 」 人 工

り、自分の乳首を吸わせた後に赤ちゃ

抱きながら、指示どおりに人工乳を作

あったんだけ ど……」
。そんな 疑 問 を

しているって、ホームページに書いて

が妨げられる典型例そのままだったの

読み、眼から鱗が１００枚くらい落ち

郷寛子・瀬尾智子訳の初版翻訳本）を

な関係』ガブリエル・パーマー著、本

ィクス―おっぱいとビジネスの不都合

乳の政治経済学」（
『 母乳育児のポリテ

いること。友達が紹介してくれた本
「母

コードに違反する企業活動が行われて

定められているのに、日本ではＷＨＯ

だけど。この産院では母乳育児を推進 （ＷＨＯ〈世界保健機関〉コード）が

こと」になりました。もらい乳は、感

と捉える文化に圧され、
「 恥ずかしい

た母乳育児の文化は、乳房を性的対象

どこでも乳房を出して母乳を与えてい

赤ちゃんが求めたときに、いつでも

た。

が広く受け入れられるようになりまし

るかのようなイメージで、人工乳育児

と、そちらの方が文化的で衛生的であ

与えるアメリカの方法が入ってくる

赤ちゃんには人工乳をお湯に溶かして

戦後、病院で出産し、母子別室にして、

をして赤ちゃんを育てました。しかし、

えられるようになり、核家族化や地域

染症の危険性のある不衛生な習慣と考

です。

が入った、素敵なセットを頂きました。
こうして退院後も人工乳を足し続け

乳を足す必要は無いこと、日本では企

た情報通の友達でした。必ずしも人工

てくれたのは、一足先に育児をしてい

も戦前までは母乳で育てるのが当たり

て赤ちゃんを育ててきました。日本で

ら、太古の昔から母親が母乳を飲ませ

私たち人間は哺乳類の一種ですか

んの割合は下がる一方となってしまっ

７０年代にかけて、母乳で育つ赤ちゃ

児を支える文化が廃れ、戦後から１９

りました。こうして日本では、母乳育

共同体の解体もあって、見られなくな

業の母乳代用品の販促活動が活発な一

たのです。

ることになった私に、母乳育児を教え

方、母乳育児の支援が欠けていること、 前で、事情があって母乳があげられな

日本の母乳育児
文化衰退

きな人工乳の缶二つと数種類の哺乳瓶

「え

い場合は、他の母親から「もらい乳」

私は新生児室に初めての授乳に行きま

今年

新米ママだった
私の経験

しょうか。

所しかなく、年間約１００人に母乳を

いくとのことです。

公的支援による
「母乳バンク」拡充こそ重要
母乳バンクが
企業支援で設立

小竹 広子

母乳育児を守るために国際的な規準

ただ一点、哺乳瓶を製造販売する企

全に管理し、事情があって母乳を与え

の母乳バンク「日本橋母乳バンク」が、 提供するキャパシティーしかありませ

２０２０年９月１日、日本で２番目

母乳育児支援ネットワーク
理事・弁護士

私は母乳をあげて育てたいの

られない赤ちゃんに提供する施設で
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こうして、乳業会社の販促活動にさ
は、死の危険のある人工乳を、なけな

