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第Ⅰ章

序論

本章では、研究の背景および目的、意義について述べる。

１．研究の背景
現在、世界の 5 歳未満児死亡数は年間約 590 万人にのぼり、その死亡要因の 45%を栄養失調が
占めている（Black et al., 2013）
。運よく 5 歳の誕生日を迎えるまで生き延びることができたとして
も、約半数の子どもが何らかの栄養問題を抱えながら生活しており、栄養失調はいまも子どもの
健康を脅かす最大要因となっている（FAO, 2015; UNICEF, WHO, & World Bank, 2016）。
幼少期の栄養不足は、子どもの成長発達を阻害し、感染症の罹患率や乳幼児死亡率を増加させ
るだけでなく、その後の人生における教育機会や雇用機会の喪失、労働生産性の低下や国の経済
発展に多大な影響を及ぼすことが明らかにされている。また、妊娠・出産適齢期の女性が適切な
エネルギーや栄養素を摂取していない場合、胎児発育遅延や低出生体重児の出産リスクが高まる。
このような低体重で生まれた子どもは、健常児に比べ死亡率は 20 倍高く、将来栄養失調や生活習
慣病を発症するリスクが高まることも報告されており、子どもの栄養失調は個人の健康問題だけ
でなく、社会や次世代にも負の連鎖をもたらす要因となっている（Fabrizio, Liere, & Pelto, 2014;
Pridmore, 2007; UNICEF, 2013; UNICEF &WHO, 2004; Victoria et al., 2008）。
このような状況に対し、世界保健機関（以下、WHO）と国連児童基金（以下、UNICEF）は 2002
年の世界保健総会において、完全母乳哺育の継続、適切な補完食の提供、母乳哺育の継続を乳幼
児の栄養に関する世界的な運動戦略における行動目標とし、子どもが 2 歳の誕生日を迎えるまで
の期間を人生の基盤形成における最も重要な時期としている（WHO & UNICEF, 2003）
。現在、世
界各国では母乳哺育成功のための 10 カ条に基づく「子どもにやさしい病院運動」や様々な母乳哺
育推進活動が展開され（WHO & UNICEF, 2009）、母乳哺育への関心が高まっている。その一方、
多くの国や地域ではいまも乳幼児の食と栄養に対する関心や意識は低く、母親が母乳哺育ととも
に離乳期の哺育に関する適切な知識や技術を習得できるよう支援することは、子どもの栄養改善
や健康増進にむけた重要なアプローチにつながると考えられる。
近年、子どもの栄養失調は世界的に減少傾向にあり、栄養状態の改善がみられている。しかし、
サブサハラ・アフリカ地域では、慢性的な栄養不足を抱える子どもの割合は唯一増加しており、
子どもの栄養失調に対する解決の方向性はいまだ見出せていない。サブサハラ・アフリカ南東部
に位置するマラウイ共和国（以下、マラウイ）では、5 歳未満の子どもの 72%が発育阻害や低体
重などの栄養失調を抱えており、これらの地域の中で最も深刻な状況におかれている（NSO and
ICF Macro, 2011）
。現在、マラウイの母子保健サービス現場では、WHO や UNICEF などの国連機
関の支援により母乳哺育推進活動が積極的に行われており、生後 1 時間以内の授乳開始率や 2 歳
までの母乳哺育継続率は大幅に改善している。しかし、母乳のみを与える完全母乳哺育期間は平
均 3.7 ヶ月であり、母親の 50%以上が生後 3～4 ヶ月頃には栄養価の低い補完食を与えており、2
歳未満の子どもの 80%以上が１日に必要な食事を適切に摂取できない状況にある（Kerr, Berti, &
Chirwa, 2007; NSO and ICF Macro, 2011; UNICEF, 2015）。
深刻な貧困や飢餓の問題に直面するマラウイにおいて、母乳哺育は子どもが「いまを生きる」
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ことから「生きていく」ことに生命をつなぐための最も基本的で自然な営みとなる。しかし、子
どもの健全な成長や発達は、母乳哺育を実践するだけで保障できるものではなく、母乳哺育を基
盤とした離乳過程における健康的な食生活を通して獲得されるものであると考える。従って、子
どもの個別性や地域の食文化、家庭の食習慣を大切にしながら、授乳期と離乳期の哺育プロセス
を進めていくことが重要となる。マラウイでは、食糧不足が原因で栄養価の高い食事を子どもに
提供できないわけではなく（Hotz & Gibson, 2005; Johansson, Nyirenda, Johansson, & Lorefalt, 2011;
Kuchenbecker et al., 2012；Mtimuni, 2008）、情報や知識の不足による不適切な哺育行動や食と栄養
に対する関心が低いことが子どもの栄養失調を引き起こす大きな要因となっている。このことか
ら母親が乳幼児の食や栄養に対する関心や意識を高め、母乳哺育と共に離乳期の哺育に関する実
践的な知識や技術を習得できるよう支援することは、この国の深刻な栄養失調を改善するための
新たなアプローチにつながると考える。
現在、マラウイでは子どもの栄養改善や健康増進に向けた母乳教育が、保健ワーカーを中心に
行われている。しかし、離乳期の哺育に関する教育はほとんど実施されておらず、看護師が母乳
教育とともに離乳教育を早期導入した統合教育の効果はこれまで検証されていない。そこで、看
護師が母親を対象に母乳哺育と離乳期の哺育に関する統合教育を継続的に実施し、その効果を
検証することを目的に本研究を計画した。

２．研究の目的
マラウイ農村部の母親を対象に看護師が母乳哺育と離乳期の哺育に関する教育を統合的に行
う「母乳離乳統合教育プログラム（以下、統合プログラム）
」と母乳哺育に関する教育を行う「母
乳教育プログラム（以下、母乳プログラム）」を継続的に実施し、母親の哺育知識、態度、行動
および子どもの健康に対する効果を明らかにすることを目的とする。
仮説１：統合プログラム群では、母乳プログラム群に比べ生後 6 ヶ月を迎えるまで完全母乳哺
育を継続する割合が高い。
仮説２：統合プログラム群では、母乳プログラム群に比べ生後 6 ヶ月を迎えるまでの補完食開
始割合は低い。また、補完食を開始している場合でも栄養価の高い補完食を適切に提
供することができる。
仮説３：統合プログラム群では、母乳プログラム群に比べ子どもの健康状態に差がみられる。
・身長や体重の適切な増加がみられ、成長発達の経過が良好である。
・栄養失調やその兆候を示す子どもの割合が低い。
・下痢などの感染症への罹患回数が少ない。

３．研究の意義
本研究では、看護師が母親を対象に統合プログラムを継続的に実施することで、母乳哺育と
離乳期の哺育に関する哺育知識や態度の向上、適切な哺育行動の習得につながり、子どもの健
康が維持増進されることが期待できる。また、乳幼児の食と栄養に対する教育の普及にむけた
看護基礎教育や継続教育の基礎資料になることが望まれる。さらに、深刻な子どもの栄養失調
を抱える国や地域への波及効果が期待され、子どもの栄養改善や健康増進に向けた新たな選択
肢の提示につながる可能性が考えられる。
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第Ⅱ章

文献検討

本章では、子どもの栄養失調に対する世界的動向、マラウイにおける子どもの栄養失調、子ど
もの栄養改善に向けた教育の効果と子どもの健康に向けた新たな教育の可能性についての文献検
討および用語の操作的定義について説明する。

１．子どもの栄養失調に対する世界的動向
１）潜在化する子どもの栄養失調
世界の 5 歳未満児死亡数は、1990 年の 1,270 万人から 2015 年には約 590 万人に減少し、大幅な
改善がみられている（UNICEF, 2015）。しかし、いまも世界では 1 日に約 16,000 人の 5 歳未満児
の生命が失われており、その死亡要因の 45%を栄養失調が占めている（Black et al., 2013）。
子どもの栄養失調は、栄養不足と栄養過多により発症し、慢性的な栄養不足により発症する「発
育阻害」や急性的な栄養不足により起こる「消耗症」、「低体重」と栄養の過剰摂取により発症す
る「過体重」の 4 つに分類されている（UNICEF, 2013）
。現在、世界の 5 歳未満児の 24%が発育阻
害であり、7%が消耗症、14%が低体重、6%が過体重と推計され、5 歳未満の子どもの 50%以上が
何らかの栄養問題を抱えながら生活している。子どもの過体重や肥満が先進国を中心に深刻な社
会問題となる中、世界の 5 歳未満児の 45%が抱える栄養不足はその 90%以上が途上国に集中して
いる（Black et al., 2013）。
幼少期の栄養不足は、子どもの成長発達を阻害し、下痢やマラリア、肺炎などの感染症への罹
患率や乳幼児死亡率を増加させる要因となる。また、慢性的な栄養不足は、就学機会の遅れや学
習能力の低下、途中退学の増加など教育機会に影響し、就労機会の喪失や労働生産性の低下、さ
らには国の社会経済発展に多大な影響を及ぼすことが明らかとなっている。社会的な損失を示す
指標である生涯調整生命年（Disability-adjusted life year: DALYs）をみると、発育阻害や低体重に
よる 5 歳未満児の疾病負荷が DALY 全体の 40%を占めており、子どもの成長が妨げられることに
よる社会的損失がいかに甚大であるかがわかる（Black et al., 2008）。このように子どもの栄養不足
は、個人の健康や人生を脅かすだけでなく、社会や次世代にも負の連鎖をもたらす要因となる
（Fabrizio, Liere, & Pelto, 2014; Pridmore, 2007; UNICEF, 2013; UNICEF & WHO, 2004; Victoria et al.,
2008）。
近年、サブサハラ・アフリカでは栄養不足を抱えた子どもの数が、1990 年の 4,700 万人から 2015
年には 5,800 万人となり、過去 25 年の間に 25%も増加している（UNICEF, 2015）。世界の多くの
国や地域で栄養不足を抱えた子どもの数が改善される一方、サブサハラ・アフリカ地域ではその
数が唯一増加傾向にあり、子どもの栄養不足はいまも深刻な課題である。

２）子どもの栄養改善に対する世界的な取り組みと課題
1980 年代にアフリカを襲った干ばつによる飢餓人口の増加により、1992 年の「栄養に関する世
界宣言」
（WHO & FAO, 1992）において、世界で初めて子どもの栄養不足が地球規模の健康課題で
あると認識されてから、子どもの栄養改善に対する世界的な取り組みは時代とともに変化してい
る。
3

1990 年代は、重度栄養失調児の死亡率低下や栄養改善に向けた栄養強化粉ミルクや家庭用治療
食、栄養補助剤の提供をはじめとする大規模な食糧援助が行われ、多くの国や地域では子どもの
栄養改善、感染症罹患率や乳幼児死亡率の低下がみられた。その一方、食糧援助を中心とした活
動は、世界情勢や経済状況、外交関係などの様々な影響を受け、活動の持続性や費用対効果が問
題とされた（De‐Regil, Jefferds, Sylvetsky, & Dowswell, 2011; Fernandez-Gaxiola & De-Regil, 2011;
Imdad, Herzer, Mayo-Wilson, Yakoob, & Bhutta, 2010）
。そのような状況の中、WHO/UNICEF は「イ
ノチェンティ宣言」を発表し、母乳哺育成功のための 10 カ条に基づく「子どもにやさしい病院運
動」
（WHO & FAO, 2009）や母乳哺育推進運動が世界的に取り組まれるようになった。
2000 年代に入り WHO/UNICEF は「乳幼児の栄養に関する運動戦略」を打ち出し、①産後 1 時
間以内の授乳開始と生後 6 ヶ月を迎えるまでの完全母乳哺育の継続、②栄養価の高い適切な補完
食の提供、③2 歳あるいはそれ以上の母乳哺育継続を行動目標とした。ここでは、母乳哺育だけ
でなく補完食についても言及することで、乳幼児の栄養に関する包括的な戦略を掲げた（WHO &
UNICEF, 2003）
。
その後、2011 年の「スケールアップ栄養アクション枠組み」において、栄養格差の縮小や妊娠
期から 2 歳までの人生最初の 1000 日間における栄養改善の重要性が提言され
（Black et al., 2013）、
持続可能な開発目標では農業活動の普及・推進による持続可能な食料システムの構築による飢餓
撲滅や栄養改善が目標としている（United Nations Development Program, 2012）。
このように過去 25 年以上にわたり、地球規模の様々な取り組みが行われてきた。しかし、生後
1 時間以内に授乳が開始される新生児の割合は 39%（2003～2008 年）から 44%（2009～2013 年）、
完全母乳哺育の割合は 37%から 38%とわずかな改善傾向を示すのみであり、2 歳まで母乳哺育を
継続する割合 49%に留まり過去 10 年間大きな進展はみられていない（UNICEF, 2015）。また、1
日に最低限の食事を摂取できる 2 歳未満児の割合は 10%であり（UNICEF, 2015）、多くの子どもが
十分な量の適切な食事を摂取することができない状況にあることからも、乳幼児の栄養改善に向
けた効果的なアプローチの検討は喫緊の課題である。

２．マラウイにおける子どもの栄養失調
１）国の概要
マラウイはアフリカ南東部に位置し、周囲をタンザニア、ザンビア、モザンビークの 3 国に囲
まれた内陸国である。国土面積は日本の北海道と九州を合わせたほどの小さな国で、国土の 3 分
の 1 をマラウイ湖が占めている。大きく 3 つの行政区域に分けられ、北部地域 6 県、首都のある
中部地域 9 県、南部地域 13 県の計 28 県から成っている（NSO and IFC Macro, 2011）
。
人口は約 1,720 万人（2015 年）で全体の半数を 15 歳未満人口が占める若い国であり、国民の
85%が農村部で生活している（Central Intelligence Agency, 2015）。国民の 70%がキリスト教徒であ
り、25%がイスラム教、5%が土着の伝統宗教を信仰している（World Bank, 2014）
。人口の 50%以
上が 1 日 1.9 米ドル以下の貧困ラインで生活しており、一人あたりの国民総所得は 250 米ドルと
アフリカ諸国の中で 5 番目に低く、人間開発指数は 187 か国中 173 位の後発開発途上国である
（UNDP, 2015）。人口の約 90%が自給自足の農業に従事しており、大多数を占める小規模の自作農
家は、メイズやキャッサバ、豆類などの作物を栽培している。マラウイは近隣諸国と異なり、鉱
物資源の開発が進まず天水に頼る農業が商品輸出の 8 割近くを占め、その 6 割以上がタバコの輸
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出となっている。そのため、タバコの国際価格や生産量の変動によって国内経済が著しく影響を
受ける社会構造であり、1 次産業に頼った脆弱な経済基盤がこの国の貧困や飢餓につながる要因
となっている（Persaud & Meade, 2009）。
この国の教育システムは、初等教育 8 年、中等教育 4 年、高等教育 4 年であり、初等教育修了
率は 35%、中等教育進学率は 17%である。15 歳以上の識字率は、マラウイ全体で 65%、男性 74%、
女性 57%であり、約半数の女性は文字の読み書きが十分できない状況にある（UNICEF, 2015; World
Bank, 2010）。

２）保健医療の現状と課題
マラウイでは国連機関や国際機関の支援による予防接種の普及・拡大により、ポリオや新生児
破傷風、麻疹などの予防可能な感染症の罹患率は減少傾向にあり、新生児死亡率は 2000 年の 104
から 2012 年には 46
（出生千対）
、5 歳未満児死亡率は 189 から 71
（出生千対）
に減少している
（WHO,
2014）
。しかし、医療施設や医療従事者の多くが都市部に偏在する一方、多くの住民が生活する農
村部では必要な時に必要な保健医療サービスが受療できず、健康格差を生み出す要因となってい
る。5 歳未満児の 47%が発育阻害、4%が消耗症、13%が低体重であり、子どもの 3 人に 2 人が栄
養不足による健康問題を抱えている（NSO and ICF Macro, 2011）。また、近年では高血圧や糖尿病
などの生活習慣病を抱える成人や過体重の子どもの割合が増加しており、新たな社会問題となっ
ている。このような生活習慣病や過体重の発症には、幼少期の慢性的な栄養不足が関係しており、
子どもの栄養改善は優先して取り組むべき課題のひとつである。表 1 に主な保健指標を示す。
表1

保健指標

Life expectancy at birth (2012) ²⁾

59

Total fertility rate (2010) ¹⁾

5.7

Infant mortality rate per 1,000 live births (2012) ²⁾

46

Under five mortality rate per 1,000 live births (2012) ²⁾
Maternal mortality rate per 100,000 live births (2010)

71
¹⁾

460

% of under five children with stunted

¹⁾

47

% of under five children with wasted

¹⁾

4

% of under five children with under weight
% of under five children with over weight

¹⁾
¹⁾

% of adults between the age of 25-64 years with hypertension ²⁾
% of adults between the age of 25-64 years with diabetics ²⁾

¹⁾NSO and ICF Macro, 2011

13
8
33
5.6

²⁾WHO, 2014

この国の保健サービスは、政府系保健施設とキリスト教会系列病院、プライベートクリニック
により提供されており、政府系保健施設が全体の 60%、キリスト教会系列病院 37%、プライベー
トクリニック 3%を占めている。全保健施設の約 2/3 を占める政府系保健施設は、中央病院、県病
院、地域病院、保健センターを併せて全国に計 424 施設あり、キリスト教会系列病院は計 161 施
設ある（Phiri & Masanjala, 2012）。
サービス体制は、大きく 3 段階に分かれている。1 次保健医療サービスを提供する保健センタ
ーには、外来、入院、産科の 3 つの機能があり、通常 2 年の教育課程を経た準医師が 1 名、助産
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師の資格を有する地域保健師や地域助産補助の看護師が 1~3 名、8~12 週間のトレーニング（その
年の政府予算額によりトレーニング期間が異なる）を受けた保健ワーカーが約 15~20 名、診療補
助者 1~2 名、施設管理者 1~2 名、夜警人 1~2 名が配置されている。準医師は、保健センター長と
して施設内の管理・運営業務を行いながら、外来診療および入院患者の治療を担当し、看護師は
産科診療や検診外来、施設分娩を担当している。保健ワーカーは、各担当地域の村々を巡回しな
がら、基本的な母子保健サービスや公衆衛生サービスを提供し、地域住民の健康増進や疾病予防
活動を行っている。多くの保健センターには、医療器材や必須医薬品、検査薬などの保健サービ
スを提供するうえで必要となる保健資源が十分に確保されておらず、保健センターで対応できな
い重症患者や緊急手術が必要な患者は、県病院に搬送する体制となっている。2 次保健医療サー
ビスを提供する県病院は、内科、外科、産科、小児科、精神科、眼科などの診療科を有する 200-300
床規模の保健施設で各県に 1 施設あり、保健センターで対応できない重症患者、検査や手術が必
要な患者を受け入れている。3 次保健医療サービスを提供する中央病院は全国に 4 施設あるが、
高度な医療機器は整備されておらず限られた保健資源を活用しながら保健サービスを提供してい
る。
この国の保健医療人材は、医師が人口約 5 万人に 1 人、看護師が人口約 3,000 人に 1 人、保健
ワーカーが人口約 1,500 人に 1 人であり（WHO, 2013）
、サブサハラ・アフリカの中で最も深刻な
人材不足に直面している（表 2）。また、人材不足だけでなく、医薬品や検査薬などの慢性的な不
足により、適切な時期に適切な保健医療サービスが受けられず、人々の健康に多大な影響を及ぼ
している。そのため、地域住民の健康増進や疾病予防に向けたヘルスプロモーション活動は、限
られた資源の中で保健サービスを提供しなければならないこの国において重要な活動であり、い
かに地域レベルで効果的な予防活動が実践できるかが大きな課題と言える。
表2

保健医療人材の人口比

Density of physicians per 1,000 populations

0.02

Density of nurses/midwives per 1,000 populations

0.34

Density of health workers per 1,000 populations

0.73

WHO, 2013

３）子どもの栄養失調の現状と課題
現在、生後 6 ヶ月未満児の 17%が発育阻害を抱え、生後 6～11 ヶ月児の 80%以上が貧血状態に
ある。マラウイでは、栄養失調の発症リスクが生後 6 ヶ月を境に高まり、慢性的な栄養不足やそ
れに起因した感染症への罹患が原因で死亡する子どもの割合は 2 歳までに増加することが明らか
となっている（NSO and ICF Macro, 2011）。5 歳未満児の約半数の子どもが発育阻害であるが、発
育阻害を抱えた子どもは、初等教育の開始時期が遅れ、学習能力の低下や就学困難による中途退
学が増加することが報告されている（Glewwe & Jacoby, 1995; World Bank, 2014）。南東部アフリカ
連合 13 か国で実施された読解力・計算力の試験（Southern and Eastern Africa Consortium for
Monitoring Educational Quality：SACMEQ）でも、幼少期の慢性的な栄養不足が子どもの学力に影
響する要因であることが示されており（Hungi et al., 2010）
、発育阻害児の増加は国の GDP を年間
約 10%も低下させる要因となることがわかっている（AUC & WFP, 2015）。
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このような状況を改善するため、マラウイ政府は 2011 年以降「スケールアップ栄養アクション
枠組み」を国家保健政策に導入し、すべての子どもは適切な食事と栄養を摂取する権利を有する
としているが（NSO and ICF Macro, 2011; United Nations, 2011）、具体的な方策はなく事態は深刻な
状況にある。

４）子どもの栄養失調に影響する哺育行動
（１） 母乳哺育の現状と課題
マラウイでは、母乳哺育を行うことは母親の象徴とされ、農村部で生活する母親の大多数が母
乳で子どもを育てている（Berry & Petty, 1992; Kululanga, Sundby, & Chirwa, 2011）。特に、近年施設
での専門家介助による分娩が保健政策として奨励され、施設分娩率は 70%を超えている。その結
果、生後 1 時間以内に授乳を開始する新生児の割合は 95%、2 歳までの母乳継続率は 77%に改善
され、母乳哺育事情に変化がみられている（NSO and ICF Macro, 2011）。しかし、母乳のみを与え
る完全母乳期間は平均 3.7 ヶ月であり、国連機関が推奨する 6 ヶ月と比べて短く、完全母乳哺育
の重要性に対する母親や地域社会の意識は依然低い状況にある（NSO and ICF Macro, 2011）。そ
のため、完全母乳哺育の継続や母親の栄養改善に向けた母乳教育の継続的な実施が求められる。
（２） 離乳期の哺育の現状と課題
本研究対象地である M 県では、子どもの 65%が生後 1 ヶ月以内に母乳以外の不衛生な水や薬草
水を与えられ、母乳のみで生後 6 ヶ月間育てられる子どもの割合はわずか 4%であることが報告さ
れている（Kerr, Berti, & Chirwa, 2007）
。農村部の多くの家庭では、主食のメイズのみで作ったお
粥（ポリッジと呼ばれる）が補完食として与えられており、半数以上の子どもが生後 3～4 ヶ月目
にポリッジを摂取している（Kerr, Berti, & Chirwa, 2007）。しかし、メイズで作ったポリッジの熱
量は 100g あたり約 109kj であり、母乳（100g あたり約 272kj）の半分以下の熱量しかなく、低エ
ネルギーかつビタミンやミネラルなどの微量栄養素の不足が指摘されている（ Hotz & Gibson,

2001; Lin, Manary, Maleta, Briend, & Ashorn, 2008; Maleta, 2006）。このような主食を原料とした単
一食材の補完食を早期に開始し、長期間にわたり摂取し続けることは、慢性的な栄養不足を引き
起こす大きな要因となる。また、中には生後 6 ヶ月頃には家族と同じ食事を子どもに与える母親
もおり、このような哺育行動が下痢などの感染症の罹患リスクを高め、母乳から摂取できる微量
栄養素の欠乏につながることが報告されている。
2 歳未満の子どもの食事摂取状況を調査したマラウイの研究では、子どもの食事の多くが炭水
化物や野菜を中心とした 2～3 食品群の食材を使用したものであり、生後 6～11 ヶ月児の Minimum
Dietary Diversity（MDD）および Minimum Acceptable Diet（MAD）は約 40%であることが明らかに
されている（Kuchenbecker et al., 2015）
。しかし、このような背景には、肉や魚、卵などの動物性
蛋白は高価で購入できないという経済的要因だけが理由ではなく、母親の栄養に関する情報や知
識の不足、伝統的慣習などにより食料へのアクセスが制限されることも影響している（Hotz &
Gibson, 2001; Vaahtera et al., 2001）
。
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５）母親の哺育行動に影響する要因
（１）個人・家族要因
哺育行動に影響する要因として、母親のヘルスリテラシーや食料へのアクセス、乳幼児の食と
栄養に対する意識などが影響すると考えられる。
WHO は、健康の維持・増進のために自分に合った情報にアクセスし、理解し、評価し、活用す
る能力をヘルスリテラシーと定義し（Kickbusche & Nutbeam, 1998）、ヘルスリテラシーを高めるこ
とは人々が自分の健康に影響する意思決定や行動をコントロールする過程につながるとしている。
ヘルスリテラシーと健康行動との関連については、多くの研究で明らかにされている。母親のヘ
ルスリテラシーが低い場合、完全母乳哺育期間が短く、補完食を早期に開始する傾向がみられて
おり、子どもが病気時に適切な水分や食事を与えないなどのリスク行動や乳幼児健診などの保健
サービスを利用しない傾向にあることが報告されている（Abuya, Ciera, & Kamani-Murage, 2012;
Agedew et al., 2014; Kamudoni, Maleta, Shi, &Holmboe-Ottesen, 2015; Kerr et al, 2007; Kerr, Dakishoni,
Shumba, Msachi, & Chirwa, 2008; Ostergaard & Bula, 2010; Sika-bright, 2010）
。また、このような母親
は、子どもが下痢や嘔吐などの病気時に罹っている場合も適切な水分や食事を与えず、子どもの
状態を悪化させる危険な行動をとる傾向にあることが報告されている（Alemayehu, Haidarand, &

Habte, 2009; Aruldas, Khan, & Hazra, 2010; Gupta & Nagori, 2012; Kuchenbercker et al., 2012;
Madise & Mpoma, 1997）。マラウイでは農村部で生活する女性の多くが十分な教育を受けておらず、
また情報へのアクセスや保健施設へのアクセスも限られることから、健康的な日常生活を送るた
めの情報や子どもの食と栄養に関する知識は、決して十分にあるとは言えない。そこで、母親が
母乳哺育と離乳期の哺育に関する情報にアクセスでき、それを活用しながら適切な哺育行動が習
得できるよう母子保健サービスを通して母親の学習機会を確保することは、子どもの栄養改善に
つながる可能性が考えられる。
また、貧困による脆弱な生活基盤が食料へのアクセスを困難にし、各家庭の食習慣や哺育行動
に影響することが考えられる。マラウイでは、毎年多くの住民が農作物収穫前に食糧不足や飢餓
を経験しており（NSO and ICF Marco, 2011）
、天水に頼る伝統的な農業を営む住民にとって気候変
動がもたらす脆弱な生活基盤は、子どもの栄養不足や乳幼児死亡率を高める要因となる。しかし、
農作物収穫後の食糧が豊富に確保されている時期であっても、栄養失調で入退院を繰り返す母子
は多く（Johansson et al., 2011）、必ずしもそれだけが子どもの栄養不足を招く要因となる訳ではな
い。
このことは、子どもの食と栄養に対する人々の意識が低いことや、地域にある食資源を有効に
活用するための実践的知識や技術の不足が大きく影響していると考えられる。マラウイでは食の
多様性に限界はあるものの、穀類や豆類、卵、肉、乾燥魚、野菜、果物などの食材は、国民の大
半が生活する農村部においても入手可能であり、地域にある食材を活用し栄養価の高い食事を子
どもに与えることは可能であることが報告されている（Hotz & Gibson, 2005; Johansson et al., 2011;
Kuchenbecker et al., 2012; Mtimuni, 2008）。しかし、実際には農村部の母親の多くは、メイズを用い
た栄養価の低いお粥を子どもに与えており、地元の食材を有効に活用できていない状況がある。
このことからも、各世帯の経済状況を向上し食料へのアクセスを確保するだけでは、子どもの栄
養不足の根本的な改善にはつながらない可能性が考えられる。
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（２）社会文化的要因
年齢の若い母親や教育を十分受けていない母親、祖母と同居している母親の場合、祖母が家庭
内で大きな権力を持ち、子どもの養育に関する意思決定を行うことが明らかにされている
（Johansson et al., 2011; Kerr, Berti, & Chirwa, 2007）。例えば、地域特有の伝統的慣習に習い子ども
を病気から守るという理由で新生児に不衛生な水や薬草水を与える、初乳は新生児にとって有害
と信じ初乳を与えない、あるいは子どもが泣くのは母乳不足と考え母乳以外のものを与えるなど
祖母の経験や価値観に基づく哺育行動が、日常生活の様々な場面で優先されることが報告されて
いる（Aubel, Toune, & Diagne, 2004; Chimbiri, 2007; Kamudoni et al., 2015; Kerr, Berti, & Chirwa, 2007,
2008; Ostergaard & Bula, 2010）
。
このような地域特有の誤った伝統的慣習や価値観は、母親の哺育行動や子どもの栄養改善や健
康増進に影響を及ぼし、母親が適切な哺育知識を習得し次世代に継承していかない限り、子ども
の栄養失調は世代を超えて繰り返されることになる。何世代にもわたり継承されてきた文化や伝
統的慣習を変えることは決して容易なことではないが、家族や地域を巻き込みながら社会の文化
や伝統を守りつつ、人々の生活に根差した方法を見出すことが求められる。
（３）保健サービス要因
母子保健サービスの現場では、妊娠期から出産・育児期において看護師による積極的な母乳教
育が提供されており、母乳哺育に関する関心は高い。しかし、母子の栄養改善や健康増進に向け
た栄養教育や栄養アセスメントは、看護の基本的ケアのひとつであるにもかかわらず、多くの現
場では軽視される傾向にある。近年、多くの国や地域において、看護師の栄養に関する知識やア
セスメント能力の不足により適切な看護サービスが提供されていない現状が課題となっている
（Bonetti, Baquasco, Aleo, & Sasso, 2013; Hamer, Kvatum, Jeffries, & Allen., 2004; Kobe, 2006;
Kruseman et al., 2015; Mowe et al., 2006, 2008）。その要因として、栄養に対する看護師の関心や意識
が低いこと、栄養ケアは栄養士の役割であり看護ケアとして認識されておらずケアの優先度が低
いことなどが挙げられており（Fletcher & Carey, 2011; Kobe, 2006; Kondrup et al., 2002; Kowanko、
Simon, &Wood, 1999; Soderhamn & Soderhamn, 2009）
、保健サービスを提供する側の意識や能力不足
が哺育行動にも影響を及ぼすと考えられる。

６）子どもの栄養改善に向けた取り組みと課題
マラウイでは、農村部で生活する母親の 80%以上が、子どもの栄養に関する情報や知識を保健
センターで入手しており、保健センターは健康に関する知識や情報を入手するための重要な場所
となっている（Kuchenbercker et al., 2012）。現在、保健センターでの子どもの栄養に対する活動に
は、主に以下の方法がある。
1 つ目が、看護師による妊産婦検診や施設分娩時、乳幼児健診の場を活用した健康教育である。
しかし、マラウイでは政府が推奨する妊婦健診を出産までに 4 回受診する母親の割合は、46%で
あり、中には出産までに妊婦健診を 1 回あるいは全く受診せず出産時に初めて保健センターを訪
れる母親もいる。また、産後の経過に異常がなければ産後検診を受診しない母親は多く、看護師
が母親に健康教育を実施する機会は、施設分娩時と乳幼児健診時であることが多い（NSO and IFC
Macro, 2011）。現在、マラウイの母子保健サービスでは、生後 6 ヶ月までの完全母乳哺育と 2 歳ま
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での母乳継続が優先事項とされており、母乳哺育を中心とする教育活動が実施されている。しか
し、離乳期の哺育に関する教育は、看護ケアにおける優先度が低く実際にはほとんど実施されて
いない状況にある（Johansson et al., 2011）。
2 つ目が、保健ワーカーによる乳幼児健診の場を利用した健康教育である。マラウイでは乳幼
児健診の受診率が高く、90%以上の母親が毎月 1 回定期的に乳幼児健診に参加し、健康教育や身
体計測、予防摂取などの母子保健サービスを受けており、乳幼児健診の場は重要な教育機会のひ
とつである。しかし、保健ワーカーは、8-10 週間の保健ワーカー養成研修を受けて資格を取得す
るため、看護師のような専門的知識や技術はなく、子どもの食と栄養に関する適切な知識や技術
を持つ者は決して多くはない。
このように、マラウイでは子どもの栄養改善に向けた離乳期の哺育に関する健康教育は、現行
の母子保健サービスにおいて十分提供されておらず、本研究において看護師が母親を対象に母乳
哺育と離乳期の哺育に関する教育を統合的に実施することは、新たなアプローチにつながる可能
性があると考える。

３．子どもの栄養改善に向けた教育の効果
１）母乳教育の効果
世界的な母乳推進運動により、完全母乳哺育の継続や 2 歳までの母乳継続の重要性が社会に広
く認識されるようになったが、その実施状況はいまも低い状況にある。先行研究において、母乳
を与えられなかった子どもは与えられた子どもに比べ、
下痢疾患の罹患率が生後 0-5 ヶ月で 165%、
生後 6～11 ヶ月で 32%も高まることが報告されており、完全母乳哺育率や母乳継続率の改善は重
要な課題である（Lamberti, Fisher-Waller, Noiman, Victoria, & Black, 2011）。
母乳哺育に関する教育（以下、母乳教育）に関しては、医療専門家による教育やピアカウンセ
リング、保健ワーカーやボランティアによる家庭訪問、母親同士のグループサポート、電話相談、
マスメディアなどの多様な方法を用いて実施されている。母乳教育の効果を検証した研究では、
妊産婦健診時の教育やピアカウンセラーによる教育により、完全母乳哺育期間の延長や母乳継続
期間の延長につながったことが明らかにされている（ Chapman, Morel, Anderson, Damio, &
Preze-Escamilla, 2010; Imdad, Yakkob, & Bhutta, 2011; Lumbiganon, Martis, Laopaiboon, Festin, Ho, &
Hakimi, 2012）。また、母乳哺育に関する個別教育により、生後 1～5 ヶ月間の完全母乳哺育率が
90%増加し、個別教育と集団教育を併せた教育では継続期間が 100%延長することが確認されてお
り、その効果は途上国において顕著であった（Haroon, Das, Salam, Imda, & Bhutta, 2013）。さらに、
母乳哺育の継続には、母親の母乳哺育に対する価値観や信念、自己効力感が影響していることが
明らかにされており（Blyth, Creedt, Dennis, Moyle, Pratt, & De Vries, 2002; Dennis, 1999）
、母親が母
乳不足感を感じている時に、看護師をはじめとする専門家が母親の母乳分泌を保証し、母親に安
心感を与えることで母乳哺育期間が延長することもわかっている（中田, 2008）
。このことからも、
母乳教育の実施や母親を支援する体制の構築は、母親の適切な哺育行動の習得、さらには子ども
の栄養改善に対する重要な取り組みと考える。
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２）離乳教育の効果
多くの途上国では、補完食を開始する生後 6 ヶ月を境に発育阻害や低栄養などの栄養不足を抱
える子どもの割合が急増することから、離乳期の子どもの食事内容や摂取回数、母乳とのバラン
スが栄養不足の発症に関係するとされ、適切な離乳プロセスを促進するための様々な取り組みが
実施されている。
これまでランダム化比較試験（RCT）を用いた離乳期の哺育に関する教育（以下、離乳教育）
の効果を検証した研究は、アジアやアフリカ、中南米などの世界 9 か国で 17 の研究が行われてい
る。インド、マラウイ、ペルー、ブラジル、中国の研究では、乳幼児健診時の栄養教育、母親へ
のカウンセリング、調理実演、家庭訪問、グループ学習を用いて教育を行った結果、子どもの体
重変化への介入効果量（ES）が平均 0.28（0.06-0.96）、身長変化への介入効果量（ES）が平均 0.20
（0.04-0.64）と緩やかな教育効果が確認されている（Bhandari, Bahl, Nayyar, Khokhar, Rohde, & Bhan,
2001; Bhandari et al., 2004; Guldan, Fan, Ma, Ni, Xiang, & Tang, 2000; Kilaru, Griffiths, Ganapathy, &
Shanti, 2005; Li et al., 2007; Penny, Creed-Kanashiro, Robert, Narro, Caulfield, & Black, 2005; Roy et al.,
2005; Santos et al., 2001）。また、栄養教育や母親へのカウンセリングを用いたブラジルとベトナム
の研究では、下痢や上気道感染症の罹患率が低下し（Schroeder, Pachon, Dearden, Ha, Lang, & Marsh,
2002; Vitolo, Bortolini, Feldens, & Drachler, 2005）、インド、中国、ブラジルの研究では、子どもの
鉄摂取量が平均 24%増加し、平均 4gL のヘモグロビン増加、貧血の罹患率が 5%減少したことが
報告されている（Guldan et al., 2000; Kapur, Sharma, & Agarwal, 2003; Santos et al., 2001）
。さらに、
マラウイでも動物性蛋白質の摂取による微量栄養素の摂取量増加がみられ、ペルーやブラジルで
は離乳知識の向上により食事回数やエネルギー摂取量の増加が報告されている（Hotz & Gibson,
2005; Penny et al., 2005, Santos et al., 2001）。
このように、離乳教育によって子どもの月齢に応じた適切な補完食の実施や母親の哺育行動が
促進され、子どもの栄養改善や成長促進につながることが検証されている。しかし、これらの研
究のうち 15 研究は、生後 6 ヶ月以降の子どもをもつ母親を対象とした研究であり、生後 6 ヶ月以
前に離乳教育を開始した研究は、ペルーと中国の研究のみであった。これらの研究は、母乳哺育
と離乳期の哺育に関する継続教育であり、子どもの健康に対する高い効果が検証されているが、
離乳教育の開始時期などについての記載されていない。また、多くの先行研究では、離乳教育の
実施者は研修を受けた保健ワーカーやボランティアであり、看護師のような専門職により実施さ
れた教育はペルーのみであった（Penny et al., 2005）。

４．子どもの健康に向けた新たな教育の可能性
現在、途上国における離乳教育は、通常生後 6 ヶ月以降に実施されることが多い（Dewey &
Adu-Afarwuah, 2008; NSO and ICF Macro, 2011；Shi & Zhang, 2011）。しかし、これらの地域におけ
る授乳行動や離乳行動をみると、多くの子どもたちが生後 6 ヶ月を待たずに母乳以外のものを摂
取する状況にある。つまり、母親のニーズやその国や地域の哺育事情にあわせて母乳教育と共に
離乳教育を統合的に行う教育の効果を明らかにすることは、子どもの栄養改善に向けた効果的な
アプローチを検討するうえでの重要な示唆が得られると考える。また、保健医療従事者による専
門的な関わりによる教育は、保健ワーカーや保健ボランティアにより実施された教育よりも高い
効果が得られたと報告されており、看護師による母親への継続的な関わりによる教育の効果を検
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証することの意義は大きく、子どもの栄養改善にむけた新たな可能性を探索するうえで重要な意
味をもつと考える。

５. 用語の操作的定義
１）母乳哺育（Breastfeeding）
生後 1 時間以内の授乳開始、子どもが生後 6 ヶ月を迎えるまでの期間に母乳のみを与える
完全母乳哺育の実施、適切な補完食や幼児食を提供しながら、2 歳あるいはそれ以上の期
間母乳を継続して与える哺育行動を母乳哺育とする（WHO, 1991）。
２）完全母乳哺育（Exclusive Breastfeeding）
子どもが生後 6 ヶ月を迎えるまでの期間、母乳のみで子どもを育てる哺育行動を完全母乳
哺育とする。但し、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素剤や薬剤などは必要時に摂取可
能とする（WHO, 1991）。
３）離乳期の哺育（Complementary feeding）
母乳を中心とした乳汁だけの栄養から補完食をはじめとする母乳以外の食事への移行過程
にある乳幼児の食と栄養に対する哺育行動を離乳期の哺育とする。
４）補完食（Complementary foods）
乳幼児の栄養の主体は母乳であるが、子どもの成長発達に伴い母乳だけでは不足する栄養
素を補うために与えられる食事を補完食とする。
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第Ⅲ章

教育プログラム

本研究では、看護師が母乳哺育と離乳期の哺育に関する教育を統合して行う「母乳離乳統合教
育プログラム（以下、統合プログラム）」と、母乳哺育に関する教育のみを行う「母乳教育プログ
ラム（以下、母乳プログラム）
」を各プログラムに参加する母親を対象に継続的に実施し、教育プ
ログラムの効果を比較検証する。そこで、統合プログラムでは、母親が母乳哺育と離乳期の哺育
に関する知識を習得し、適切な授乳行動と離乳行動が実践できるよう支援することを目的とし、
母乳プログラムでは母親が母乳哺育に関する知識を習得し、適切な授乳行動が実践できるよう支
援することを目的とした。
マラウイでは母子保健サービスにおいて、母乳哺育に関する教育が妊婦検診時や施設分娩時、
乳幼児健診の場を利用して看護師や保健ワーカーにより行われている。しかし、これまで離乳期
の哺育に関する教育はほとんど行われておらず、また多くの教育現場では、保健医療従事者によ
る知識伝達型教育が中心であることから、教育者となる看護師が教育プログラムを効果的に実施
するための適切な知識と技術を習得していることが前提となる。そこで、本研究では教育プログ
ラムの実施に向けた研修を行い、母乳哺育と離乳期の哺育に対する看護師の基礎力強化を図るこ
とにした。
本章では、初めに成人の学びの特性を生かした教育について述べ、次に看護師への研修および
母親への教育プログラムについて説明する。