乳復帰は可能ですが、母乳育児の知識
上国では高価な人工乳を買い続けられ
しのお金で買わされる状態に追い込ま

らされた発展途上国のお母さんたち

る家庭は多くなく、薄めた人工乳を飲
れたのです。可愛く健康的な赤ちゃん

が不足しています ）
。しかし、発展途

日本で母乳育児率が下がってゆくの
まされた赤ちゃんは、栄養失調に陥り

母乳育児と企業活動の
緊張関係
と時を同じくして、世界の他の国々で
亡率が何倍にも増加しました。この事

の絵がついた人工乳によって、乳児死

母乳に含まれる免疫物質は、赤ちゃ
態に、乳業会社に対する反発が高まり、

弱っていきました。

人工乳プレゼント作戦などのマーケテ
んを危険な感染症から強力に守ってく

も同様に、乳業会社がお母さんたちに
ィングを活発に行っていました。その
れます。濃度も自然に適切に調整され、
年代末にはネスレなど乳業会社に対

ために、発展途上国では、たくさんの

た時に母乳に戻そうとしても、既に母

なります。プレゼントの人工乳が尽き

れなくなると、確実に母乳の出が悪く

間哺乳瓶で人工乳を与えて乳首が吸わ

る仕組みになっていますので、一定期

ば飲むほど“オンデマンド”で作られ

母乳は赤ちゃんが乳首を吸って飲め

具が無かったりすると、雑菌に汚染さ

かす熱源が不足していたり、清潔な器

った水を使ったり、沸騰させるまで沸

ことは難しいことでした。雑菌が混じ

さんたちには、こうした条件を整える

ることが必要です。発展途上国のお母

な器具を用い、適度な濃度・温度に作

意し、沸騰させる熱源を用意し、清潔

ェンティ宣言で、全ての女性が生後６

ＷＨＯとユニセフは、 年のイノチ

然の叡智を超えることはできません。

考えて調合して作り出す人工乳は、自

ゃんにとって最良の食料です。人間が

類が生きるために獲得してきた、赤ち

する抗議運動・不買運動が世界中で起

乳が出なくなっており、お母さんたち
れたミルクとなり、医療が整っていな

カ月間は完全に母乳だけで赤ちゃんを

母親の体温により適温に保たれていま

はその先ずっと、乳業会社にお金を払
い環境では、容易に赤ちゃんの死につ

育てられること、その後は適切な離乳

赤ちゃんが亡くなってしまう事態が生

って人工乳を買わざるを得なくなりま
ながりました。

赤ちゃんには母乳で育てられる権利が

こるようになりました。

す（本当は乳首を頻繁に吸わせれば母

骨粗しょう症などの発病リスクを減ら

あり、お母さんには母乳で育てる権利

す。ところが人工乳は、清潔な水を用

食を補いながら２歳以降まで母乳育児
すことができます。

の健康保持に最も適した栄養法だから

ました。それが、赤ちゃんとお母さん

ことでしょう。母乳育児を守ることは、 さんが母乳育児をしたいと希望してい

知られていない未知のメリットもある

母乳育児には、現代の科学ではまだ

含まれるだけではなく、赤ちゃんを守

ちゃんに必要な栄養素がバランス良く

母親の身体が作り出す母乳には、赤

の病気を減らし、医療費負担を引き下

健康を守り、将来にわたって社会全体

今現在の赤ちゃんとお母さんの心身の

は、約 ％に過ぎません。当たり前で

時点で母乳だけで育っている赤ちゃん

るにもかかわらず、実際に生後３カ月

ところが日本では、９割以上のお母

があると言えます。

です。
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母乳は、何億年もかけて私たち哺乳

母乳育児の優位性は明らか

を続けられることを支援の目標に掲げ

じたのです。なぜでしょうか。

70

る免疫細胞や抗体が含まれています。 げる効果があるのです。

自ら母乳か人工乳かを選ぶことができ

すが、赤ちゃんたちは言葉を持たず、
ません。お母さんたちは、個別に分散

とが様々な研究でわかっています。先

ある母乳育児は、人権の一つと考えら

赤ちゃんとお母さんにとって最善で

つての私のように不足しています。

ん。また母乳育児の適切な知識も、か

で組織だった発言力を持っていませ

して育児にいそしんでおり、社会の中

進国で多くなってきたアレルギー疾患

れています。子どもの権利条約第 条

母乳育児のメリットを受けるのは、 よる育児の利点などについて情報提供

って組織だった販売促進活動を繰り広

に存在する一大組織です。資金力によ

は社会の全ての構成員、特に父母及び

を受け、教育を受けられるよう支援す

げることができます。彼らは、
「人工

ー疾患にかかりにくくなるという研究

赤ちゃんだけではありません。母乳育

ることを締約国に求めています。日本

乳や哺乳瓶による授乳は、母乳育児と

製品の販路を拡大し利益を上げるため

児を行ったお母さんは、出産後の回復

国憲法上も第 条の「生命、自由、幸

児童が、児童の健康及び栄養、母乳に

が早く産後うつになりにくく、生涯に

があります。

これに対し、母乳代用品の企業は、

も、母乳だけで育てることでアレルギ

生涯にわたって心身の健康を支えるこ

「公」の力で母乳育児の
く強くし、肥満や成人病を予防して、
権利保護を

母乳は、人工乳に比べて赤ちゃんを賢
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わたって乳がん、卵巣がん、糖尿病、 福追求に対する国民の権利」として、 ほとんど同じでそんなに変わらない」