１．成人の学びの特性を生かした教育
本研究で実施する看護師への研修および母親への教育プログラムは、いずれも成人を対象とし
た教育であり、多様な経験や社会的役割をもった彼らの特徴を理解し、その特性を生かした教育
を行うことが求められる。
森ら（1997）は、成人学習者にとっての教育とは学習者が直面している課題に取り組むための
問題解決型能力を開発するためのプロセスとし、学習者の学習プロセスを促進するためには、学
習者が受容され、尊敬され、支持されていると感じられる学習環境が重要であるとしている。ま
た、学習目標の明確なイメージを持ち、学習者が過去の経験と関連付けることで自身の能力と課
題とのギャップに気づき、学習意欲が高められると述べている。そのため、成人学習における教
育者の役割は、単なる知識や技術の伝達ではなく、学習者のもつ能力を引き出し、学習者が学習
における自己主導性を発揮できるよう支援することにあるとしている。
このように成人教育では、学習者の主体的で自由な学習行動を支援し、学習者が期待する力を
つけ（効果）、限られたリソースで無駄なく学習でき（効率）、学習者と教育者の関心を引き出し
継続的な学習の動機づけにつながる学びができる（魅力）教育を設計することが求められる（鈴
木, 2005）。鈴木（2008）は、教育活動を設計する段階において最も重要となる点が、
「学習目標」
（何を学んでほしいのか）、「教育内容」（何を学びどう助けるのか）、「評価方法」（何をどのくら
い学んだのかどう判断するのか）の整合性をとることの重要性を指摘している。この教育設計の
段階で活用される代表的な理論モデルとして ADDIE モデルがあり、教育活動の内容を創り上げる
段階で用いられる理論モデルには、ガニェの 9 教授事象とケラーの ARCS モデルがある。
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１）教育活動の骨組みを組み立てる ADDIE モデル
ADDIE モデルは、教育目標を達成するために必要な教育活動を「分析（Analyze）
・設計（Design）
・
開発（Develop）・実施（Implement）・評価（Evaluate）」の 5 フェーズをもとに検討する一連の手
順である。教育活動を検討する際の第 1 段階となる分析フェーズでは学習活動の現状や内容、学
習者のニーズを分析し、第 2 段階の設計フェーズでは分析結果をもとに具体的な内容を作成する。
第 3 段階の開発フェーズでは、分析をもとにした設計図に基づき具体的な内容を検討し、次の第
4 段階である実施フェーズではその内容をもとに学習支援活動を行う。最終段階の評価フェーズ
では学習者の評価と提供した内容の評価を行い、これらの評価結果をもとに再度教育活動を見直
す流れとなる（鈴木, 2004）。このように ADDIE モデルは、教育活動の骨組みを組み立てるプロセ
スであり、研修や教育プログラムの実施においてもこの枠組みを用いた。
２）学習者の学習プロセスを支援するための 9 教授事象
学習心理学者のガニェは、人がどのように新しい知識や技能を習得するかを分析し、学習者の
学習プロセスを支援する方法をまとめた。それが 9 教授事象と呼ばれる方法で、①学習者の注意
を獲得する、②学習目標を提示する、③前提条件を思い出させる、④新しい事項を提示する、⑤
学習指針を与える、⑥練習の機会をつくる、⑦フィードバックを与える、⑧学習成果を評価する、
⑨保持と転移を高める、という 9 つのステップから成る（鈴木, 1995）。
学習への準備を整える導入期にあたる①～③では、学習者の注意を喚起することで学習者の興
味や関心を刺激し、円滑な情報の受け入れ態勢をつくり、学習目標を明確に提示することで重要
な情報に学習者が集中できるようにする。そして、これまでに学んだ関連事項を思い出させ、そ
れと結びつけることで新しく学ぶ内容をスムーズに導入できる基盤をつくる。次に、新しく学ぶ
内容について情報提示する段階となる④～⑤では、学習者に何を学ぶのかを具体的に伝え、新し
く得た情報を学習者が意味のあるものとして認識できるようにする。新しく学んだ内容を自分の
ものとして習得する段階の⑥～⑦では、練習の機会をつくり実際に活用できるようにする。成功
した時には褒め、失敗した時には助言を与え、結果に対するフィードバックから学習者が自身の
弱点を克服できるようにする。最後に、⑧～⑨ではこれまでの学習成果を評価し、一度学んだこ
とを忘れないよう適宜フォローアップしながら、次の学習につなげていくと説明している（鈴木,
1995）。しかし、鈴木は、必ずしもすべての学習活動にこれらの要素を組み込む必要はなく、教育
者はこれらの情報を学習者に与えながらも最終的には学習者が習得過程を自ら制御できる方略を
身につけることが重要であるとしている。
このように 9 教授事象は、学習者がより良い学習プロセスを経られるよう学習者を導く要素を
教育活動の随所に仕掛けることで、学習支援環境を創出することが可能になると考えられている。
３）学習者の学習意欲を高めるための ARCS モデル
教育活動において、学習者のモチベーションは目標達成に影響する重要な要素となる。なぜな
ら、学習者が提供された内容に対して興味や関心がなく、モチベーションが低い場合には教育活
動はほとんど成り立たないからである（Dick & Carey, 2001）
。そこで、学習者の学習意欲を高める
方法として、心理学研究に基づいて開発された動機づけモデルを活用したケラーの ARCS モデル
がある。ARCS モデルは、学習者を動機づけるために
「A：注意（Attention）」
「R：関係性
、
（Relevance）
」
、
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「C：自信（Confidence）」
、
「S：満足（Satisfaction）」の 4 要素に対して動機づけの工夫を行うもの
である（鈴木, 2002）。
第 1 要素である「注意」では、学習者の関心や注意を引き寄せるために、個人的な情報や感情
に訴える情報や注意を引く教材、メリハリのある学習構成などを利用し、学習プロセスに変化を
与えながら知覚的喚起や探究心の喚起を起こすものである。第 2 要素の「関係性」では学習内容
が自分と関連しており、学ぶことのメリットを感じられ、学習を楽しめることが学習者の動機づ
けの維持につながる。第 3 要素の「自信」は、目指すゴールを明確に設定し、学習者がそれを意
識し、やればできそうだという学習者の制御感や自信をもたせることである。自信がなければ、
学習者の知識やスキルは活用されず、動機づけの低下につながる。第 4 要素の「満足」は、学習
者が目標達成に向けて新しい情報やスキルを習得し、それを効果的に活用することから得られる
満足感である（鈴木, 2002）。このように ARCS モデルでは、学習者が学習意欲を維持できるよう
4 要素へのアプローチを教育活動に盛り込むことが学習支援環境の創出に有効であるとしている。
本研究では、学習者や教育者にとって効果的・効率的・魅力的な教育活動を実現するため、こ
れらの要素を活用しながら研修や教育プログラムを検討した。

２．看護師への研修
看護師の多くは、日々の看護業務において母乳教育を実施しており、母乳哺育に関する知識や
技術は習得していることが想定される。現在、マラウイの母子保健サービス現場では母乳教育が
積極的に行われているが、離乳期の哺育に関する教育はほとんど実施されておらず、乳幼児の食
と栄養に対する看護師の関心や意識は低く、適切な知識や技術の不足が考えられる。また、一方
的な知識伝達型教育では、母親のニーズにあわせた効果的な教育が実施できるようコミュニケー
ションするを習得することが求められる。そこで、看護師への研修では、効果的なコミュニケー
ションを通して母乳哺育に対する母親のニーズや母親が直面している課題に対する実践的対処能
力を習得できること、乳幼児の食と栄養に対する関心を高め、離乳期の哺育に関する教育の重要
性が意識できること、教育プログラムの継続的な実施により母親の学習支援が行える適切な知識
と技術を習得できるようにすることが求められる。
研修の内容や実施方法を検討するにあたり、研究者がこれまでに行った現地の看護師への研修
経験や看護師との協働経験をもとに、以下の点について考慮する必要があると考える。1 点目は、
母乳哺育に対する看護師の意識は高い一方で、乳幼児の食と栄養に対する看護師の関心や意識は
低く、栄養ケアの優先度が低いことから、実践的な知識や技術の不足が挙げられる。2 点目とし
て、新しい知識や技術を習得しても簡単に実施できない、実践経験が少なく自信をもって行えな
い、あるいは継続的に実践するためのインセンティブがない場合、看護師のモチベーションは維
持されず、継続的な実施につながりにくいことが考えられる。
研修では、看護師全員が共通の認識を持てるよう導入時に研修の到達目標や学習内容、具体的
な評価方法について明確に提示し、栄養失調の現状や住民の食生活について課題分析を行い、母
乳哺育や離乳期の哺育に関する教育の重要性に気づくことからはじめた。また、新しい知識や技
術を学んでもケアの実践に生かされにくい要因として、一方的な講義を聞くだけでは実践的な技
術の習得につながりにくく、自信を持って指導できないことが考えられる。そのため、研修では
ペアワークやケーススタディー、体験型学習を含む講義・演習形式とした。
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研修では、マラウイで使用されている Breastfeeding Counselling Manual（WHO/UNICEF, 1993）
と Infant and Young Child Feeding Counselling（ UNICEF, 2012）、Community Nutrition Training Manual
（Malawi government, Ministry of Agriculture and Irrigation, no date）など既存の研修マニュアルを
活用することで、研修に参加する看護師の負担を抑えながら可能な限り教育プログラムの質が統
一できるようにした。看護師への研修で使用するマニュアルは、統合プログラム群の看護師を対
象としたマニュアル（資料 1-1）と、母乳プログラム群の看護師を対象としたマニュアル（資料
1-2）の 2 種類を作成した。統合プログラム群で使用するマニュアルには、母乳哺育と離乳期の
哺育、カウンセリング技法の 3 項目に関する内容を、母乳プログラム群で使用するマニュアル
には、母乳哺育とカウンセリング技法の 2 項目に関する内容を含めたものとした。現地の看護
師は英語で看護教育を受けていることから、本研究で使用するマニュアルも英語版とした。
研修終了後は、研究者と研修講師である県病院看護師が共に定期的に各保健センターを巡回し、
研修後のフォローアップや教育セッションの効果的な実施に向けた指導や確認を行い、看護師の
モチベーション維持につなげられるよう支援体制を整えた。また、教育プログラムに対する看護
師の主体性を引き出すことは継続性にも影響するため、各教育セッション後に研究者と県病院看
護師、現場の看護師で定期的な打合せを行い、実施した教育セッションの振り返りや次回の教育
セッションに向けた具体的な検討を行う時間を設けた。
各研修終了後に、研究者は県病院看護師と研修についての評価を行い、より効果的な研修の実
施に向けた検討を行うことで、教育プログラムを継続的に実施するための県病院看護師の管理能
力強化を図るようにした。
以下に、統合プログラム群と母乳プログラム群の研修内容と構成について説明する。

１）統合プログラム群の看護師への研修
（１）研修の目的と到達目標
統合プログラムでは、母親が母乳哺育と離乳期の哺育に関する知識を習得し、適切な授乳行動
と離乳行動が実践できるよう支援することを目的とする。そのため、統合プログラムを実施する
看護師への研修では、以下の 4 点を目標とした。
1.

母乳哺育と離乳期の哺育に関するこれまでの教育活動を振り返ることができる。

2.

母乳哺育に関する実践的な知識と技術を向上させることができる。

3.

離乳期の哺育に関する実践的な知識と技術を習得することができる。

4.

子どもの哺育に関して母親が抱える悩みや課題に対して寄り添い、情緒的・精神的支援が
できるようカウンセリング法を習得することができる。

（２）研修の内容
統合プログラム群の看護師への研修では、母乳哺育と離乳期の哺育、カウンセリング法の 3 項
目について取り上げる。表 3 に、統合プログラム群の看護師への研修内容と構成を示す。
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表3

統合プログラム群の看護師への研修内容と構成
項目

導入

内容

自己紹介、研修の目的や内容、到達目標の確認
地域の課題分析や教育実施状況の振り返り

方法

時間

講義

10 分

グループワーク

20 分

講義・演習

90 分

初乳と母乳のメリット
完全母乳哺育の重要性
効果的な授乳方法
展開 1

母乳哺育

母親の栄養改善
子どもが泣く時や病気時の対処法
栄養アセスメントの方法
計測機器の使用方法の確認
休憩

15 分

補完食開始のタイミングと判断目安
展開 2

離乳期の哺育

補完食の実施方法
母乳哺育と補完食のバランス

講義

90 分

栄養価の高い食材や補完食レシピ
休憩
展開 2

60 分

離乳期の哺育

補完食の調理実演

展開 3

カウンセリング法

効果的なコミュニケーション
（傾聴、共感、姿勢、態度など）

まとめ

模擬教育の実施、ディスカッション

演習

60 分

ペアワーク

60 分

休憩

15 分
演習

60 分

母乳哺育に関する具体的な内容としては、初乳や母乳のメリット、完全母乳哺育や母乳継続の
重要性、効果的な授乳方法、病気時の対応など授乳を実施するうえで母親が直面しやすい悩み
や課題に対して適切な対応がとれるようペアワークやケーススタディーを取り入れた内容構成
とする。但し、母乳哺育に関しては、多くの看護師が日々の看護業務において母親への指導を実
践しており、高い知識と技術を有していると考えられるため、看護師の理解度や実践能力を確認
しながら研修を進めることとした。
離乳期の哺育に関しては、看護師が離乳期の子どもの食と栄養の重要性に気づき、栄養のある
補完食に対する関心が高まるよう調理実演を交えながら新しい知識や技術を習得できることを目
標とした。具体的には、補完食開始のタイミングやその判断基準、子どもの月齢や健康状態に応
じた補完食の形態や内容、回数、摂取量と授乳とのバランスについて、保健センターの食材を
利用した調理実演による体験型学習を通して看護師の理解が深まるよう配慮した。また、離乳
過程では子ども一人一人の個性や成長発達にあわせた離乳の進め方が重要であること、多くの母
親が離乳期の子どもの食事に不安やトラブルを抱えやすい傾向にあること、この時期は食生活習
慣の基盤形成期であり、看護師の適切な支援が母親の安心感や自信の獲得、適切な哺育行動につ
ながることを伝え、看護師が離乳期の哺育に関する教育を行うことの重要性を意識できることを
重視した。さらに、離乳期の哺育に関する研修では、補完食の実施方法だけでなく、農業普及員
の協力のもと地域の食材を活用した栄養価の高い補完食レシピや家庭で栽培できる栄養価の高い
作物の紹介などを通して、日々の生活のなかで子どもの栄養について考えられる生活アプローチ
を重視することで、看護師の興味や関心を引き出し研修に参加するメリットが感じられる工夫を
行った。
マラウイの看護教育は、医学モデルが中心であり身体的側面の理解や技術の習得が重視され
た教育内容となっており、多くの医療現場ではサービスを受ける患者側よりもサービスを提供
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する医療者側の立場が強い傾向にある。そこで、研修では看護師が母親への適切な指導や支援
が行えるよう、コミュニケーション能力の向上を目指したカウンセリング法について学習し、
傾聴や共感的態度、効果的な話し方についてペアワークを行い、効果的なケアを提供するため
の実践力向上を目指した。
（３）研修の構成
研究者は、県病院看護師や農業普及員とともに研修マニュアル（資料 1-1）を用いてペアワー
クやケーススタディー、ディスカッションを含む講義・演習形式の 1 日研修を行った（表 3）
。
研修導入部では、自己紹介と研修目的や到達目標、研修内容を提示し、子どもの栄養失調や哺
育事情など地域の課題分析を行い、母乳教育や離乳教育に関する教育実践状況についての振り返
りを行った。その後、母乳哺育に関する講義・演習 90 分（展開 1）、離乳期の哺育に関する講義
90 分と補完食の調理実演 60 分（展開 2）、カウンセリング法に関する講義・演習 60 分（展開 3）
を実施した。調理実演では、保健センターに併設された患者家族用施設の台所で、保健センター
が管理・運営する菜園で収穫できる主食のメイズやイモ、野菜をはじめ、保健センターで飼育さ
れている鶏の卵などを使用した栄養価の高い補完食の調理実演による体験型の研修を行い、母親
への指導ポイントや月齢や健康状態にあわせた補完食の形態や内容、摂取回数や量などについて
学習できるようにした。
研修終了時には、看護師一人一人に母乳哺育と離乳期の哺育に関する模擬教育を実施してもら
い、知識やカウンセリング法の習得状況についての評価を行い、研修目標の達成状況を確認し
た。統合プログラム群の看護師への研修では、看護師が母乳哺育と離乳に関する正しい知識と技
術を習得し、母親への適切な支援が行えることを目的としているため、模擬教育では研究者や他
の看護師が母親役となり、母乳哺育や離乳に関する悩みや課題を看護師に相談する場面を設定し
た。また模擬教育については、研究者や県病院看護師がフィードバックを行い、看護師とより効
果的な教育セッションに向けた話し合いを重ねた。

２）母乳プログラム群の看護師への研修
（１）研修の目的と到達目標
母乳プログラムでは、母親が母乳哺育に関する知識を習得し、適切な授乳行動が実践できるよ
う支援することを目的とする。そのため、母乳プログラムを実施する看護師への研修では、以下
の 3 点を目標とした。
1.

母乳哺育に関するこれまでの教育活動を振り返ることができる。

2.

母乳哺育に関する実践的な知識と技術を向上させることができる。

3.

子どもの哺育に関して母親が抱える悩みや課題に対して寄り添い、情緒的・精神的支援が
できるようカウンセリング技法を習得することができる。

（２）研修の内容と構成
母乳プログラム群の看護師への研修では、母乳哺育とカウンセリング技法の 2 項目について取
り上げる。具体的な内容と構成については、統合プログラム群の看護師への研修と同様のものと
し、研修マニュアル（資料 1-2）を用いた半日研修を行う。表 4 に、母乳プログラム群の看護師
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への研修内容と構成を示す。
表4

母乳プログラム群の看護師への研修内容と構成
項目

導入

内容

自己紹介、研修目的と到達目標の説明
母乳教育や離乳教育の振り返り

方法

時間

講義

10 分

グループワーク

20 分

講義・演習

90 分

初乳と母乳のメリット
完全母乳哺育の重要性
効果的な授乳方法
展開 1

母乳哺育

母親の栄養改善
子どもが泣く時や病気時の対処法
栄養アセスメントの方法
計測機器の使用方法の確認
休憩

15 分

効果的なコミュニケーション方法

展開 2

カウンセリング法

まとめ

模擬教育の実施、ディスカッション

（傾聴、共感、姿勢、態度など）

演習

60 分

演習

60 分

３．母親への教育プログラム
教育プログラムの対象者は、研究同意の得られた 4 つの保健センターに出産のため入院中の母
親である。研究者のフィールド経験から、対象者の多くが初等教育レベルであることが想定され
るため、ポスターなど絵を中心とした視覚的教材を活用することが効果的であると考えた。そこ
で、本研究の教育プログラムでは各保健センターで使用されている UNICEF の Infant and Young
Child Feeding Counselling Card を教材として活用し、教育プログラムを実施する。
また、母親への教育プログラムの質を可能な限り統一できるよう、マラウイで使用されている
Breastfeeding Counselling Manual （ WHO/UNICEF, 1993 ） と Infant and Young Child Feeding
Counselling（UNICEF, 2012）、Community Nutrition Training Manual（ Malawi government, Ministry of
Agriculture and Irrigation, no date）を基盤とした現地語版リーフレットを作成した。統合プログラ
ム群のリーフレット（資料 2-1）には、母乳哺育と離乳期の哺育 2 項目に関する内容を、母乳プ
ログラム群のリーフレット（資料 2-2）には、母乳哺育に関する内容を含め、リーフレットを希
望する母親に配布するようにした。
以下に、統合プログラム群と母乳プログラム群の教育プログラムについて説明する。

１）統合プログラム群の教育プログラム
（１）統合プログラムの目的と到達目標
統合プログラムでは、母親が母乳哺育と離乳期の哺育に関する正しい知識を習得し、その知識
を生かして適切な哺育行動が実践できることを目的とする。そのため、統合プログラム群の教育
プログラムでは、以下の 5 点を目標とした。
1.

母乳哺育に関する実践的な知識と技術を習得することができる。

2.

離乳期の哺育に関する実践的な知識と技術を習得することができる。

3.

母乳哺育に対する自信を維持、向上させることができる。

4.

完全母乳哺育を可能な限り生後 6 ヶ月を迎えるまで継続することができる。

5.

補完食の実施方法について具体的に説明できる。
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（２）統合プログラムの内容
統合プログラムでは、母乳哺育と離乳期の哺育に関して母親の関心や理解度に合わせながら
段階的に学べるよう各教育セッションの内容と構成を以下のように設定した。表 5 に統合プロ
グラムの内容と構成を示す。
表5

統合プログラムの内容と構成

回数

時期

時間

方法

内容

第 1 セッション

入院中

15 分

個別教育

母乳

母乳哺育のメリット

テーマ

第 2 セッション

1 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

母乳だけで育てよう

第 3 セッション

2 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

病気時や泣く時の対処法

第 4 セッション

3 ヶ月健診

45 分

集団教育

母乳+離乳

完全母乳哺育と離乳準備 1

第 5 セッション

4 ヶ月健診

45 分

集団教育

母乳+離乳

完全母乳哺育と離乳準備 2

第 6 セッション

5 ヶ月健診

45 分

集団教育

母乳+離乳

母乳哺育の継続と離乳準備 3

① 第 1 セッション：テーマ「母乳哺育のメリット」（15 分）
（目標）
・初乳の効果が説明できる。
・母乳哺育の重要性が説明できる。
・適切な授乳姿勢（ポジショニング）が保持できる。
（方法）初乳や母乳哺育のメリット、適切な授乳姿勢について、カウンセリングカードおよび歌
を用いて説明する。授乳姿勢については、経産婦から初産婦に説明してもらうことで経
験を共有し、母親同士が学び合える場を提供する。
（評価）
・初乳や母乳哺育の重要性が理解できているか。
・適切な授乳姿勢をとることができ、授乳が確実に行えているか。
② 第 2 セッション：テーマ「母乳だけで育てよう」（15 分）
（目標）
・完全母乳哺育について説明できる。
・乳房ケアの方法が理解でき、実践できる。
・搾乳の方法が理解でき、実践できる。
（方法）完全母乳哺育の意味や重要性、適切な乳房ケアの方法、搾乳方法について、カウンセリ
ングカードおよび歌を用いて説明する。乳房ケアについては、経産婦から初産婦に説明
してもらうことで経験を伝授し、母親同士が学び合える場を提供する。
（評価）
・完全母乳哺育の意味が理解できているか。
・乳房ケアが適切に行えているか。
・搾乳の方法が理解できているか。
③

第 3 セッション：テーマ「病気時や泣く時の対処法」（15 分）

（目標）
・病気時の対処法について説明できる。
・授乳後も子どもが泣き続ける時の対処法について説明できる。
・母乳哺育に自信が持てる。
（方法）母親の授乳方法や乳房状態を確認しながら、母乳分泌を保証することで母親が安心感や
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自信を得られるよう関わる。完全母乳哺育の重要性について歌を用いて啓発する。
また、経産婦から初産婦に授乳に関して経験を話してもらい、母親同士が学び合える場
を提供する。
（評価）
・病気時の授乳方法について理解できているか。
・子どもが泣き続ける意味を理解し、適切な行動がとれるか。
・母乳哺育に対する肯定的な発言がみられるか。
④

第 4 セッション：テーマ「完全母乳哺育と離乳準備 1」（45 分）

（目標）
・完全母乳哺育の重要性が意識できる。
・母乳哺育に自信が持てる。
・補完食の開始時期と補完食導入時の実践方法について説明できる。
（方法）母親同士が授乳に関する悩みや課題、成功体験を共有し、看護師が適宜助言することで
母親が完全母乳哺育の継続意欲を高められるよう関わる（15 分）
。
地元で入手可能な食材を活用した補完食の調理実演を行い、補完食開始時期や判断基準、
補完食導入時の補完食の形態や内容、摂取回数、摂取量について説明する（30 分）
。
初回の調理実演では、メイズ粉、ピーナッツ粉、緑黄野菜を使用しデモンストレーショ
ンを行う。調理実演で使用する食材は、教育プログラムの継続性を考慮し、保健センタ
ーが管理・運営する菜園で入手できるメイズや野菜を、保健センター長の許可を得た
うえで負担のない範囲で使用させてもらうようにする。
（評価）
・完全母乳哺育について理解できているか。
・母乳哺育に対する肯定的な発言がみられるか。
・補完食導入時の実施方法を理解できているか。
⑤

第 5 セッション：テーマ「完全母乳哺育と離乳準備 2」（45 分）

（目標）
・完全母乳哺育の重要性を意識できる。
・補完食導入時の実践方法について説明できる。
・栄養価の補完食レシピを提案できる。
（方法）母親同士が授乳に関する悩みや課題、成功体験を共有し、看護師が適宜助言することで
母親が完全母乳哺育の継続意欲を高められるよう関わる（15 分）
。
また、地元で入手可能な食材を活用した補完食の調理実演を行い、補完食開始時期や判
断基準、補完食導入時の補完食の形態や内容、摂取回数、摂取量について説明し、体
験型学習を通して離乳に関する母親の準備性を高める（30 分）。
第 2 回目の調理実演では、イモ、卵、緑黄野菜を使用しデモンストレーションを行う。
（評価）
・完全母乳哺育について理解できているか。
・母乳哺育に対する肯定的な発言がみられるか。
・補完食導入時の実施方法を理解できているか。
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⑥

第 6 セッション：テーマ「母乳哺育の継続と離乳準備 3」（45 分）

（目標）
・母乳継続の重要性を意識できる。
・補完食の実践方法について説明できる。
・病気時の対応について説明できる。
（方法）母親同士が授乳に関する悩みや課題、成功体験を共有し、看護師が適宜助言することで
母親が 2 歳まで母乳を継続できるよう母乳継続の重要性をカウンセリングカードや歌を
用いて説明する（15 分）。
また、地元で入手可能な食材を活用した補完食の調理実演を行い、補完食開始時期や判
断基準、補完食導入時の補完食の形態や内容、摂取回数、摂取量について説明し、体
験型学習を通して離乳に関する母親の準備性を高める（30 分）。
第 3 回目の調理実演では、ダイズ粉、ピーナッツ粉、緑黄野菜を使用しデモンストレー
ションを行う。
（評価）
・母乳哺育に対する肯定的な発言がみられるか。
・補完食の実施方法を理解できているか。
・病気時の子どもの食事について理解できているか。
（３）統合プログラムの構成と実施方法
統合プログラムは、入院中、1 ヶ月健診、2 ヶ月健診、3 ヶ月健診、4 ヶ月健診、5 ヶ月健診の
6 回の教育セッションで構成される（表 5）
。入院中の第 1 セッションは母乳哺育に関する個別教
育（15 分）、その後の第 2 セッションと第 3 セッションは乳幼児健診の場を利用した母乳哺育に
関する集団教育（15 分）、第 4 セッションから第 6 セッションの 3 回は母乳哺育と離乳期の哺育
に関する集団教育（45 分）である。離乳期の哺育に関する教育は、補完食の調理実演を通して学
ぶ体験型学習を中心とする。初回時に、看護師は教育教材として母乳哺育と離乳期の哺育に関す
る情報が記載されたリーフレット（資料 2-1）を希望する母親に配布する。
統合プログラムでは、集団教育の講義・演習形式で母親の学習支援を行うが、より日常生活に
根差した実践力を母親が習得できるよう母親の抱える悩みや課題を共有し、看護師とともに解決
できるようディスカッションを取り入れた構成とした。集団教育では、母親への教育の質を保証
するため、35 名の母親を 1 グループあたり 11-12 名程度の小集団に分け、3 つのグループを編成
した。本研究では、母親の協力同意が得られた時点で、研究者あるいは現地通訳者が母親に ID 番
号が明記された ID カードを渡しており、ID 番号順に 3 つのグループに分けた。通常、保健セン
ターでは毎週 1 回決まった曜日に乳幼児健診が実施されており、グループごとに教育プログラム
を行うようにした。例えば、1 グループ（ID 番号 1～12）は第 1 週目の〇曜日、2 グループ（ID
番号 13～24）は第 2 週目の〇曜日、3 グループ（ID 番号 25～35）は第 3 週目の〇曜日に教育プ
ログラムを実施した。教育プログラムへの参加日程は、ID 番号順に割り振ることを基本としたが、
決められた日程への参加が難しい場合は母親の都合に合わせて参加可能な日程に調整するよう配
慮を行った。
教育プログラムを実施する看護師は、同じ内容の教育セッションをひと月あたり 3 回繰り返し
行うことになる。そのため、各セッションの担当者については保健センターごとに調整してもら
うよう依頼した。統合プログラムを効果的に実施するため、看護師は教育プログラムに参加する
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母親が新しい学習内容を意味のあるものと認識し、自信を持って子どもの哺育が行えるよう母親
との対話を中心とした教育セッションを展開し、母親が受容され、尊敬され、支持されていると
感じられる学習環境を整えることが重要となる。そこで、教育プログラム実施期間中は研究者と
県病院看護師が各保健センターを定期的に巡回し、教育プログラムの実施状況や実施した教育セ
ッションの内容を確認しながら、看護師が母親への効果的な学習支援が行えるようサポート体制
を整えた。また、研究者は教育プログラムの円滑な実施にむけて、各保健センターの現地通訳者
や看護師と定期的に連絡を取り、進捗状況や実施上の課題などを確認するよう努めた。

２）母乳プログラム群の教育プログラム
（１）母乳プログラムの目的と到達目標
母乳プログラムでは、母親が母乳哺育の正しい知識を習得し、その知識を生かして適切な授乳
行動が実践できることを目的とする。そのため、母乳プログラム群の教育プログラムでは、以下
の 3 点を目標とした。
1.

母乳哺育に関する実践的な知識と技術を習得することができる。

2.

母乳哺育に対する自信を維持、向上させることができる。

3.

完全母乳哺育を可能な限り生後 6 ヶ月を迎えるまで継続することができる。

（２）母乳プログラムの内容
母乳プログラムでは、母乳哺育に関して母親の関心や哺育状況にあわせながら段階を追って
学べるように各教育セッションの内容を設定する。各セッションの具体的な内容は、統合プロ
グラムの母乳哺育に関する教育と同様の内容とする。表 6 に母乳プログラムの内容と構成を示
す。
表6

母乳プログラムの内容と構成
回数

時期

時間

方法

内容

第 1 セッション

入院中

15 分

個別教育

母乳

母乳哺育のメリット

テーマ

第 2 セッション

1 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

母乳だけで育てよう

第 3 セッション

2 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

病気時や泣く時の対処法

第 4 セッション

3 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

完全母乳哺育

第 5 セッション

4 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

完全母乳哺育

第 6 セッション

5 ヶ月健診

15 分

集団教育

母乳

母乳哺育の継続

（３）母乳プログラムの構成と
母乳プログラムは、統合プログラムと同様に計 6 回の教育セッションで構成される（表 6）。入
院中の第 1 セッションは個別教育（15 分）
、第 2 セッションから第 6 セッションは乳幼児健診の
場を利用した 5 回の集団教育（15 分）であり、いずれも 15 分の教育セッションである。初回時
に、看護師は母乳哺育に関する情報が記載されたリーフレット（資料 2-2）を希望する母親に配
布する。母乳プログラムの具体的な実施方法は、統合プログラムと同様の方法とした。
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第Ⅳ章

研究方法

本章では、研究デザイン、研究対象、調査期間、調査内容と方法、調査手順、評価方法、分析
方法および倫理的配慮について述べる。

１．研究デザイン
本研究は、マラウイ農村部の母親を対象に現地の看護師が、統合プログラムと母乳プログラム
を継続的に実施し、母親の哺育知識、態度、行動および子どもの健康への効果を明らかにするこ
とを目的としている。そこで、本研究では看護師が統合プログラム群の母親と母乳プログラム群
の母親に対して 6 回の教育セッションを実施し、質問紙法を用いて教育プログラム前後の結果を
2 群比較することで教育の効果を検証する介入研究である。

２．研究対象
１）研究対象地と選定基準
本研究の対象地は、マラウイ北部地域 M 県である。M 県は、マラウイの首都リロングウェより
北へ約 260Km のところに位置し、人口は約 73 万人、貧困率 60%、国内最大の面積を有する農村
地帯である。住民の 90%がインフラの整備されていない農村部で暮らしており、天水に頼った農
業に従事しながら日々の生活を営んでいる。
M 県には政府系の保健医療施設が計 52 施設あり、1 次保健医療サービスを提供する中央病院 1
施設、2 次保健医療サービスを提供する県病院 1 施設と地域病院 3 施設、1 次保健医療サービスを
提供する保健センター47 施設が運営されている。本研究の対象施設は、これらの保健施設のなか
でも地域住民の利用が最も多い保健センターとし、M 県内にある保健センター47 施設から 4 施設
を選択した。保健センターの選定基準としては、雨季の期間中も研究者がアクセス可能な場所で
あること、また保健センターの地理的条件や施設設備条件などを可能な限りそろえるため、M 県
内を縦断する主要幹線道路から半径 20km 圏内にある保健センター13 施設から 4 施設を無作為に
選択した。いずれの保健センターも本研究の選定基準を満たす施設であったが、選択された 4 施
設のうち 1 施設では配属されている看護師 3 名のうち 2 名が産休および研修参加のため不在であ
り、看護師 1 名が勤務している状況であった。そのため、保健センター長と看護師の意向を確認
したところ、現時点での協力は厳しいとの回答が得られた。そこで、研究者は再度選定基準を満
たす残り 9 施設から 1 施設を選定し、協力を依頼したところ同意が得られたため、これら 4 施設
を統合プログラム群 2 施設（保健センターA と保健センターB）と母乳プログラム群 2 施設（保健
センターC と保健センターD）に無作為に分類した。

２）研究対象者と選定基準
本研究の対象者は、4 つの保健センターの産科棟に出産のため入院中の母親である。対象者の
基準としては、妊娠経過に異常がない者、生まれた子どもの健康状態が安定している者、退院後
も保健センターの外来で実施される乳幼児健診に子どもが生後 6 ヶ月を迎えるまでの期間継続
して参加できる者とした。以下に、研究対象者の選定基準を示す。
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（組み入れ基準）
a) 保健センターの産科棟に出産のため入院中の者
b) 妊娠経過に異常がない者
c) 生まれた子どもの健康状態が安定している者
d) 調査期間中に他地域への移動（引っ越しなど）の予定がなく、保健センターの外来で実
施される乳幼児健診に子どもが生後 6 ヶ月を迎えるまでの期間継続して参加できる者
e) 現地語あるいは英語でのコミュニケーションが可能な者
（除外基準）
a) 妊娠経過に異常があり、現在何らかの治療を受けている者
b) 生まれた子どもの健康に問題があり、現在何らかの治療を受けている子どもを持つ者
c) HIV 陽性者：現在、マラウイは世界で 9 番目に HIV 感染率が高い国であり、HIV 陽性
の母親にはカウンセリングの中で HIV 母子感染を予防するための授乳プログラムが準
備されている。そのため、HIV 陽性の母親が本研究の教育プログラムに参加することで
授乳に関する誤解や混乱が生じる可能性を考慮し本研究の対象外とした。マラウイ政府
は HIV 母子感染を予防するため、保健施設で出産する全ての母親に対して、出産時まで
に HIV 抗体検査を受けることを義務付けており、HIV 検査の結果はカウンセラーから母
親に直接伝えられるとともに、母親の健康手帳にも結果が記載されるシステムとなって
いる。そのため、本研究の対象者が HIV 陽性者であるか否かについての確認は、参加者
募集ポスターに対象者の除外基準を明記するとともに、母親からの協力申し出があった
際は研究者あるいは現地通訳者が除外基準について再度確認し本人から申告して頂いた。
最終的な確認方法として、研究者あるいは現地通訳者が母親の健康手帳に記載された検
査結果を確認し、本人以外の情報により検査結果を知ることが無いよう配慮を行った。
（研究対象者の年齢条件）
本研究では、研究対象者である母親の年齢に制限を設けていない。その理由としては、マラ
ウイの初等教育修了率が 35%であり、若年で妊娠出産を経験する母親の多くが中途退学や留年
を余儀なくされていることから、十分な基礎教育を受ける機会がないことが挙げられる。その
ため、未成年の母親（法律上 18 歳以上が成人となる）にも教育プログラムへの参加機会を確保
し、母乳哺育や離乳期の哺育に関する適切な知識や技術を習得できるよう教育の機会を提供す
ることは、母親の学ぶ権利を保障することにつながると考える。また、マラウイでは 18 歳未満
の出産が全体の 35%を占めており（UNFPA, 2013）、未成年の母親を研究対象者とすることは対
象地域における研究結果の一般化可能性や妥当性を確保するうえで重要であると考えられる。
以上のことから、本研究では選定基準を満たすすべての母親を研究対象者とした。

３）研究対象者数と設定根拠
本研究に係る対象者数の算出は、Faul et al（2007）の G*Power を用いて検出力 0.8、効果量 0.5、
有意水準 0.05 とし、研究者のマラウイでのフィールド経験をもとに介入途中の脱落率を 10%と想
定し、各保健センターの対象者数を 35 名ずつとした。そのため、統合プログラム群 70 名（保健
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センターA で 35 名、保健センターB で 35 名）
、母乳プログラム群 70 名（保健センターC で 35 名、
保健センターD で 35 名）の 140 名を本研究の対象者数として設定した。
保健センターでの分娩出産件数は、時季などにより月ごとの変動が予想される。しかし、施設
での分娩出産数は近年増加傾向にあり、昨年度の保健センターにおけるひと月の出産件数が平均
70～80 例であったことからも、参加を希望しない母親および途中辞退する母親を考慮しても本研
究で必要となる対象者数の確保に問題はないと考えた。

３. 調査期間
現地調査期間は、2017 年 8 月～2018 年 1 月の 6 ヶ月間である。

４. 調査内容と方法
本研究では、1）基本属性、2）哺育知識、3）哺育態度、4）哺育行動、5）子どもの健康に関す
るデータを質問紙法により収集し、教育プログラム前後で 2 群比較を行う。質問紙法では、教育
プログラム前の調査票（資料 3）および教育プログラム後の調査票（資料 4）を用いた。

１）基本属性
研究対象者の基本属性に関する項目は、①居住地域、②母親の年齢、③母親の教育歴、④母
親の職業、⑤健康観、⑥父親の年齢、⑦父親の教育歴、⑧父親の職業、⑨-⑪世帯構成、⑫-⑬各
世帯の経済状況、⑭食習慣、⑮生活環境、⑯-⑰保健行動、⑱-㉖社会関係資本の 26 項目とした。
基本属性に関する情報はすべて質問紙法により収集し、教育プログラム前の調査では 26 項目
すべてについて質問し、教育プログラム後の調査では⑤健康観、⑫-⑬各世帯の経済状況、⑱㉖社会関係資本の 12 項目を質問対象とした。

２）哺育知識
母 乳 哺 育 と 離 乳 期 の 哺 育 に 関 す る 知 識 に つ い て は 、 Breastfeeding Counselling Manual
（WHO/UNICEF, 1993）と Infant and Young Child Feeding Counselling（UNICEF, 2012）、Community
Nutrition Training Manual（ Malawi government, Ministry of Agriculture and Irrigation, no date）をもと
に研究者が独自に作成した 20 項目を用いた。
母乳哺育に関する質問項目では、初乳や母乳哺育の効果、完全母乳哺育の重要性、授乳方法、
病気時の対処法に関する 10 項目とした。離乳期の哺育に関する質問項目では、補完食の開始時
期、補完食の早期導入リスク、補完食の実践（内容や実施方法）
、食品栄養素、母乳継続の重要
性に関する 10 項目とし、これら 20 問を正誤問題形式で出題した。各質問項目は、現地の看護
師により実施される教育プログラムの内容や教育プログラムにおいて希望者に配布するリーフ
レットの内容と整合性のある質問内容とした。哺育知識に関しては、教育プログラム前後の質
問紙調査において同一の質問項目を使用した。

３）哺育態度
本 研 究 で は 、 母 乳 哺 育 の 継 続 に 関 係 す る 母 親 の 母 乳 哺 育 自 己 効 力 感 に つ い て 、“ The
Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form（BSES-SF）14 項目”
（Cronbach α=0.95）
（Dennis, 2003）
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を使用し、哺育態度を測定した。BSES-SF は、母親が母乳哺育を継続できそうだという母親の
自信や遂行可能感を測定する際に使用され、母乳哺育自己効力感の高い母親は母乳哺育の困難
感やトラブルへの対処能力が高く、母乳哺育を継続する可能性が高いことが明らかにされてい
る。母乳哺育自己効力感に関しては、教育プログラム前後の質問紙調査において同一の質問項
目を使用した。

４）哺育行動
母親の哺育行動については、質問紙法を用いて完全母乳哺育の継続期間と子どもが生後 6 ヶ
月を迎えるまでの期間中の補完食の開始状況および実施内容を 24 時間振り返り法により評価し
た。哺育行動については、教育プログラム後の質問紙調査でデータを収集した。

５）子どもの健康
子どもの健康状態をアセスメントするための客観的指標として、身長や体重、カウプ指数、
上腕中央部外周値、両足の浮腫、過去の疾病罹患状況の 6 項目について、身体計測および母子手
帳の記録内容をもとに評価した。
教育プログラム前の調査では出生時の子どもの身長と体重の 2 項目について、教育プログラ
ム後の調査では身長、体重、カウプ指数、上腕中央部外周値、両足の浮腫の有無、疾病罹患状
況の 6 項目についてのデータを収集した。

５．調査手順
本研究における調査手順の概要を図 1 に

現地通訳者の雇用と研修

示す。本研究では、現地通訳者の雇用と研修、
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母乳プログラム群
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保健施設に勤務するすべての看護師の協力

統合プログラム前の調査

母乳プログラム前の調査

が得られない場合は、選定基準を満たす他の

統合プログラムの実施

母乳プログラムの実施

保健センターに協力を依頼した。看護師の同

統合プログラム後の調査

母乳プログラム後の調査

保健センター長の協力同意が得られても、

意が得られた場合は、研究者が看護師を対象
図1

に母親への教育プログラム実施に向けた研

調査手順の概要

修を行った。看護師への研修が終了した後、研究者は保健センターの産科棟に出産のため入院中
の母親に対して研究への協力依頼を行い、同意の得られた母親を対象に教育プログラム前の質問
紙調査を実施した。次に、質問紙調査に回答した母親に対して、看護師による 6 回の教育セッシ
ョン（統合プログラムあるいは母乳プログラム）を毎月継続的に実施し、4 回以上の参加が確認
できた母親を対象に教育プログラム後の質問紙調査を実施した。
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１）現地通訳者の雇用と研修
現地通訳者は、研究対象者が母親であること、また産科棟で調査を実施することから女性に限
定した。現地通訳者は、各保健センターに 2 名ずつ配置し、保健センター4 施設で 8 名の現地通
訳者を雇用した。現地通訳者の採用基準は、a) 女性、b) 高等教育を受け、英語および現地語で業
務が行える者、c) 調査期間中、担当する保健センターでの業務を継続できる者とし、研究者が現
地通訳の候補者一人一人にインタビューを行い、個人の能力や資質を確認したうえで雇用した。
現地通訳者の主な業務内容としては、調査ツールの英語から現地語への翻訳、英語－現地語通訳、
母親への聞き取り調査、保健センターでの調査を円滑に実施するための業務調整とした。
研究者は、現地通訳者全員に対して県病院の会議室において 1 日研修を実施し、研究目的や実
施方法、業務内容、個人情報の守秘義務についての説明を行ったうえで、守秘義務に関する誓約
書（資料 5）を交わした。これら 8 名の現地通訳者以外にも、県病院産科病棟に勤務する看護師
長から看護師への研修補助および教育プログラムの巡回指導補助としての協力が得られたため、
県病院看護師にも現地通訳者と同様の研修を実施し、守秘義務に関する誓約を交わした。

２）調査ツールの英語から現地語への翻訳
本研究で使用する母親への研究協力依頼書、同意書、撤回書、調査票、リーフレットは、現地
通訳者が英語から現地語に翻訳した後、県病院看護師がバックトランスレーションを行い、翻訳
の信頼性を確保した。現地語に翻訳されたこれらの調査ツールは、保健センター長の確認のもと
使用した。