13

と誤解させることもあります。実際、 る赤ちゃんの死亡率増加という大問題
化しています。しかし、日本政府はＷ

法律や条例としてＷＨＯコードを法制

いため、日本国内ではＷＨＯコードに

ＨＯコードを全く国内法制化していな

に直面して、ＷＨＯとユニセフで議論

現在の日本では、長年積み重ねられて
が行われ、 年に世界保健総会で採択
されたのが、
「 母 乳 代用品のマーケテ
違反した企業活動が行われてきました。

きた販促活動の結果、そのような考え
を持っている人が多いのではないでし
ィングに関する国際規準（ＷＨＯコー

母乳育児を圧倒的な力の不均衡から

う、構造的問題があるのです。

よって容易に妨げられてしまうとい

まう、すなわち母乳育児は企業活動に

に組織的で力が強い企業側が勝ってし

ます。そして、放っておけば、圧倒的

工乳・母乳代用品）という構図があり

の利益（母乳育児）対企業の利益（人

安価に配布されて容易に入手できれ

す。母乳代用品が理想化され、無料・

産院への無償提供などを禁止していま

も規制の対象としています。ＷＨＯコ

でなく、哺乳瓶や人工乳首の販売流通

アップミルクその他の乳児用食品だけ

ＷＨＯコードは、人工乳、フォロー

チフレーズは聞き心地が良いのです

す。母乳育児を応援するというキャッ

というシリーズを主力商品にしていま

伝、割引セール、無料サンプルの配布、 哺乳瓶と人工乳首として「母乳実感」

ードは、そうした母乳代用品の広告宣

が、そもそも哺乳瓶や人工乳首自体が

る国際企業です。

どの母乳代用品を世界中で販売してい

はありませんが、哺乳瓶、人工乳首な

したピジョン株式会社は、乳業会社で

今回、日本橋母乳バンク設立に貢献

守るためには、母乳代用品を売り込む
ば、その分、母乳育児が妨害されてし
母乳育児を妨げる物品として、ＷＨＯ

ド）
」です。

企業活動を規制し、母乳育児の適切な
まうからです。母乳代用品は、母乳育
コードで規制の対象になっているもの

使用により、適切に殺菌できないこと

えなくなります。哺乳瓶や人工乳首の

赤ちゃんはお母さんの乳首がうまく吸

です。人工乳首を使うのに慣れると、

ピジョンは、
「母乳育児を応援する」

知識を広め、母乳育児を支援するとい
児ができなくて本当に必要な人のみ
で適切に用いるべきなのです。
年のＷＨＯ報告書によれば、加盟

国１９４カ国中１３６カ国が何らかの

ただ、企業がお金を出して母乳バン

は母乳バンクを事業化する予定とのこ

母乳バンクの有効性と安全性について

「母乳実感」は、通常の人工乳首よ
クを設立することは、企業の利益が全

とです。是非、早期に母乳バンクを公

は間違いありません。

りお母さんの乳首に近づけたとされる

く絡んでいない無私の慈善活動という

の調査研究を 年度に始め、将来的に

商品ですが、それでも人工乳首である

によるリスクも増大します。

発展途上国での人工乳販促活動によ

ＷＨＯコード違反

児を守る「公」の力が必要不可欠です。 が、知識のある保険医療従事者の指導

う、赤ちゃんとお母さんそして母乳育

母乳育児では、赤ちゃんとお母さん

ょうか。
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から、当然ＷＨＯコードを知っており、 上にも繋がるのではないでしょうか。

も哺乳瓶と人工乳首を販売しています

ンはＷＨＯコードが法制化された国で

ＨＯコード違反にあたります。ピジョ

する」と理想化し宣伝することは、Ｗ

哺乳瓶と人工乳首を「母乳育児を応援

瓶と人工乳首、
「 母 乳 実 感 」の 売 上 向

ひいては「母乳育児を応援する」哺乳

母乳バンク支援活動により、
「母乳育

り支える「公」の力を強めて、多くの

法制化し、母乳育児を企業活動から守

それと同時に、ＷＨＯコードを国内

い企業イメージ”を持つことができ、 にしていって頂きたいものです。

児を応援する」会社であるという“良

母親が母乳育児を実現できる社会を作

より多くの赤ちゃんが利用できる施設

していただき、低体重児だけではなく、

在に触れることもなく自由に広告宣伝

ない日本国内では、ＷＨＯコードの存

るはずです。しかし、法制化されてい

なれば、小さく早く生まれた赤ちゃん

地域にあり、気軽に利用できるものに

る必要がある施設です。母乳バンクが

公的資金を用いて、地域ごとに整備す

家族相談士などの資格も持つ。２０１ 年、

２００８年、
弁護士登録。産業カウンセラー、

に代わる育児のインフラ設備として、 っていくべきではないでしょうか。

厚生労働省は、１５００グラム未満

もの権利委員会などに所属。

事件などに詳しい。第二東京弁護士会子ど

トに対処する事件、母乳育児支援に関する

授乳の権利に関する事件、授乳ハラスメン

ネットワークで活動を開始。公共の場での

保護司登録。２００１年より母乳育児支援

6

こたけ・ひろこ

を行っているといえるでしょう。

だけでなく、さまざまな理由で充分に
母乳を入手できない赤ちゃん全てが母

が、小さく早く生まれた赤ちゃんの命

の低体重で生まれた赤ちゃんに対する

乳の恩恵を受けることができます。

と健康を守る画期的な施設であること

今回設立された日本橋母乳バンク

母乳バンクは
公的支援で拡充を

法制化された国ではコードを守ってい

母乳バンクは、本来、昔のもらい乳

ことに変わりはないのです。従って、 わけではないでしょう。この場合は、 的なインフラ設備として各地域に整備
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