３）研究協力依頼
本研究における関係機関や施設、研究対象者への協力依頼は、マラウイの文化や社会的規範を
遵守しながら、保健省担当者、県病院の病院長、保健センターのセンター長、保健センターで働
く看護師、保健センターに出産のため入院中の母親の順に口頭および文書を用いて説明し、研究
への協力を依頼した。
（１）保健省、県病院、保健センターへの協力依頼
保健省への協力依頼は、研究者が事前に保健省の担当者に連絡を取り、面談日程の調整を行っ
た。研究者は保健省を訪問し、担当者に研究の背景や目的、内容、方法、手順、看護師および母
親への協力依頼内容、倫理的配慮、連絡先について口頭および研究協力依頼書（資料 6）を用い
て説明を行い、研究実施承諾書（資料 7）を受け取った。
県病院への依頼については、研究者が事前に県病院の病院長に連絡を取り、面談日程の調整を
行った。その後、研究者は県病院を訪問し、研究の背景や目的、内容、方法、手順、看護師およ
び母親への協力依頼内容、倫理的配慮、連絡先について口頭および研究協力依頼書（資料 6）を
用いて協力を依頼し、研究実施承諾書（資料 7）を受け取った。
保健センターへの依頼は、研究者が事前に研究対象となる 4 つの保健センターのセンター長に
連絡を取り、面談日程の調整を行った。研究者と現地通訳者は、保健省および県病院の研究実施
承諾書をもって各保健センターを訪問し、センター長に研究の背景や目的、内容、方法、手順、
看護師および母親への協力依頼内容、倫理的配慮、連絡先について口頭および研究協力依頼書（資
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料 6）を用いて説明を行った。
保健省や県病院、保健センターへの協力依頼の際は、母親への協力依頼内容や看護師への協力
依頼内容、各教育プログラムに関する具体的な内容と方法についても説明を行った。特に、統合
プログラムの調理実演で使用する食材の調達方法については、教育プログラムの継続性を考慮し、
統合プログラム群の保健センターが運営・管理する菜園で栽培している食材を可能な範囲で活用
させてもらえるよう依頼した結果、了承が得られたため現場の食材を活用して調理実演を実施す
ることとした。
（２）看護師への協力依頼
研究者は、保健センター長や同僚からの強制力や圧力がかからないよう保健センターの会議室
を利用し、看護師に研究目的や内容、実施方法などについて口頭および研究協力依頼書（資料 8-1、
8-2）を用いて協力を依頼した。統合プログラムと母乳プログラムでは教育内容が異なるため、統
合プログラム群の看護師には資料 8-1 の依頼書、母乳プログラム群の看護師には資料 8-2 の依頼書
を用いて説明を行った。研究協力の意思確認については、看護師に協力を依頼した翌日以降に依
頼書に記載されている連絡先に連絡してもらい、協力同意の得られた看護師から同意書（資料 9-1）
を取得した。また、同意の撤回は、本人の希望によりいつでもあらゆる方法により可能であるこ
とを説明し、撤回書（資料 10-1）1 部を本人に手渡した。
（３）母親への協力依頼
研究対象となる保健センターに勤務する看護師全員の協力同意が得られた後に、研究者は保健
センター長の許可を得て研究協力者募集ポスター（資料 11）を各保健センターの案内板に約 4 週
間掲示し、妊婦検診を受診する母親や出産のために入院してきた母親に広く周知し、協力者の募
集を行った。
研究対象者は、研究対象となる 4 つの保健センターの産科棟に出産のため入院中の母親で、妊
娠経過に異常がない者、生まれた子どもの健康状態が安定している者、退院後は保健センターの
外来で実施される乳幼児健診に子どもが生後 6 ヶ月を迎えるまで継続して参加できる者とした。
但し、妊娠経過に異常があり何らかの治療を受けている者や生まれた子どもの健康状態に問題が
あり何らかの治療を受けている子どもを持つ者、 HIV 陽性者は本研究の対象外とし、研究協力者
募集ポスターにも選定基準を明記するようにした。
母親への協力依頼は、研究者あるいは現地通訳者が各保健センターの会議室を使用し、保健セ
ンターで働く職員の強制力や圧力が働かないよう十分な配慮を行った。その際、研究目的や母親
への協力依頼内容、実施方法についての説明を行うと共に、本研究への協力は母親の自由意思に
基づくものであり、協力に同意しないことによって日常生活や保健サービスを受ける上での不利
益は一切被らないこと、協力に同意した後でも途中辞退が可能であることについて口頭および研
究協力依頼書（資料 12-1：統合プログラム群の母親用、資料 12-2：母乳プログラム群の母親用）
を用いて説明を行った。本研究に参加いただける場合は、入院中および乳幼児健診で実施される
6 回の教育セッションへの参加と教育プログラム前後に実施される 2 回の質問紙調査に協力いた
だくことを事前に説明し、同意の得られた母親を本研究の対象者とした。また、教育プログラム
の一部に参加したくない、あるいは質問紙調査の質問に一部回答したくない場合はいつでも拒否
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できることを説明し、母親が精神的な負担や苦痛を感じることのないよう十分な配慮を行った。
研究協力の意思確認は、母親への協力を依頼した翌日以降とし、依頼書に記載されている連絡
先に連絡してもらう、あるいは保健センターに待機している現地通訳者に声をかけてもらい、協
力同意の得られた母親から同意書（資料 9-2）を取得するようにした。近年、農村部でも携帯電
話の利用率が急速に拡大しており、研究者の現地での生活経験をふまえると農村部の母親の多く
が携帯電話を所有している状況にあるため、依頼書に記載された連絡先への電話連絡は可能であ
ると考えた。しかし、携帯電話を使用する場合は、母親に経済的負担をかけないよう依頼書に記
載された連絡先にフラッシュ（ワン切り）してもらい、研究者あるいは現地通訳者が折り返し連
絡することを事前に伝えるようにした。また、研究への協力同意後も、本人の希望によりいつで
もあらゆる方法で同意撤回が可能であることを説明し、撤回書（資料 10-2）1 部を本人に渡した。
母親が未成年者の場合は、研究者あるいは現地通訳者が母親の入院に付き添っている代諾者
に、研究目的や母親への協力依頼内容、実施方法などについて口頭および研究協力依頼書（統合
プログラム群の代諾者には資料 12-3、母乳プログラム群の代諾者には資料 12-4）を用いて説明を
行い、協力を依頼した。但し、母親がいかなる年齢および知的成熟度の対象者であっても、研究
への協力依頼時は母親の理解が得られるようわかりやすい言葉を用いて説明するよう配慮した。
また、母親が未成年であっても 16 歳以上の場合は、代諾者とともに母親本人の承諾が得られるよ
う配慮しながら説明を行うようにした。本研究対象地域では、出産を控えた遠方で暮らす母親の
多くは、出産予定日前に身のまわりの世話をしてくれる介助者（主に実母あるいは姑）と一緒に
保健センターに入院してくるため、実母あるいは姑が未成年の母親の代諾者となることが想定さ
れる。しかし、農村部の多様な世帯構成や両親との早期離別など現地事情を考慮し、本研究では
父母、親権者、配偶者、祖父母および同居の親族またはそれらの近親者に準ずると考えられる成
人を代諾者とした。
本研究では、教育プログラム前後に 2 回の質問紙調査を実施するため、調査結果を教育プログ
ラム前後で連結する必要がある。そのため、母親の協力同意が得られた時点で研究者あるいは現
地通訳者が母親一人一人に ID 番号（保健センターA の母親であれば、A1、A2 とする）が明記さ
れた ID カードを配布し、調査結果が連結できるようにした。ID カードには、母親に割り振られ
た ID 番号と教育プログラムの予定日が記入できるようにし、調査期間中はその ID カードを母親
の同意を得たうえで母子手帳に貼付することで紛失防止に努めた。

４）看護師への研修の実施
看護師が母親への教育プログラムを実施するためには、母乳哺育や離乳期の哺育に関する適切
な知識や技術を習得することが前提となる。そのため、研究者は協力同意の得られた看護師を対
象に研修を実施し、乳幼児の食と栄養に関する基礎力の強化を図ることとした。看護師への研修
の詳細については、
「第Ⅲ章

2. 看護師への研修」に示すとおりである。

研修の実施方法については、可能な限り保健センター間で研修内容を統一するため、保健セン
ターA と保健センターB に勤務する統合プログラム群の看護師 6 名を 1 グループ、保健センターC
と保健センターD に勤務する母乳プログラム群の看護師 5 名を 1 グループとした。母乳哺育に関
する研修項目は 2 つのグループに共通する内容であるが、両グループの看護師を対象に同時に研
修を行うことで看護師間の情報交換が教育プログラムの効果に影響する可能性を考慮し、研修日
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はあえて異なる日を設定した。研修場所は、看護師の勤務地を考慮したうえで交通手段の確保さ
れた比較的アクセスしやすい県病院とした。勤務状況などを調整しながら研修日を設定した。

５）母親への教育プログラムの実施
統合プログラム群の保健センターA と保健センターB、母乳プログラム群の保健センターC と保
健センターD において、週 1 回外来で実施される乳幼児健診の場を利用して、各教育セッション
を実施した。教育プログラムの詳細は、
「第Ⅲ章

3. 母親への教育プログラム」に示すとおりで

ある。

６）母親への調査の実施
（１）教育プログラム実施前の調査
母親の協力同意が得られた場合は、研究者あるいは現地通訳者が入院中の母親の体調や都合を
配慮したうえで、各保健センターの会議室で調査票（資料 3）を用いた 20 分の質問紙調査を実施
した。調査票は、統合プログラム群と母乳プログラム群で同一の調査票を使用し、調査票はすべ
て無記名とし、母子健康手帳に貼付された ID カードに記載されている ID 番号を調査票内に記入
してもらうようにした。
現在、女性の識字率は 57%であるが、研究者の現地での活動経験やこれまでに実施した調査経
験を踏まえると、母親の多くは文字が読めても書くことに支障をきたす可能性が考えられる。そ
のため、本研究で使用する調査票は選択回答および数字記入を中心とした質問形式とした。しか
し、調査票への回答が困難な場合は、現地通訳者による聞き取り調査が可能であることを事前
に伝え、母親の負担や精神的苦痛を軽減できるよう配慮するとともに母親からの正確な回答が
得られるようにした。
子どもの身体計測に関しては、看護師が保健省から各保健センターに支給されている計測器機
を用いて測定し、母子手帳に記録するようになっており、本研究でも各保健センターで使用され
ている同じ計測機器を使用することで計測基準を統一するようにした。また、測定方法の手技に
関しては、看護師への研修中に確認を行い、手技の統一を図るようにした。母親には、母子手
帳に記入された計測値（身長と体重）を調査票に記入してもらうが、調査票への記入が困難な
場合は、研究者あるいは現地通訳者が母子手帳の内容を確認し調査票に記入するようにした。
質問紙調査への回答終了後、すべての調査票は母親自身で保健センターの会議室に置かれた所
定の回収箱に入れてもらうようにし、研究者あるいは現地通訳者が同日中に回収箱に入れられた
調査票の回収を行うようにした。また、調査期間中は、現地通訳者が各保健センターに待機する
ことで、調査に関する問い合わせやトラブルなどに適切に対応できる体制を整えた。
（２）教育プログラム後の調査
各教育プログラムの全セッションが終了した後、研究者あるいは現地通訳者は保健センターの
会議室を利用し、教育プログラムを受講した母親を対象に調査票（資料 4）を用いた 20 分の質
問紙調査を実施した。教育プログラム前の調査と同様、調査票への回答が困難な場合は現地通訳
者による聞き取り調査を行い、母親の負担や苦痛の軽減とともに正確な回答が得られるように
した。調査の実施方法は、教育プログラム前と同様とし、調査終了後に研究者あるいは現地通訳
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者が研究に協力してくれた母親に感謝の意を示し、母子手帳に貼付した ID カードを回収し調査を
終了した。

６. 評価方法
本研究では、教育プログラムの効果を判定するため、母親の哺育知識、態度、行動および子ど
もの健康を評価指標とした。また、現地調査の実施期間中に、看護師や母親から得られた感想や
意見は記録し、教育プログラムに対する情報とした。

１）哺育知識の評価
哺育知識に関する 20 項目は、
「正解」
、
「不正解」の 2 択で回答できる内容とし、選択した回答
が正解である場合は 1 点、不正解である場合は 0 点とし、各項目の合計得点を 0～20 点で算出
し平均の比較を行った。

２）哺育態度の評価
母乳哺育自己効力感 14 項目をそれぞれ得点化し評価を行った。母乳哺育自己効力感に関する
項目では「とても自信がある」
（5 点）から「全く自信がない」
（1 点）の 5 件法で回答してもら
い、各項目の合計点を 14 点～70 点で算出し平均の比較を行った。これまでの研究では、高得点
者ほど母乳哺育に対する自己効力感が高く、母乳哺育の継続期間が長い傾向にあることが確認
されているが、50 点以下では母乳哺育を早期に中断する可能性が高くなるとされている。
３）哺育行動の評価
子どもの健康に影響する母親の哺育行動を評価する指標として、完全母乳哺育の継続期間と補
完食の実施状況の 2 項目について、調査票の内容をもとに評価した。補完食の実施状況について
は、補完食の内容や回数、授乳回数を評価項目とし、WHO/UNICEF が推奨する生後 6 ヶ月頃の補
完食の実施方法は、主食を用いた粥や野菜のペーストなど多様な食材を混ぜた Thick Porridge（ド
ロッとした濃い粥）を 1 日 1～2 回、授乳回数は最低でも 5 回以上を基準とする。また、子どもの
健康状態や母子手帳に記載されている成長曲線表の経過とあわせて総合的に判断した。

４）子どもの健康の評価
子どもの健康状態を評価する指標として、教育プログラム終了時の身長、体重、カウプ指数、
上腕中央部外周値、両足の浮腫、過去の疾病罹患状況の 6 項目について、身体計測および母子健
康手帳の記録内容をもとに総合的に評価した。
（１）身長
マラウイで使用されている母子手帳（Ministry of Health Malawi, 2014）にある乳幼児身体発達曲
線（以下、成長曲線）の中央値からの標準偏差が±2 範囲内を正常範囲とし、成長曲線に記録さ
れている出生時から教育プログラム終了時までの経過を評価した。たとえ正常範囲内でも、身長
の増加が乏しい場合は、体重や疾病罹患状況などを考慮しながら総合的に判定した。
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（２）体重
マラウイで使用されている母子手帳（Ministry of Health Malawi, 2014）にある成長曲線の中央値
からの標準偏差が±2 範囲内を正常範囲とし、成長曲線に記録されている出生時から教育プログ
ラム終了時までの経過を評価した。たとえ正常範囲内でも、体重が減少傾向にある、あるいは体
重増加が数ヶ月間認められない場合は、身長や疾病罹患状況などを考慮しながら総合的に判定し
た。
（３）カウプ指数
カウプ指数は、生後 3 か月から 5 歳未満の乳幼児を対象とした成長指標であり、身長と体重か
ら子どもの栄養状態や体格をアセスメントすることができる（体重（kg）／身長（Cm）²×10⁴）。
評価基準としては、カウプ指数が 13 未満は「やせすぎ」
、13-15 未満は「やせ気味」、15-19 未満は
「標準」
、19-22 未満は「太り気味」
、22 以上は「太りすぎ」とされており、本研究でもこの基準
をもとに子どもの栄養状態のリスクアセスメントを行った。
（４）上腕中央部外周値
母子手帳の記録内容をもとに、教育プログラム終了時の計測値を評価した。測定値が 13.5cm 以
上は「正常範囲」
、12.5-13.4cm は「軽度栄養失調」
、11-12.4cm は「中等度栄養失調」
、11cm 以下
は「重度栄養失調」とされており、本研究でもこの基準をもとに子どもの栄養状態のリスクアセ
スメントを行った。
（５）両足の浮腫
子どもの栄養状態アセスメントの指標のひとつであり、両足の浮腫の有無とその程度を確認し
た。評価スケールとして、
「0：None」
、「1+：Immediate rebound」
、「2+：A few seconds rebound」
、
「3+：10-12 seconds rebound」
、「4+：Over 20 seconds rebound」の 5 段階で評価を行った。
（６）疾病罹患状況
母子健康手帳の診察記録や母親の聞き取りから下痢やマラリア、肺炎などの罹患状況（回数や
重症度）を確認する。過去の疾病罹患回数を 0 回、1-3 回、4-6 回、7 回以上の 4 段階で分類し、
疾病の重症度に関しては外来受診の有無や母子健康手帳に記載されている診察記録の内容をもっ
て総合的に判断するようにした。

７. 分析方法
分析対象者は、統合プログラム群と母乳プログラム群とも教育プログラムへの規定回数の参加
がみられ、その前後に実施する質問紙調査に回答した母親とした。統合教育プログラム群では、
母乳哺育に関する 3 回の教育セッションのうち 2 回以上の参加、母乳哺育と離乳に関する 3 回の
教育セッションのうち 2 回以上の参加があった母親を対象者とした。母乳教育プログラム群では、
母乳哺育に関する 6 回の教育セッションのうち 4 回以上の参加があった母親を分析対象者とした。
基本属性は、正規性の確認後にカイ二乗検定および 2 標本の T 検定を用いて分析を行った。哺
育知識および母乳哺育自己効力感は合計得点を算出し、教育プログラム前後の比較は対応のある
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T 検定、2 群間の比較は 2 標本の T 検定を用いた。哺育行動と子どもの健康については、カイ二
乗検定と 2 標本の T 検定を用いて比較を行った。各項目間の相関分析には、Pearson の積率相関
係数および Spearman の順位相関係数を用いて分析を行った。統計分析には IBM SPSS Statistics
25.0 を用い、すべての検定は 5%有意水準とした。

８. 倫理的配慮
１）看護師に対する配慮
（１）公平性の確保
統合プログラム群の看護師は、母乳哺育と離乳期の哺育に関する 1 日研修を受講する。しかし、
母乳プログラム群の看護師は、母乳哺育に関する半日研修のみであり、看護師間の公平性を確保
することができない。そこで、調査終了後に研究者は母乳プログラム群の看護師に対して離乳期
の哺育に関する約 3 時間の追加研修を実施し、両群の看護師全員に母乳哺育と離乳期の哺育に関
する研修を実施することで看護師間の公平性を確保した。
（２）協力への任意性の保障
看護師への協力依頼においては、研究者が各保健センターの会議室で直接行い、保健センター
長や職場の同僚からの強制力や圧力がかからないよう配慮するよう努めた。その際、本研究への
協力は自由意思によるものであり、協力に同意しないことによって仕事や日常生活に一切の不利
益が生じないこと、協力に同意した後でも途中辞退はいつでも可能であることを口頭および研究
協力依頼書を用いて説明を行った。
（３）途中撤回の保障
教育プログラムの実施期間中に、看護師がやむを得ない事情により継続できない場合は、看護
師の自由意思に基づき、いつでも協力同意を撤回できることを伝え、看護師の精神的負担となら
ないよう配慮した。途中で同意を撤回する場合は、口頭、電話、ショートメール、同意撤回書等
のあらゆる手段で可能であること、途中撤回による個人への不利益は一切生じないことを口頭お
よび研究協力依頼書を用いて説明を行った。但し、看護師の協力同意が得られても、研究者が行
う研修に参加できない場合は、本研究に協力いただけないことを説明した。
（４）プライバシーおよび個人情報の保護
研究者および現地通訳者は、調査期間中に知り得た個人情報や各保健センターの情報について
守秘義務を守ること、すべてのデータは研究以外の目的には使用しないこと、研究結果を公開す
る際は個人や施設、地域が特定できないよう配慮することを伝えた。
（５）研究協力による影響
本研究で実施する教育プログラムは、母子保健サービスの一環として実施してもらうものであ
り、看護師への過大な業務負担や研究協力による健康被害が発生する可能性は低いと考えられる。
しかし、協力が得られた場合、看護師は研究者が行う研修への参加や定期的な健康教育の実施が
求められるため、看護師のプライベートな時間の拘束や業務調整の必要性が生じる。そこで、研
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修日程については、各保健センターの看護師と相談のうえ日程調整を行い実施した。また、教育
プログラムを継続的に実施することに精神的負担を抱える看護師がいる可能性も考えられるため、
研究者は定期的に看護師と連絡をとりながら保健センターを巡回し、看護師が精神的負担や苦痛
を抱え込むことのないよう配慮した。
（６）研究協力による利益
教育プログラムの実施者となる看護師は、研究者が行う研修に参加することで母乳哺育と離乳
期の哺育に関する知識や技術を学ぶ機会となり、よりよい母子保健サービスを提供するための基
礎力強化につながると考える。しかし、教育プログラムを実施するにあたり研究者が行う研修に
参加してもらうことや教育プログラムを継続的に実施してもらう場合、看護師のモチベーション
を維持することが必要になる。そこで、研究者は看護師の給与や現地の生活事情、物価を考慮し、
携帯電話用プリペイドカード（約 1,000 円相当）を研修終了後と教育プログラム終了後の 2 回に
謝礼として渡した。
（７）問い合わせ方法と対応
研究に関する問い合わせ方法として、研究者の連絡先および各保健センターを担当する現地通
訳者の連絡先を研究協力依頼書に記載した。研究に関する問い合わせは、依頼書に記載されてい
る携帯電話にフラッシュ（ワン切り）してもらい、研究者あるいは現地通訳者が折り返し連絡す
ることを事前に説明し、看護師の経済的負担とならないように配慮した。また、研究者は教育プ
ログラムの進捗状況の確認および実施上の問題やトラブルの早期発見・対処に向けて、各保健セ
ンターの看護師に定期的に連絡あるいは現地を訪問し看護師との連携を図るよう努めた。

２）母親に対する配慮
（１）公平性の確保
教育プログラム実施中は、母乳プログラム群の母親は離乳期の哺育について学ぶ機会がなく、
母乳プログラム群の母親への公平性が確保できない。そこで、調査終了後に研修を受けた母乳プ
ログラム群の看護師が、母親に離乳期の哺育に関する教育を実施し、両群の母親全員が母乳哺育
と離乳期の哺育に関する教育機会を確保することで母親間の公平性を確保した。
（２）協力への任意性の保障
母親への協力依頼は、研究者あるいは現地通訳者が各保健センターの会議室で直接行い、保健
センターで働く職員の強制力や圧力が働かないよう十分な配慮を行った。その際、本研究への協
力は自由意思に基づくものであり、協力に同意しないことによって日常生活や保健サービスを受
ける上での不利益は一切被らないこと、協力に同意した後でも途中辞退が可能であることについ
て口頭および研究協力依頼書を用いて説明した。本研究に協力いただける場合は、母親には入院
中及び乳幼児健診で実施される計 6 回の教育プログラムへの参加と教育プログラム前後に実施す
る 2 回の質問紙調査に協力いただくことになる。しかし、教育プログラムの一部に参加したくな
い、あるいは質問紙調査の質問に回答したくない場合は、教育プログラムの途中辞退や質問の回
答拒否は可能であることについて事前に説明した。
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母親が未成年者の場合は、研究者あるいは現地通訳者が母親の入院に付き添っている代諾者
に口頭および研究協力依頼書で説明を行い、協力を依頼するようにした。但し、母親がいかなる
年齢および知的成熟度の対象者であっても、研究への協力依頼時は母親の理解が得られるようわ
かりやすい言葉を用いて説明するよう配慮し、母親が未成年であっても 16 歳以上の場合は、代諾
者とともに母親本人の承諾が得られるよう配慮しながら説明を行った。
（３）途中撤回の保障
同意の得られた母親には、入院中の空き時間や乳幼児健診の待ち時間を利用した質問紙調査の
回答と教育プログラムへの参加に協力いただくことになる。しかし、質問紙調査や教育プログラ
ムへの協力途中であっても、母親の自由意思に基づき、いつでも協力同意が撤回できることを伝
え、母親の負担感や精神的苦痛とならないよう配慮した。途中で同意を撤回する場合は、口頭、
電話、ショートメール、同意撤回書等のあらゆる手段で可能であること、途中撤回による個人へ
の不利益は一切生じないことを口頭および研究協力依頼書で説明した。また、研究者あるいは現
地通訳者は、撤回方法について母親が適切な方法を選択できるよう生活環境や経済状況に配慮し
ながら個別に確認を行った。母親が未成年の場合は、代諾者にも同意撤回について説明を行い、
具体的な撤回方法について確認するようにした。
（４）対象者のプライバシーおよび個人情報の保護
本研究では、教育プログラムの前後に 2 回の質問紙調査を行うため、調査結果を教育プログラ
ム前後で連結する必要がある。そのため、研究者あるいは現地通訳者は、母親の協力同意が得ら
れた時点で母親一人一人に ID 番号の記載された ID カードを渡し、調査結果が連結できるように
した。調査票はすべて無記名とし、調査票の右上に ID 番号を記入した。配布したすべての調査票
は、保健センターの会議室の所定の場所に設置された回収箱により回収し、研究者あるいは現地
通訳者が調査実施当日に回収した。
現地で得られた調査票およびデータの輸送は、鍵のかかる厳重な鞄に入れ機内に持ち込み、
研究者の部屋にある施錠できる保管庫で保存し、電子データはすべてロック付き USB を使用し
データ管理を行った。調査票や電子データは研究者のみが取り扱い、研究者以外の者の閲覧、取
り扱いは一切行わないようにした。研究終了後すべての調査票およびデータは、適切な期間保
存したうえでシュレッダーにかけて破棄し、不要になった電子データも磁気的・物理的に破壊
したうえで破棄する。
また、研究者および現地通訳者は、調査期間中に知り得た母親の個人情報について守秘義務を
守ること、すべてのデータは研究以外の目的には使用しないこと、研究結果を公開する際は個人
や施設、地域が特定できないよう配慮することを伝えた。
（５）研究協力による影響
母親に協力いただく質問紙調査や教育プログラムは、入院中の空き時間や乳幼児健診の待ち時
間を利用して行われるものであり、身体的侵襲や健康被害が発生する可能性は極めて低い。しか
し、統合プログラム群の母親の場合は、質問紙調査（20 分×2 回）、母乳哺育に関する教育セッシ
ョン（15 分×3 回）と母乳哺育と離乳期の哺育に関する教育セッション（45 分×3 回）への協力
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による時間的拘束が考えられる。また、母乳プログラム群の母親の場合は、質問紙調査（20 分×
2 回）と母乳哺育に関する教育セッション（15 分×6 回）への協力による時間的拘束が考えられ
る。そのため、質問紙調査や教育プログラムの所要時間については、それぞれの依頼書に明記す
るとともに研究協力を依頼する際に説明し、教育プログラムへの参加日程は、母親の都合に合わ
せて調整できることをあらかじめ伝えておくようにした。また、文字が読めない、書けないなど
の回答時の困難感により、母親が心理的負担を感じることが想定されるため、調査期間中は現地
通訳者が各保健センターに待機し、調査票への回答が困難な場合は聞き取り調査を実施するよう
にした。さらに、母親の体調不良やトラブル等が発生した場合に、迅速な対応がとれるよう事前
に保健センター長と相談し、対処方法について確認した
（６）研究協力による利益
母親は、本研究に参加することで母乳哺育と離乳期の哺育に関する新しい知識や実践力が習得
でき、適切な哺育行動により子どもの成長発達の促進や健康増進につながることが期待できる。
また、研究者はこれまでの現地調査でも協力頂いた対象者には謝礼としてボールペンを渡してお
り、本研究でもボールペン（約 100 円相当）を教育プログラム前の調査票への回答後と教育プロ
グラム後の調査票への回答後にそれぞれ謝礼として渡した。
（７）研究結果の公開
研究結果の公開は、基本的に論文発表や学会発表をもって行うが、本研究の対象地域で暮らす
多くの母親は地理的環境や経済事情により情報へのアクセスが制限されるため、研究結果を知る
機会はほとんどないと考えられる。そこで、研究者は研究結果報告会について各保健センター長
と相談し、承諾が得られた場合は保健センターの案内板に研究結果報告会についてのポスター（資
料 13）を掲示し、母親に広く周知する。研究者および現地通訳者が、指定の日時に各保健センタ
ーで研究結果の概要について報告を行うようにする。
（８）問い合わせ方法と対応
研究に関する問い合わせ方法としては、研究協力依頼書に研究者の連絡先と各保健センターを
担当する現地通訳者の連絡先を依頼書に記載した。研究に関する問い合わせは、依頼書に記載さ
れている携帯電話にフラッシュ（ワン切り）してもらい、研究者あるいは現地通訳者が折り返し
連絡することを事前に説明し、母親の経済的負担とならないように配慮した。母親が携帯電話を
保有していない場合の連絡手段については個別に確認し、母親に不利が生じない適切な方法を検
討するようにした。
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第Ⅴ章

研究結果

本章では、本研究で実施した教育プログラムの効果に関する調査結果について、研究対象の概
要、看護師への研修の実施、教育プログラムの実施とその効果について述べる。

１．研究対象の概要
１）研究対象地の概要
研究対象地である 4 つの保健センターは、
いずれも人口約 3 万人を管轄する中規模施設であり、
保健センターD を除く 3 施設は主要幹線道路から舗装されていない道を車で約 20～30 分走った農
村地帯に位置し、保健センターD は交通の要所に近い地域にあった。
保健センターA、B、C にはいずれも 3 名の看護師が勤務しており、保健センターD には看護師
2 名が配置されている状況であった。分娩件数は、各施設が管轄する対象人口の違いにより差が
みられ、保健センターC が最も多かった。外部組織や団体の援助支援を受けている場合、通常の
保健サービス以外に独自の保健活動や研修などが実施されることが多く、本研究で実施する教育
プログラムへの影響を懸念したが、そのような実績を有する保健センターはなかった。表 7 に保
健センターの概要について示す。
表7

保健センターの概要
統合プログラム群

人口（人）
保健ポスト（施設数）
職員数（看護師数）
入院ベッド数（産科ベッド数）
分娩件数（月平均数）
施設インフラ状況（電気／水）
援助支援の実績

母乳プログラム群

保健センターA

保健センターB

保健センターC

保健センターD

30,250
21
22（3）
6（3）
70

27,000
18
26（3）
8（6）
80

32,500
23
35（3）
7（4）
100

25,500
15
24（2）
6（4）
65

ソーラー／井戸

ソーラー／井戸

ソーラー／井戸

ソーラー／井戸

なし

なし

なし

なし

２）研究対象者の概要
（１）研究対象者の特性
研究対象者は、6 回の教育セッションのうち 4 回以上の参加があり、教育プログラム前後に実
施する質問紙調査への回答が得られた統合プログラム群 61 名と母乳プログラム群 60 名の 121 名
であった。
対象者の平均年齢は 25.5±5.9 歳であり、初等教育レベルを最終学歴とする者が半数以上を占め
ていた。統合プログラム群および母乳プログラム群とも 8 割以上の母親が農業に従事しており、
母乳プログラム群では自営業者と就労者の割合が統合プログラム群に比べ多かった。両群とも核
家族世帯が約 6 割を占めており、拡大家族世帯では夫の両親との同居が多くみられた。いずれの
群も半数以上の世帯で家畜を飼育しており、9 割以上の世帯が主食であるメイズなどの農作物を
栽培していた。しかし、定期的な現金収入が得られる自営業者や就労者のいる世帯では、家畜や
農作物を飼育栽培する割合は少なかった。妊婦検診受診回数は平均 3.6 回であり、マラウイ政府
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が推奨する 4 回以上の妊婦検診受診者は約半数であった。両群とも経産婦が全体の約 65%を占め、
子どもの数は平均 2.6 人であった。表 8 に、研究対象者の基本特性を示す。
表8

研究対象者の基本特性
項目

年齢

教育歴

職業

世帯構成
世帯数

妊婦検診

出産歴

子供の数

有意確率

25.9±6.1（16-40）

小学校（1-4 年）
小学校（5-8 年）
中学校（1-2 年）
中学校（3-4 年）
高等教育
なし
専業主婦
農業従事者
自営業者
就労者
核家族世帯
拡大家族世帯
平均、標準偏差（範囲）

4（ 6.6）
35（57.4）
13（21.3）
9（14.8）
0（ 0.0）
0（ 0.0）
3（ 4.9）
54（88.5）
2（ 3.3）
2（ 3.3）
38（62.3）
23（37.7）
5.2±1.7（3-10）

3（ 5.0）
28（46.7）
14（23.3）
9（15.0）
4（ 6.7）
2（ 3.3）
2（ 3.3）
48（80.0）
7（11.7）
3（ 5.0）
34（56.7）
26（43.3）
6.1±2.5（3-15）

家畜

39（63.9）
22（36.1）
60（98.4）
30（49.2）
28（45.9）
2（ 3.3）
1（ 1.6）
6（ 9.8）
7（11.5）
21（34.4）
6（ 9.8）
21（34.4）
61（100.0）
61（100.0）
28（45.9）
16（26.2）
13（21.3）
4（ 6.6）
53（86.9）
4（ 6.6）
2（ 3.3）
0（ 0.0）
2（ 3.3）
2（ 3.3）
30（49.2）
29（47.5）
3.5±0.6（ 2-5）
19（31.1）
42（68.9）
20（32.8）
13（21.3）
10（16.4）
15（24.6）
2（ 3.3）
0（ 0.0）
1（ 1.6）
2.5±1.4（ 1-7）

31（51.7）
29（48.3）
54（90.0）
38（63.3）
15（25.0）
1（ 1.7）
6（10.0）
3（ 5.0）
4（ 6.7）
12（20.0）
2（ 3.3）
39（65.0）
60（100.0）
60（100.0）
22（36.7）
23（38.3）
15（25.0）
0（ 0.0）
54（90.0）
0（ 0.0）
1（ 1.7）
1（ 1.7）
4（ 6.7）
4（ 6.7）
23（38.3）
33（55.0）
3.6±0.8（ 2-5）
22（36.7）
38（63.3）
23（38.3）
10（16.7）
8（13.3）
11（18.3）
6（10.0）
1（ 1.7）
1（ 1.7）
2.6±1.6（ 1-7）

あり
なし
あり
1-3 種類
4-6 種類
7 種類以上
なし

朝食

保健情報

統合プログラム群（n=61） 母乳プログラム群（n=60）

25.0±5.6（17-38）

栽培作物

家庭用水

検定値

平均、標準偏差（範囲）

経済状況

食習慣

データ・人数（％）

なし
週1回
週 2-3 回
週 4-5 回
毎日
昼食 毎日
夕食 毎日
公共水道
深井戸
浅井戸
川・池
保健医療従事者（a）
（a)＋農業普及員
（a)＋母親
ラジオ
なし
2 回受診
3 回受診
4 回以上受診
平均、標準偏差（範囲）
初産婦
経産婦
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
平均、標準偏差（範囲）

χ²検定、☨2 標本の T 検定

39

-0.869☨
p=0.386

6.950
p=0.224

3.523
p=0.318
0.398
p=0.528
8.895
p=0.542
1.867
p=0.172
3.879
p=0.059

11.665
p=0.020
15.769
p=0.003

6.001
p=0.199

7.198
p=0.066
0.411
p=0.521

4.430
p=0.619

２．看護師への研修の実施
１）研修に参加した看護師の概要
看護師への協力依頼の結果、4 施設に勤務する看護師 11 名（保健センターA、B、C より各 3 名、
保健センターD より 2 名）から同意が得られ、研修への参加がみられた。研修に参加した看護師
の平均年齢は 34.2±12.1 歳であり、助産資格を有する地域保健師 4 名と地域助産師補助 7 名であ
った。経験年数は平均 11.6±13.3 年で、地域保健師は全員が 25 年以上の経験を有しており、地域
助産師補助は経験年数 5 年未満の看護師であった。いずれの保健センターにも、地域保健師 1 名
に対して地域助産師補助 1～2 名が配置されている状況であった。
母乳哺育や離乳期の哺育に関する研修やトレーニングへの参加経験については、すべての看護
師が母乳哺育に関する研修やトレーニングの参加経験を有していた。しかし、離乳期の哺育に関
しては、基礎教育以外に学習の機会は有していなかった。また、母子保健サービス現場における
母乳哺育と離乳期の哺育に関する教育経験については、看護師全員が日々の看護業務において母
乳教育を実施している一方、離乳期の哺育に関する教育は必要に応じて地域保健師が栄養失調を
抱えた子どもの母親を対象に指導する程度であった。離乳期の哺育に関する現場での教育経験が
少ない、あるいはない理由として、母乳哺育のほうが優先的である（3 名）、離乳期の哺育に関す
る基礎教育を十分受けていない（2 名）
、継続教育の機会がない（1 名）、保健ワーカーやボランテ
ィアが行っている（1 名）が挙げられた。表 9 に、研修に参加した看護師の特性について示す。
表 9 看護師の特性

（N=11）

看護師

A

年齢

保健センターA
B
C

45

27

23

D

保健センターB
E
F

G

保健センターC
H
I

保健センターD
J
K

53

32

24

50

25

24

48

25

平均、標準偏差（範囲）34.2±12.1（23-53）
職位 *¹

CHNT

CMA

CMA

CHNT

CMA

CMA

CHNT

CMA

CMA

CHNT

CMA

経験年数

25

3

1

32

5

1

29

2

1

27

2

平均、標準偏差（範囲）11.6±13.3（1-32）
IYCF *²
研修経験

母乳
離乳

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

○
×

IYCF
教育経験

母乳
離乳

○
○

○
×

○
×

○
○

○
×

○
×

○
○

○
×

○
×

○
○

○
×

*¹CHNT: Community Health Nurse Technician（地域保健師）、CMA: Community Midwife Assistant（地域助産師補助）
*²IYCF: Infant and Young Child Feeding

２）研修の実施状況
研修に参加した看護師の約半数以上が経験年数 3 年未満の看護師であり、十分な母乳教育経験
を有していない可能性が考えられた。また、ほとんどの看護師が離乳期の哺育に関する研修など
の継続教育の機会がなく、教育経験も限られていることから知識や技術の不足が考えられた。そ
のため、教育プログラムで即活用できる実践的知識や技術の習得に向けたケーススタディーやペ
アワークを用いた演習中心の研修を行った。
母乳哺育に関する研修では、母親のニーズや母乳哺育を継続する中で直面している課題に対応
できる能力を習得するため、経験豊富な県病院看護師や地域保健師を中心に適切な対応や具体的
なアドバイスの仕方などについて、看護師同士で相互に学び合える場を提供しながら研修を進め

40

た。離乳期の哺育に関する研修では、農業普及員の協力のもと生活へのアプローチについて学ぶ
機会を設けながら、看護師が子どもの個別性にあわせた補完食の実施方法や地元の食材を活用し
た栄養の高い補完食レシピについて講義や調理実演を通して学ぶことで、実践的知識と技術の習
得に重点をおいた。いずれの教育プログラムでも研修の最後には、看護師一人一人が模擬教育を
行い、6 名の看護師が統合プログラム群の 1 日研修を、5 名の看護師が母乳プログラム群の半日研
修を修了した。
研修に参加した看護師からは、研修内容はわかりやすく、特にカウンセリング法は普段の看護
ケアの場面で活用できる内容であり充実していたという感想や統合プログラムの離乳研修を通し
て、地元の食材を使用した栄養価の高い補完食が調理可能であることに気付いたという声が聞か
れた。また、研修では新しいマニュアルや教材を使用するのではなく、すでに現場で活用されて
いる既存の媒体を活用し、看護師にとって普段の看護業務で使い慣れたものを使用した。そのた
め、看護師の多くが、自分の知識や技術を基盤に学習できたため研修に参加することへの負担感
は少なかったと評価しており、特に統合プログラム群では研修に対する看護師の満足感は高かっ
た。

３．教育プログラムの実施
１）教育プログラムの実施状況
教育プログラムの初回セッションは、出産のため入院中の母親を対象に退院までの期間に看護
師が個別教育を行い、第 2～6 セッションは乳幼児健診の場を利用した小グループ制の集団教育で
ある。グループ教育の各セッションには毎回 2～3 名の看護師の協力が得られ、看護師一人あたり
の集団教育実施回数は平均 12 回であった。研究者と県病院看護師は、教育プログラムの実施中に
各保健センターを定期的に巡回し、現場の看護師とともに教育セッションの振り返りや次回の教
育セッションの内容について確認や検討を行いながら、看護師との関係性の構築や実施状況の的
確な把握、保健センター間の各教育セッションの均質化に努めた。表 10 に、保健センターごとの
看護師による教育プログラムの実施状況を示す。
これまでマラウイの母子保健サービスは、保健医療従事者による一方的な知識伝達型の教育が
一般的に行われており、教育実施者である看護師や保健ワーカーが母親の前に立って話し、母親
はそれを黙って聞くという光景が日常的であった。しかし、研修を受けた看護師が実施する教育
セッションでは、母親のニーズや課題に基づく対話中心の教育が展開されており、母親からの活
発な発言や母親と看護師間の良好なコミュニケーションが構築されている場面が多くみられた。
いずれのグループでも、看護師が母親とともに円形になって座り、母親と同じ目線で参加者全員
がそれぞれの顔をみながら会話ができるよう細かな点にも配慮がなされており、母親の理解が促
進できるよう母親の側に歩み寄って絵やポスターなどの視覚教材を見せるなどの工夫もみられた。
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表 10

看護師による教育プログラムの実施状況

施設
看護師

A

保健センターA
B
C

D

保健センターB
E
F

G

保健センターC
H
I

保健センターD
J
K

Session 2

1G
2G
3G

○
○
○

－
○
○

○
○
－

○
○
○

○
○
○

○
－
○

○
○
○

○
○
－

○
○
○

○
○
○

○
○
○

Session 3

1G

－

○

○

○

○

○

－

○

○

○

－

2G
3G

－
○

○
－

○
○

○
○

－
○

○
○

○
○

－
○

○
－

○
○

○
○

Session 4

1G
2G
3G

○
○
○

○
○
○

－
○
○

○
○
○

○
○
－

○
○
○

○
－
○

○
○
○

－
○
○

－
○
○

○
○
○

Session 5

1G
2G
3G

○
－
○

－
○
○

○
○
－

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
－

－
○
○

○
－
○

○
○
－

－
○
○

Session 6

1G
2G

○
○

○
－

○
○

○
○

○
○

○
○

○
－

○
○

－
○

○
○

○
－

3G

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

12

11

12

15

13

14

11

12

11

13

12

計

２）教育プログラムへの参加状況
本研究では、教育プログラムの効果を検証するため 6 回の教育セッションのうち、4 回以上の
参加がみられた母親を対象に教育プログラム後の質問紙調査を実施する。そのため、統合プログ
ラム群の母親に対しては、母乳哺育に関する教育を行う前半 3 回（第 1～3 セッション）のセッシ
ョンのうち 2 回以上の参加と、母乳哺育および離乳期の哺育に関する教育を行う後半 3 回（第 4
～6 セッション）のうち 2 回以上の計 4 回以上の参加を条件とした。母乳プログラム群の母親に
対しては、6 回の教育セッション（第 1～6 セッション）のうち 4 回以上の参加を条件とした。研
究対象者の推移について図 2 に示す。

統合プログラム
保健センターA
35名

母乳プログラム

保健センターB
35名

8 名辞退
(2 3 % )

保健センターC
35名
1 名辞退
(3 % )

27名

3 名辞退
（ 9 ％）

34名

7 名辞退
（ 2 0 ％）
32名

61名

図2

保健センターD
35名

28名

60名

研究対象者の推移

研究への協力同意が得られた統合プログラム群 70 名と母乳プログラム群 70 名の母親のうち、
統合プログラム群 9 名と母乳プログラム群 10 名の母親が教育プログラムの途中で辞退となり、最
終的には統合プログラム群 61 名（保健センターA：27 名、保健センターB：34 名）と母乳プログ
ラム群 60 名（保健センターC：32 名、保健センターD：28 名）の 121 名の母親の参加がみられた。
保健センターA では、35 名中 8 名（23%）が規定の回数を満たさず途中辞退した。その理由と
しては、遠方である（3 名）
、母親の体調不良（1 名）
、退院後に子どもの状態が急変したため県病

42

院に入院中（1 名）、仕事の都合（1 名）
、不明（2 名）であった。保健センターB では、35 名中 1
名（3%）が他県に住む両親の看病を理由に途中辞退となったが、それ以外の 34 名は 4 回以上の
参加がみられた。保健センターC では仕事の都合（2 名）、遠方である（1 名）を理由に 35 名中 3
名（9%）が途中で辞退し、保健センターD では仕事の都合（2 名）
、夫の転勤に伴う引越し（1 名）
、
母親の体調不良（1 名）、不明（3 名）を理由に 35 名中 7 名（20%）が途中辞退となった。
教育プログラムの参加回数は、保健センターA 5.2 回、保健センターB 5.5 回、保健センターC 5.8
回、保健センターD 5.1 回であり、いずれも 5 回以上の参加がみられた。
３）教育プログラムに対する母親の反応と語り
統合プログラム群と母乳プログラム群とも初回の集団教育セッションでは、参加した母親から
の積極的な発言は少なく、これまでの健康教育時のように受動的な態度で話を聞く姿がみられ、
反応も乏しい状況であった。しかし、教育セッションを重ねるごとに母親と看護師との間に信頼
感や関係性が構築されるようになり、母親からの積極的な発言がみられるようになった。また、
グループ内の母親同士の親交が深まるにつれて、母乳哺育に関する参加者自身の経験の語りが聞
かれるようになり、出産や育児を経験している母親が初めて出産を経験した母親に対して子ども
の抱き方や乳房ケアについて直接教える姿もみられ、子どもの哺育に関する様々な情報共有が自
然なうちに行われる場面が多くみられた。
特に、統合プログラム群では、教育プログラムの後半から離乳期の哺育に関する教育が導入さ
れるようになり、これまでの健康教育ではほとんど学習機会のなかった補完食に対する母親の関
心は高く、多くの母親が教育セッション開始時間前には集合している状況がみられた。統合プロ
グラムに参加した多くの母親からは、
「母乳哺育と離乳期の哺育について段階的に学ぶことで、哺
育プロセスの全体像を把握できるようになり、完全母乳哺育を継続することの意味が理解できた」
という意見や「村にある食材で簡単に栄養価の高い補完食が作れることがわかった」
、
「このプロ
グラムに参加することで楽しく学ぶことができる」などの感想が聞かれ、肯定的な反応が得られ
た。これらの母親の中には、同じ村に住む近所の母親を教育セッションに連れてやってくるなど、
統合プログラムに対する関心やニーズの高さが感じられた。
母乳プログラム群では、前半の教育セッションは統合プログラム群の母親と同様に積極的な参
加がみられ、母乳哺育に関して母親同士がともに学ぶ姿勢がみられた。しかし、後半の教育セッ
ションでは、途中でその場を離れる母親や看護師の問いかけにも反応が乏しい母親の姿がみられ
るグループもあり、母乳哺育という同じテーマを毎月継続的に学習することに対するマンネリ化
が課題としてみられた。また、後半の教育セッションに参加していた母親からも「補完食の開始
時期や実施方法について知りたい」という声が多く聞かれるようになり、離乳期の哺育に関する
教育のニーズは両群に共通して高いことが明らかとなった。
４）教育プログラムに対する看護師の反応と語り
①

母親と看護師間、看護師同士の相互理解の促進
教育プログラムを実施した看護師からは「母親と対話を通して、母親のニーズや思いが理解で

きるようになり、どのような情報を提供すれば良いのかわかるようになった」という感想や「母
親たちの活発な発言や積極的に参加する態度を通して、教育セッションを継続的に行うことが楽
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しいと感じられ、モチベーションの維持ややりがいにつながっている」という語りが聞かれ、母
親との相互理解が深まっている様子がわかる。このような母親たちの変化が教育プログラムを実
施する看護師の動機づけにつながり、看護業務の合間を縫って看護師同士で定期的な打ち合わせ
を行うなどの取り組みに変化がみられるようになっていた。地域看護師からは、これまで年齢や
看護師としての経験年数の違いから、同じ保健センターに勤務していても各自が与えられた業務
を淡々とこなすことが多かったが、教育プログラムの実施を通して各教育セッションについて事
前に打ち合わせをする機会が増え、看護師間のコミュニケーションが深まることでお互いの距離
が近くなり、看護師としての一体感を感じるようになったという声も聞かれた。このことからも、
教育プログラムの実施を通して母親との関係だけでなく、看護師同士の関係にも大きな影響を及
ぼしていることがわかった。
しかし、母乳プログラム群では、母乳哺育という同じテーマを毎月継続的に学習することに対
するマンネリ化が課題となるグループもあり、消極的な母親の態度やその場の雰囲気が、教育セ
ッションを担当する看護師のモチベーションの低下につながるケースもみられた。そのため、研
究者は県病院看護師とともに対象施設を定期的に巡回し、現場の看護師と教育セッションの内容
や方法について検討を重ねながら、看護師のモチベーションの維持や自信につながるよう努めた。
②

離乳期の哺育に対する意識の高まり
統合プログラム群の看護師からは、
「研修への参加や統合プログラムの継続的な実施により、母

乳哺育だけでなく離乳期の哺育に関する教育の重要性に気づくことができた」という感想や「乳
幼児の食と栄養に関する教育が、基本的な看護ケアのひとつであることを改めて認識することが
できた」という意見が聞かれた。また、
「看護師が母親に適切な情報や知識を適切な時期に提供し
支援できれば、子どもの栄養改善につながる可能性がある」ことにあらためて気付いたと話す看
護師もおり、離乳期の哺育に対する看護師の意識が高まっている様子が感じられた。また、この
ような統合プログラム群の看護師の教育プログラムへのモチベーションが、離乳期の哺育に関す
る教育に関心のある保健ワーカーやボランティアにも波及し、離乳期の哺育に関する教育セッシ
ョンへの自主的な参加や看護師による保健ワーカーやボランティアに伝達講習につながるなど、
統合プログラムによる相乗効果がみられた。
③

乳幼児の栄養に関する知識やアセスメント力の向上
母乳哺育に関する知識や技術だけでなく、離乳期の哺育に関する知識や技術を新たに習得する

ことで、乳幼児の食と栄養に対して包括的な視点で授乳プロセスと離乳プロセスを捉えながら指
導する看護師の姿や母子手帳にある成長曲線の経過をアセスメントし、母親にも子どもの健康状
態のアセスメント方法について指導する場面が、教育セッションを重ねるごとに増えるようにな
った。
④

モチベーションの維持
本研究では教育プログラムの実施期間中、研究者と県病院看護師が毎週保健センターを巡回し、

効果的な教育セッションを実施するための巡回指導やフォローアップを継続的に行うことで、各
保健センターで実施される教育プログラムの質を可能な限り統制するようにした。その結果、多
くの看護師からは、定期的な巡回指導やフォローアップによるスーパーバイズが、看護師のモチ
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ベーションの維持や自信につながり、安心して教育セッションが担当できるようになったという
意見が聞かれた。また、教育プログラムを実施するうえでうまくいかない経験に対しても、現状
を改善するために共に考え、適切な助言やアドバイスをうけながら解決策を模索することでパフ
ォーマンス改善につなげるきっかけになっていたという意見も聞かれた。

４．教育プログラムの効果
教育プログラムの効果について、母親の哺育知識、態度、行動および子どもの健康に関する調
査結果をもとに検証する。

１）哺育知識
（１）哺育知識得点の結果
本研究では、母乳哺育と離乳期の哺育に関する知識を問う 20 問（母乳知識に関する項目 10 問
と離乳知識に関する項目 10 問）で構成されたテストを教育プログラム前後に実施した。表 11 に
哺育知識得点の結果について示す。
統合プログラム群の教育プログラム前後における哺育知識 20 項目の得点は 13.9±2.6 点と 18.5
±1.5 点であり、母乳プログラム群では 13.5±2.6 点と 15.5±1.9 点であった。両群とも教育プログ
ラム前に比べ教育プログラム後の得点が有意に上昇し、統計的な有意差がみられた（p＜.001）。
また、2 群間の教育プログラム前後の得点を比較したところ、教育プログラム後の得点に有意差
がみられ（p＜.001）
、統合プログラム群では母乳プログラム群よりも哺育知識得点が有意に高か
った。そこで、哺育知識 20 項目を母乳知識 10 項目と離乳知識 10 項目にわけ項目別に分析した結
果、母乳知識得点では両群とも教育プログラム前に比べ教育プログラム後の得点に有意な差がみ
られた（p＜.001）
。また、2 群間の教育プログラム前後の得点を比較したところ、教育プログラム
前の得点に統計的な有意差がみられたが（p＜0.05）、教育プログラム後の得点に差はみられなか
った。離乳知識得点については、統合プログラム群では教育プログラム前に比べ教育プログラム
後の得点に統計的な有意差がみられたが（p＜.001）、母乳プログラム群ではプログラム前後に有
意な差は認められなかった。また、2 群間の教育プログラム前後の得点を比較したところ、教育
プログラム後の得点に有意な差がみられており（p＜.001）
、統合プログラム群では母乳プログラ
ム群に比べ離乳知識得点が有意に上昇した。
表 11

哺育知識得点
統合プログラム群（n=61）
前
後
検定値

哺育知識得点
M±SD （範囲）

母乳知識得点
M±SD （範囲）

離乳知識得点
M±SD （範囲）

母乳プログラム群（n=60）

群間検定値

前

後

検定値

前

後

13.9±2.6
（7-18）

18.5±1.5
（15-20）

-12.33
p=0.000

13.5±2.6
（6-18）

15.5±1.9
（10-19）

-6.778
p=0.000

0.901
p=0.370

9.486
p=0.000

7.7±2.0
（3-10）

9.2±0.9
（7-10）

-5.717
p=0.000

6.7±2.4
（0-10）

9.2±1.1
（6-10）

-7.580
p=0.000

2.524
p=0.013

0.349
p=0.728

6.2±1.3
（4-8）

9.3±0.8
（7-10）

-14.99
p=0.000

6.3±1.9
（0-9）

6.4±1.5
（3-9）

-0.817
p=0.417

-0.241
p=0.810

13.352
p=0.000

対応のある T 検定、2 標本の T 検定
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表 12 に、哺育知識項目別の正解率を示す。統合プログラム群では、母乳知識 10 項目のうち Q1、
Q3、Q6 を除く 7 項目と離乳知識 10 項目すべてにおいて、教育プログラム後の正解率が上昇した。
母乳プログラム群では母乳知識に関する全項目で教育プログラム後の正解率は上昇したが、離乳
知識に関する Q12、Q14、Q16、Q18、Q20 の 5 項目において教育プログラム後の正解率が低下し
ていた。2 群間の教育プログラム前後の正解率については、教育プログラム前の離乳知識に関し
て 2 群間に差はなかったが、教育プログラム後では離乳知識 10 項目中 8 項目において有意な差が
みられ、母乳プログラム群では統合プログラム群に比べ離乳期の哺育に関する適切な知識を有し
ていない可能性が高いことが明らかとなった。
表 12

哺育知識項目別正解率
項目

Q1：A new born baby should be given breast milk
within one hour after the birth.

知
識

前

後

0.079
p=0.778

13.103
p=0.000

80.3

52.5

90.2

-5.328
p=0.000

41.7

95.0

-3.662
p=0.001

1.414
p=0.234

4.849
p=0.280

90.2

90.2

0.000
p=1.000

70.0

90.0

-3.013
p=0.004

7.735
p=0.005

0.001
p=0.976

80.3

100.0

83.3

100.0

63.9

93.4

46.7

90.0

-3.435
p=0.001
-5.465
p=0.000

0.184
p=0.668
1.402
p=0.236

0.473
p=0.492

93.4

91.8

80.0

91.7

77.0

93.4

70.0

95.0

-1.843
p=0.070
-3.581
p=0.001

4.763
p=0.029
0.773
p=0.379

0.001
p=0.978
0.135
p=0.714

59.0

85.2

-3.398
p=0.001

35.0

85.0

-6.825
p=0.000

7.002
p=0.008

0.001
p=0.714

Q9：If a baby who is 3 months of age continued to cry
after breastfeeding, mother should give a baby any
other foods and liquids.

82.0

93.3

-3.633
p=0.001

78.3

100.0

-2.873
p=0.006

0.251
p=0.616

4.206
p=0.040

Q10：If a baby had a diarrhea or vomit, mother should
stop giving breast milk and any other foods and liquids.

90.2

96.7

-1.426
p=0.159

78.3

95.0

-2.619
p=0.011

3.198
p=0.074

0.226
p=0.634

Q11：If a baby were introduced complementary food
early in life, she/he might have a risk of malnutrition.

59.0

93.4

-4.941
p=0.000

61.7

68.3

-0.942
p=0.350

0.089
p=0.766

12.387
p=0.000

13.1

98.4

-18.619
p=0.000

28.3

13.3

2.256
p=0.028

4.274
p=0.039

88.838
p=0.000

77.0

90.2

-2.205
p=0.031

63.3

78.3

-2.416
p=0.019

2.723
p=0.099

3.198
p=0.074

88.5

95.1

78.3

71.7

65.6

100.0

78.3

86.7

1.158
p=0.252
-1.398
p=0.167

2.277
p=0.131
2.437
p=0.118

12.020
p=0.001
8.709
p=0.003

67.2

96.7

65.0

58.3

23.0

82.0

11.7

23.3

0.814
p=0.419
-1.628
p=0.109

0.066
p=0.797
2.685
p=0.101

25.714
p=0.000
41.736
p=0.000

86.9

98.4

90.0

90.0

50.8

72.1

55.0

66.7

0.000
p=1.000
-1.628
p=0.109

0.287
p=0.592
0.212
p=0.645

3.879
p=0.049
0.425
p=0.514

86.9

100

93.3

80.0

2.053
p=0.045

1.408
p=0.235

13.543
p=0.000

Q4：When a baby sucks breasts frequently, mother can
produce more breast milk.
Q5：Breastfeeding helps to control bleeding soon after
the delivery.
Q6：Giving only breast milk causes allergies such as
skin rush.
Q7：Giving only breast milk protects a baby from
infections such as diarrhea.

Q12：When a baby’s teeth begin to appear, it is one of
the signs to introduce the baby complementary foods.
Q13：Giving only breast milk is not enough for a baby
under the age of 6 months then mother needs to feed
any other foods and liquids for a baby.

知
識

群間検定値

検定値

83.6

Q8：Breastfeeding prevents getting pregnant.

離
乳

母乳プログラム群（n=60）
前（%） 後（%）

0.444
p=0.658

Q2：Giving colostrum which is thin yellowish fluid
during the first few days after the delivery is harmful
for a baby.
Q3：A baby should be given water and/or herbal
infusion to prevent from illness.

母
乳

統合プログラム群（n=61）
前（%） 後（%） 検定値

Q14：Maize porridge is more nutritious than breast milk
for a baby.
Q15：When mother feeds complementary foods for a
baby, she should use an individual cup and bowl.
Q16：When a baby is 6 months of age, mother needs to
give complementary foods twice a day.
Q17：Giving family foods like nsima and dende to a
baby 6 month of age is good for her/his healthy growth.
Q18：Animal foods such as meat, eggs, and soya beans
are rich in protein.
Q19：Cereals and roots such as maize and cassava are
rich in fat.
Q20：Breastfeeding throughout the first and second
years of life is good for a baby’s healthy growth.

対応のある T 検定、2 標本の T 検定
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-3.833
p=0.000
-4.129
p=0.000
0.331
p=0.742
-2.821
p=0.006

-1.271
p=0.029
-5.612
p=0.000
-4.370
p=0.000
-7.837
p=0.000
-2.789
p=0.007
-2.619
p=0.011
-3.009
p=0.004

81.7

100.0

-3.639
p=0.001

-

（２）哺育知識得点との関係
哺育知識得点と教育歴や出産経験の関係について Spearman の順位相関係数を用いて分析し
たところ（表 13）、両群とも教育プログラム前後の哺育知識得点と教育歴の間に関係はみられな
かった。また、哺育知識得点と出産経験の関係については、統合プログラム群では教育プログラ
ム前の哺育知識得点（母乳知識得点）と出産経験の間に正の相関関係（ρ=0.54）がみられたが、
教育プログラム後に有意な関係はみられなかった。
表 13

哺育知識得点と教育歴および出産経験の関係
教育歴
項目

哺育知識得点（Q1-Q20）

出産経験

統合（n=61）

母乳（n=60）

統合（n=61）

前

後

前

後

前

後

前

母乳（n=60）
後

-0.13

0.20

0.30

0.27

0.53**

-0.09

0.12

-0.01

母乳知識得点（Q1-Q10）

-0.10

0.13

0.18

0.11

0.54***

0.01

0.21

-0.13

離乳知識得点（Q11-Q20）

-0.04

0.23

0.29

0.23

0.23

-0.12

0.17

0.11

Spearman の順位相関係数

*p<0.05, **p<0.01

２）哺育態度
（１）母乳哺育自己効力感得点の結果
教育プログラム前後における統合プログラム群の母乳哺育自己効力感得点は 59.5±5.4 点と 64.7
±4.5 点であり、母乳プログラム群では 59.2±5.0 点と 65.4±4.6 点であった（表 14）
。群別に教育
プログラム前後の結果を比較したところ、2 群とも教育プログラム前に比べ教育プログラム後の
得点が有意に上昇していた（p＜.001）
。2 群間の教育プログラム前後の得点を比較した結果、教育
プログラム前後のいずれの時期においても 2 群間で得点の有意な差は認められなかった。
表 14

母乳哺育自己効力感得点
統合プログラム群（n=61）

母乳哺育
自己効力感得点
M±SD （範囲）

母乳プログラム群（n=60）

群間検定値

前

後

検定値

前

後

検定値

前

後

59.5±5.4
（45-65）

64.7±4.5
（51-70）

-5.449
p=0.000

59.2±5.0
（43-66）

65.4±4.6
（50-70）

-8.157
p=0.000

0.343
p=0.732

0.782
p=0.436

対応のある T 検定、2 標本の T 検定

表 15 に、母乳哺育自己効力感項目別得点を示す。統合プログラム群および母乳プログラム群と
も、すべての項目において教育プログラム前に比べ教育プログラム後の得点が上昇していた。し
かし、統合プログラム群では項目 6 と項目 10 の 2 項目、母乳プログラム群でも項目 6 と項目 9 の
2 項目において教育プログラム前後に有意な差は認められなかった。
2 群間の教育プログラム前後の得点については、いずれの時期においても得点の有意な差はみ
られなかった。
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表 15

母乳哺育自己効力感項目別得点

1: I can always determine my baby is getting
enough milk.
2: I can always successfully cope with
breastfeeding like I have with other challenging.
3: I can always breastfeed my baby without
using formula as a supplement.
4: I can always ensure my baby is latched on for
the whole feeding.
5: I can always manage to breastfeed situation to
my satisfaction.
6: I can always manage to breastfeed even if my
baby is crying.
7: I can always keep wanting to breastfeed.
8: I can always comfortably breastfeed with my
family members present.
9: I can always be satisfied with my
breastfeeding experience.
10: I can always deal with the fact breastfeeding
can be time-consuming.
11: I can always finish feeding my baby on one
breast before switching to the other breast.
12: I can always continue to breastfeed my baby
for every feeding.
13: I can always manage to keep up with my
baby’s breastfeeding demands.
14: I can always tell when my baby is finished
breastfeeding.

統合プログラム群（n=61）
前
後
M±SD
M±SD
検定値

母乳プログラム群（n=60）
前
後
M±SD
M±SD
検定値

（範囲）

（範囲）

（範囲）

（範囲）

4.07±0.8
（2-5）
4.15±0.7
（2-5）

4.61±0.5
（3-5）
4.54±0.6
（3-5）

-4.871
p=0.000
-3.223
p=0.002

4.25±1.0
（1-5）
4.20±1.1
（1-5）

4.77±0.5
（3-5）
4.68±0.6
（3-5）

4.30±0.7
（2-5）
4.18±0.7
（2-5）

4.59±0.6
（3-5）
4.66±0.5
（3-5）

-2.414
p=0.019
-4.186
p=0.000

4.18±1.0
（1-5）
4.12±1.0
（1-5）

4.15±0.7
（2-5）
4.13±0.7
（2-5）

4.66±0.5
（3-5）
4.41±0.8
（1-5）

-4.381
p=0.000
-1.882
p=0.065

4.28±0.6
（3-5）
4.36±0.8
（2-5）

4.75±0.4
（4-5）
4.84±0.4
（4-5）

4.18±0.9
（1-5）
3.72±1.1
（1-5）

群間検定値
前

後

-3.504
p=0.001
-4.195
p=0.000

-1.135
p=0.259
-0.310
p=0.757

-1.718
p=0.088
-1.286
p=0.201

4.68±0.6
（3-5）
4.52±0.7
（3-5）

-3.581
p=0.001
-2.352
p=0.022

0.708
p=0.480
0.391
p=0.696

-0.887
p=0.377
1.274
p=0.205

4.28±0.6
（3-5）
4.47±0.5
（3-5）

4.70±0.5
（3-5）
4.62±0.6
（2-5）

-4.483
p=0.000
-1.454
p=0.151

-1.090
p=0.278
-2.742
p=0.070

-0.467
p=0.642
-1.544
p=0.126

-4.847
p=0.000
-4.186
p=0.000

4.30±0.8
（1-5）
4.42±0.6
（2-5）

4.72±0.5
（3-5）
4.68±0.5
（3-5）

-3.891
p=0.000
-2.732
p=0.008

-0.164
p=0.870
-0.425
p=0.672

0.428
p=0.669
1.815
p=0.072

4.57±0.8
（1-5）
4.05±1.3
（1-5）

-2.620
p=0.011
-1.612
p=0.112

4.35±0.8
（1-5）
3.55±1.6
（1-5）

4.45±0.9
（1-5）
4.13±1.3
（1-5）

-0.629
p=0.532
-2.167
p=0.034

-1.069
p=0.287
0.692
p=0.490

0.811
p=0.419
-0.352
p=0.725

4.11±0.7
（2-5）
4.30±0.6
（3-5）

4.72±0.6
（3-5）
4.80±0.4
（4-5）

-5.062
p=0.000
-5.332
p=0.000

3.92±1.2
（1-5）
4.37±0.7
（2-5）

4.72±0.5
（3-5）
4.75±0.5
（3-5）

-5.141
p=0.000
-4.020
p=0.000

1.616
p=0.312
-0.616
p=0.539

0.046
p=0.963
0.668
p=0.505

4.43±0.6
（3-5）
4.44±0.6
（3-5）

4.80±0.4
（4-5）
4.70±0.7
（1-5）

-3.785
p=0.000
-2.249
p=0.028

4.37±0.8
（1-5）
4.43±0.8
（1-5）

4.72±0.5
（3-5）
4.82±0.4
（3-5）

-3.017
p=0.004
-3.512
p=0.001

0.466
p=0.642
0.072
p=0.943

1.020
p=0.310
-1.096
p=0.276

対応のある T 検定、2 標本の T 検定

（２）母乳哺育自己効力感得点との関係
①

哺育知識と出産経験
母乳哺育自己効力感得点と哺育知識得点の関係について Pearson の積率相関係数を用いて分析

した結果、両群とも教育プログラム前後の母乳哺育自己効力感得点と哺育知識得点の間に関係は
認められなかった（表 16）
。
母乳哺育自己効力感得点と出産経験の関係について Spearman の順位相関係数を用いて分析を
行ったところ、両群とも教育プログラム前に正の相関関係（ρ=0.70、ρ=0.83）がみられ、母乳プロ
グラム群では教育プログラム後にも正の相関関係（ρ=0.38）が認められた（表 16）
。しかし、教育
プログラム前に比べ教育プログラム後の関連は弱いことが明らかとなった。
表 16

母乳哺育自己効力感得点と哺育知識得点および出産経験の関係
哺育知識得点

母乳哺育
自己効力感得点

出産経験

統合（n=61）

母乳（n=60）

統合（n=61）

母乳（n=60）

前

後

前

後

前

後

前

後

0.05

0.19

0.07

0.03

0.70**

-0.10

0.83**

0.38**

Pearson の積率相関係数、Spearman の順位相関係数
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**p<0.01

そこで、
母乳哺育自己効力感の各項目と哺育知識得点および出産経験の関係を分析した（表 17）。
母乳哺育自己効力感の各項目と哺育知識の関係については、統合プログラム群では教育プログラ
ム前の項目 6、9、10 の 3 項目以外でそれぞれ正の相関関係がみられたが、母乳プログラム群では
教育プログラム前後のいずれの項目においても明らかな関係は認められなかった。
母乳哺育自己効力感の項目別得点と出産経験については、統合プログラム群では教育プログラ
ム前の 13 項目と出産経験の間に正の相関関係がみられたが、教育プログラム後にはいずれの項目
においても関係はみられなかった。母乳プログラム群では教育プログラム前の 12 項目と教育プロ
グラム後の 6 項目において出産関係との間に正の相関関係がみられた。
表 17

母乳哺育自己効力感の各項目と哺育知識得点および出産経験の関係
哺育知識得点
統合（n=61）
母乳（n=60）

出産経験
統合（n=61）
母乳（n=60）

前

後

前

後

前

後

前

後

0.43**

0.36**

0.08

0.00

0.57**

-0.06

0.55**

0.23

0.50**

0.34**

-0.06

0.18

0.60**

-0.16

0.57**

0.40**

0.39**

-0.04

0.32

-0.13

0.66**

0.06

0.28**

0.12

0.41**

-0.02

-0.02

0.03

0.50**

0.11

0.36*

0.20

0.42**

0.11

-0.16

0.10

0.43**

0.15

0.28**

0.11

0.15

0.15

-0.11

-0.06

0.44**

0.02

0.25*

0.43**

0.41**

0.06

0.11

0.10

0.50**

-0.14

0.30**

0.29*

0.41**

-0.04

-0.05

0.13

0.58**

-0.01

0.20

0.23

0.19

0.06

-0.06

-0.16

0.59**

-0.13

0.25

0.30*

-0.08

0.12

0.08

0.09

0.21

-0.04

0.32*

0.19

0.58**

0.02

-0.04

-0.00

0.59**

-0.07

0.33**

0.20

0.45**

0.11

-0.06

0.11

0.54**

0.02

0.33*

0.32*

0.47**

-0.09

0.12

0.06

0.47**

0.02

0.41**

0.29*

0.46**

0.13

0.04

0.01

0.62**

-0.03

0.40**

0.13

項目
1: I can always determine my baby is getting
enough milk.
2: I can always successfully cope with
breastfeeding like I have with other challenging.
3: I can always breastfeed my baby without using
formula as a supplement.
4: I can always ensure my baby is latched on for
the whole feeding.
5: I can always manage to breastfeed situation
to my satisfaction.
6: I can always manage to breastfeed even if my
baby is crying.
7: I can always keep wanting to breastfeed.
8: I can always comfortably breastfeed with my
family members present.
9: I can always be satisfied with my breastfeeding
experience.
10: I can always deal with the fact breastfeeding
can be time-consuming.
11: I can always finish feeding my baby on one
breast before switching to the other breast.
12: I can always continue to breastfeed my baby
for every feeding.
13: I can always manage to keep up with my
baby’s breastfeeding demands.
14: I can always tell when my baby is finished
breastfeeding.

Pearson の積率相関係数、Spearman の順位相関係数

②

*p<0.05,

**p<0.01

社会関係資本
人と人の信頼関係や絆の強さ、ネットワークの豊かさなどの人間関係が生み出す健康への影響

要因である社会関係資本 9 項目を分析した結果、統合プログラム群では教育プログラム前 28.4±
3.7 点、教育プログラム後が 30.1±3.1 点であり、母乳プログラム群の社会関係資本得点は 29.5±
3.6 点と 30.7±3.7 点であった（表 18）。
群別に教育プログラム前後の得点を比較した結果、いずれも教育プログラム前に比べ教育プロ
グラム後の得点が有意に上昇し統計的な有意差がみられたが（p＜.001）、教育プログラム前後に
おける 2 群間に有意な差はみられなかった。
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社会関係資本を項目別に分析したところ、両群とも「母親の意思決定」
、
「医療従事者への信頼」、
「保健行動」の 3 項目において教育プログラム前後で統計的な有意差がみられた（p＜.001）。し
かし、いずれの項目においても教育プログラム前後の 2 群間で有意な差はみられなかった。
表 18

社会関係資本得点
統合プログラム群（n=61）
後
M±SD
M±SD
検定値

母乳プログラム群（n=60）
後
M±SD
M±SD
検定値

（範囲）

（範囲）

（範囲）

（範囲）

28.4±3.7
（20-36）

30.1±3.1
（23-36）

0.864
p=0.000

29.5±3.6
（21-36）

30.7±3.7
（23-36）

夫の支援

3.3±0.7
（2-4）

3.4±0.7
（2-4）

-2.65
p=0.10

3.4±0.7
（2-4）

母親の意思決定

3.1±0.9
（1-4）
3.3±0.6
（2-4）

3.4±0.7
（1-4）
3.3±0.6
（2-4）

-3.761
p=0.000
-1.940
p=0.057

3.3±0.7
（1-4）
3.2±0.6
（1-4）

3.4±0.6
（2-4）
3.3±0.6
（2-4）

3.0±0.6
（1-4）
3.1±0.5
（1-4）
3.1±0.7
（2-4）
3.1±0.7
（2-4）

前

社会関係資本得点

家族の一体感
家族への信頼
家庭内での発言
地域への信頼
情報共有
医療従事者への
信頼
保健行動

群間検定値

前

前

後

0.916
p=0.000

-1.671
p=0.097

-1.069
p=0.287

3.5±0.6
（2-4）

-1.426
p=0.159

-0.804
p=0.423

-0.061
p=0.951

3.2±0.8
（2-4）
3.4±0.6
（1-4）

3.4±0.7
（1-4）
3.4±0.6
（1-4）

-2.737
p=0.008
-1.000
p=0.321

-0.449
p=0.654
-0.931
p=0.354

-0.184
p=0.854
-0.203
p=0.839

-1.524
p=0.133
-1.843
p=0.070

3.3±0.6
（2-4）
3.3±0.7
（1-4）

3.4±0.6
（2-4）
3.3±0.6
（2-4）

-1.271
p=0.209
-1.351
p=0.182

-0.466
p=0.642
-0.308
p=0.759

-0.362
p=0.718
-0.253
p=0.801

2.9±0.6
（1-4）
3.1±0.5
（2-4）

0.814
p=0.419
0.629
p=0.532

3.1±0.7
（1-4）
3.2±0.6
（2-4）

3.2±0.6
（1-4）
3.2±0.6
（2-4）

-1.137
p=0.260
-0.629
p=0.532

-1.263
p=0.209
-0.508
p=0.612

-2.047
p=0.043
-1.164
p=0.247

3.5±0.7
（2-4）
3.7±0.6
（2-4）

-5.443
p=0.000
-7.976
p=0.000

3.2±0.8
（1-4）
3.2±0.8
（1-4）

3.6±0.7
（2-4）
3.7±0.6
（2-4）

-4.459
p=0.000
-5.184
p=0.000

-0.989
p=0.325
-0.974
p=0.332

-0.735
p=0.464
-0.495
p=0.622

対応のある T 検定、2 標本の T 検定

母乳哺育自己効力感得点と社会関係資本得点の関係を Pearson の積率相関係数を用いて分析し
た結果、両群とも教育プログラム前の母乳哺育自己効力感得点と社会関係資本得点の間に正の相
関関係（r=0.28, r=0.36）がみられ、教育プログラム後も正の相関関係（r=0.38, r=0.53）が認められ
た（表 19）。
表 19

母乳哺育自己効力感得点と社会関係資本得点との関係
項目

社会関係資本得点

母乳哺育自己効力感得点
統合（n=61）
母乳（n=60）
前

後

前

後

0.28*

0.38**

0.36**

0.53***

夫の支援

0.23

0.08

0.30*

0.42**

母親の意思決定

0.12

0.29*

0.06

0.41**

家族の一体感

0.13

0.11

0.20

0.47**

家族への信頼

0.05

0.03

0.06

0.24

家庭内での発言

0.02

0.23

0.06

0.04

地域への信頼

0.02

0.32

0.18

0.15

情報共有

0.11

0.19

0.13

0.26

医療従事者への信頼

0.40**

0.43**

0.29*

0.57**

保健行動

0.40**

0.47**

0.27*

0.67**

Pearson の積率相関係数、*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

そこで、母乳哺育自己効力感得点と社会関係資本の各項目の関係を分析したところ、統合プロ

50

グラム群では教育プログラム前において「医療従事者への信頼」と「保健行動」の 2 項目におい
て正の相関関係（r=0.40、r=0.40）がみられ、教育プログラム後では「母親の意思決定」
、
「医療受
持者への信頼」、
「保健行動」の 3 項目で正の相関関係（r=0.29、r=0.43、r=0.47）が認められた。
母乳プログラム群では、教育プログラム前は「夫の支援」
、「医療従事者への信頼」、
「保健行動」
の 3 項目において正の相関関係（r=0.30、r=0.29、r=0.27）がみられ、教育プログラム後では「夫
の支援」
、
「母親の意思決定」
、
「医療従事者への信頼」
、
「保健行動」
の 4 項目で正の相関関係（r=0.42、
r=0.41、r=0.57、r=0.67）がみられた。

３）哺育行動
（１）哺育行動の結果
教育プログラム終了時点において完全母乳哺育を継続している者の割合は、統合プログラム群
では 58 名（95%）、母乳プログラム群では 48 名（80%）であった（表 20）。
補完食の開始状況については、統合プログラム群 3 名（5%）が母乳以外の飲食物を子どもに与
えており、母乳プログラム群でも 12 名（20%）が補完食を開始しており、2 群間に有意差がみら
れた（p＜.05）。
表 20

完全母乳哺育の継続状況
統合プログラム群

母乳プログラム群

(n=61)

(n=60)

母乳のみ

58（95%）

48（80%）

母乳+補完食

3（5%）

12（20%）

検定値

-2.564*
p=0.012

χ²検定

表 21

補完食の実施状況

統合
プログラム

母乳
プログラム

補完食
開始時期

補完食の内容（材料）

補完食
回数

母乳
回数

4 ヶ月

ダイズ粥（ダイズ、ピーナッツ粉、油、塩、砂糖）、バナナ

2回

7-8 回

5 ヶ月

メイズ粥（メイズ、卵、油、塩、砂糖）

2回

7-8 回

5 ヶ月

ダイズ粥（ダイズ、緑葉、油、塩、砂糖）

2回

9 回以上

3 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）、野菜スープ、バナナ

3回

3-4 回

3 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）、バナナ

3回

3-4 回

4 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）、バナナ

3回

1-2 回

4 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）

3回

5-6 回

4 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）

3回

3-4 回

4 ヶ月

イモ粥（イモ、塩）、野菜スープ

3回

3-4 回

4 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）、バナナ

3回

7-8 回

4 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）

3回

7-8 回

5 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩、砂糖）

1回

9 回以上

5 ヶ月

ダイズ粥（ダイズ、塩、砂糖）

1回

9 回以上

5 ヶ月

メイズ粥（メイズ、塩）

3回

3-4 回

5 ヶ月

ダイズ粥（ダイズ、塩、砂糖）

2回

9 回以上

母乳プログラム群では、12 名の母親が生後 3～5 ヶ月目に補完食を導入しており、全員が主食
であるメイズやダイズなどの単一食材を用いた栄養価の乏しいお粥を子どもに提供していた。中
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には大人と同じ回数の食事を生後 6 ヶ月に満たない子どもに与える母親もみられた。一方、統合
プログラム群では、3 名の母親が生後 4～5 ヶ月目に補完食を提供している状況にあったが、主食
のメイズやダイズをベースに卵、ピーナッツ粉、緑黄野菜などの複数食材をあわせた栄養価の高
い食事を与えていた。表 21 に補完食の実施状況を示す。
（２）哺育行動との関係
①

母乳哺育自己効力感得点

完全母乳哺育の継続状況と母乳哺育自己効力感得点の関連を Spearman の順位相関係数を用い
て分析を行った結果、統合プログラム群と母乳プログラム群において正の相関関係（ρ=0.46, ρ=0.54）
がみられた（表 22）。母乳哺育自己効力感得点の高い母親ほど完全母乳哺育を継続する傾向がみ
られ、得点の低い母親ほど補完食を早期に開始する傾向にあることが明らかとなった。
表 22

完全母乳哺育の継続状況と母乳哺育自己効力感得点の関係
母乳哺育自己効力感
統合（n=61）
母乳（n=60）

完全母乳哺育の
継続状況
Spearman の順位相関係数

0.46**

0.54***

**p<0.01, ***p<0.001

（３）哺育行動への波及効果
①

離乳期の哺育に関する歌とドラマの制作と普及
マラウイでは、歌やドラマを媒体とした健康教育が広く活用されており、母乳哺育に関する健

康教育の場では母乳の効果や母乳哺育時の体位、母乳継続の重要性などテーマに合わせた様々な
歌やドラマが活用されている。しかし、これまで離乳期の哺育に関するこのような教育媒体はな
く、統合プログラムでは第 4 セッション以降に離乳教育を導入したことをきっかけに、母親たち
の中から適切な補完食の普及啓発にむけた歌とドラマを制作したいと提案するグループや地元の
食材を活用し独自に新たな補完食レシピを考案するグループなど、教育プログラムでの学びを実
践につなげようとする母親たちの主体的な活動がみられるようになった。
特に、歌やドラマの制作段階では、母親たちが歌や踊りを通して伝えたいメッセージや内容を
検討するため看護師の指導を何度も受けながら、自分たちの力で新しいものを創りあげようとす
る熱心な姿がみられた。このような母親たちの力で作られた歌やドラマは、乳幼児健診に参加す
る他の母親への啓発活動として健康教育の場で活用されるようになり、母親の主体的な取り組み
が地域の健康づくりに生かされている状況がみられた。また、統合プログラムの後半では、乳幼
児健診に参加していた本研究の対象者以外の母親もこのような母親グループの主体的な活動に感
化され、補完食の調理実演の場に自然と集まるようになり、セッションを重ねるごとにその数は
増え、最終的には 10 名以上の教育プログラム対象外の母親が参加するようになった。
②

栄養価の高い補完食レシピの考案
統合プログラムに参加していた母親グループの中から、地元で入手できる食材を活用して栄養

価の高い補完食レシピを考案し、教育セッションの場で他の母親にも紹介する場面がみられた。
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統合プログラムで実演した補完食は一例にすぎず、様々なアイデアを相互に出し合うことで補完
食のレパートリーを増やすことにつながっただけでなく、アイデアの共有を通して母親同士が和
気あいあいと学び合うきっかけにつながっていた。
③

栄養価の高い作物の栽培
統合プログラム群と母乳プログラム群では、教育プログラム前後における各世帯の栽培作物に

違いがみられた（表 23）。統合プログラム群では家庭菜園で農作物を栽培する者は 61 名のうち 60
名（98%）であり、教育プログラム前後の栽培作物を比較したところ、ダイズ、ピーナッツ、カ
ボチャ、緑黄野菜の栽培世帯数が教育プログラム後に有意に増加していた（p<.01）。特に、ダイ
ズに関してはほぼ全世帯、ピーナッツに関しても 8 割以上の世帯で栽培されるようになった。一
方、母乳プログラム群ではダイズのみ教育プログラム後に栽培世帯数が増えていた（p＜.05）。
2 群間の教育プログラム前後の世帯数を比較したところ、教育プログラム後の栽培件数にいず
れも有意な差がみられた。
表 23

農作物を栽培する世帯数の推移
統合プログラム群（n=60）
前

後

ダイズ

30（50.0） 59（98.3）

ピーナッツ

20（33.3） 49（81.7）

カボチャ

6（10.0）

緑黄野菜

14（23.3） 32（53.3）

22（36.7）

検定値
-3.227
p=0.002
-7.429
p=0.000
-3.390
p=0.001
-3.294
p=0.002

母乳プログラム群(n=54)
前

後

36（66.7） 42（77.8）
34（63.0） 34（63.0）
7（13.0）

10（18.5）

6（11.1）

10（18.5）

検定値☨

検定値

前

後

-2.327
p=0.024
0.375
p=0.709
-0.830
p=0.411
-0.903
p=0.371

3.371
p=0.066
10.008
p=0.002
0.247
p=0.619
2.935
p=0.087

14.674
p=0.000
7.247
p=0.007
5.605
p=0.018
16.623
p=0.000

対応のある T 検定、☨χ²検定

４）子どもの健康
子どもの健康状態に関する身長、体重、カウプ指数、上腕中央部外周値、両足の浮腫、疾病罹
患状況の 6 項目について、表 24 に示す。
（１）身長
教育プログラム終了時点での統合プログラム群の子どもの平均身長は 62.7±2.3cm、母乳プログ
ラム群の子どもの平均身長は 62.4±2.3cm であり、いずれも世界保健機関の子どもの成長基準内
（乳幼児身体発育曲線中央値から SD±2 の範囲内）であった。子どもの身長において、2 群間に
差はみられなかった。
（２）体重
教育プログラム終了時点での統合プログラム群の子どもの平均体重は 6.8±0.8kg、母乳プログ
ラム群の子どもの平均体重は 6.7±0.8kg であり、子どもの成長基準内（乳幼児身体発育曲線中央
値から SD±2 の範囲内）であった。子どもの体重において、2 群間に差はみられなかった。
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表 24

子どもの健康状態
統合プログラム群
（n=61）

項目

母乳プログラム群
（n=60）

検定値

身長 （M±SD、範囲）☨

62.7±2.3
（58.0-69.0）

62.4±2.3
（57.0-68.0）

0.685
p=0.495

体重 （M±SD、範囲）☨

6.8±0.8
（5.4-8.4）

6.7±0.8
（5.0-9.7）

0.279
p=0.781

17.2±1.5
（13.6-19.9）

17.2±1.6
（14.1-20.9）

-0.047
p=0.962

3（ 4.9）
54（88.5）
4（ 6.5）

4（ 6.7）
51（85.0）
5（ 8.3）

1.318
p=0.517

14.2±0.9
（11.5-16.0）

14.4±1.2
（12.0-19.0）

-1.056
p=0.293

55（90.2）
4（ 6.6）

55（91.7）
4（ 6.7）

カウプ指数 （M±SD、範囲）☨
体格 （人数・%）

痩せ気味
標準
太り気味

上腕中央部外周値 （M±SD、範囲）☨
栄養状態 （人数・%）

正常
軽度栄養失調
中等度栄養失調

両足の浮腫（人数・%）

0.325
p=0.850

2（ 3.3）

1（ 1.7）

あり
なし

4（ 6.6）
57（93.4）

5 （8.3）
55（91.7）

0.139
p=0.710

あり
なし
あり
なし
あり
なし

15（24.6）
46（75.4）
9（14.8）
52（85.2）
45（73.8）
16（26.2）

20（33.3）
40（66.7）
3（ 5.0）
57（95.0）
42（70.0）
18（30.0）

1.125
p=0.289
3.221
p=0.073
0.213
p=0.645

疾病罹患状況
下痢 （人数・%）
マラリア （人数・%）
他の疾患 （人数・%）
χ²検定、☨2 標本の T 検定

（３）カウプ指数
子どもの身長と体重からカウプ指数を算出し、栄養失調のリスクアセスメントを行った結果、
統合プログラム群 17.2±1.5、母乳プログラム群 17.2±1.6 であった。カウプ指数の基準をもとに
子どもの体格を分析した結果、両群とも標準的な体格の子どもが全体の 9 割近くを占め 2 群間に
差はなかった。しかし、統合プログラム群では「やせ気味」3 名（4.9%）
、
「太り気味」4 名（6.5%）
の子どもがおり、母乳プログラム群では「やせ気味」4 名（6.7%）、
「太り気味」5 名（8.3%）であ
った。研究者が母子健康手帳に記載された成長曲線の経過を個別にアセスメントした結果、身体
発育曲線中央値からの標準偏差が±2 以内の範囲内であっても、3 ヶ月以上継続して体重増加が認
められない、体重減少がみられる、体重の増減を繰り返すなどの栄養失調リスクが確認できた子
どもの割合は、統合プログラム群 2 名（3.3%）、母乳プログラム群 4 名（6.7%）であった。
（４）上腕中央部外周値
教育プログラム終了時点での上腕中央部外周の平均値は、統合プログラム群 14.2±0.9、母乳プ
ログラム群 14.4±1.2 であり、2 群間に有意な差はみられなかった。上腕中央部外周値の基準をも
とに子どもの栄養失調状態を判定した結果、約 10%の子どもが軽度あるいは中等度栄養失調の状
態にあり、2 群間に有意差はみられなかった。
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（５）両足の浮腫
教育プログラム終了時点での両足の浮腫ついては、統合プログラム群 4 名（6.7%）と母乳プロ
グラム群 5 名（8.3%）の子どもに軽度浮腫が確認されたが、2 群間に有意な差はみられなかった。
（６）疾病罹患状況
下痢やマラリア、他の疾患の罹患状況については、2 群間で有意な差は認められなかった。
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第Ⅵ章

考察

本研究では、看護師が母親を対象に統合プログラムおよび母乳プログラムを継続的に実施し、
教育プログラムの効果を 2 群比較により検証した。本章では、教育プログラムによって得られた
結果についての考察を述べる。

１．教育プログラムによる効果
１）哺育知識の向上
（１）母親への効果
教育プログラムの実施により、統合プログラム群では母乳哺育に関する知識（以下、母乳知識）
および離乳期の哺育に関する知識（以下、離乳知識）が有意に高まり、母乳プログラム群では母
乳知識の向上がみられた。母乳プログラム群の離乳知識に変化はみられなかったが、統合プログ
ラムの目標である母乳知識と離乳知識の習得と母乳プログラムの母乳知識の習得という目標は、
いずれも達成され教育プログラムの効果が認められた。
母乳プログラム群の離乳知識に変化がみられなかった要因としては、実施した教育プログラム
の内容が関係していると考えられる。しかし、母乳プログラム群では経産婦が全体の約 6 割を占
めており、出産や育児を経験している母親の割合が多かったにも関わらず、教育プログラム前後
のいずれの時期においても離乳知識得点は低く、対象地域では多くの母親が補完食の開始時期や
実施方法に関する知識や技術を有していない可能性が考えられる。しかし、離乳知識の不足は補
完食の早期開始や栄養失調のリスク、多様性の乏しい食習慣の形成につながることが明らかにさ
れており（Chezem, Friesen, & Boettcher, 2003; Saloojee, De Maayer, Garenne, & Kahn, 2007; Shi and
Zangu, 2011; Thulier and Mercer, 2009; Vaahtera et al., 2001）、本研究結果が示す母乳プログラム群の
離乳知識不足は、乳幼児の食と栄養に対する母親の哺育行動に影響を及ぼし、将来子どもが栄養
失調を発症するリスク要因となる可能性が高い。
これまでの研究では、離乳教育により母親の知識が向上し、補完食の摂取回数の増加や動物性
蛋白質の摂取量増加、身長や体重の増加、感染症罹患率や乳幼児死亡率の低下が報告されている
（Bhandari et al., 2001, 2004; Guldan et al., 2000; Hotz & Gibson, 2005; Imdad et al, 2011; Kilaru et al.,
2005; Li et al., 2007; Penny et al., 2005; Roy et al., 2005; Santos et al., 2001）。また、母親が離乳知識を
習得し実践することで、その地域に代々継承されている誤った伝統的慣習を変えるための手段と
なることが明らかにされており（Guldan et al., 2000; Shi and Zhang, 2011; Wang, Wang, & Shi, 2001）、
母乳哺育に関する教育だけでなく離乳期の哺育に関する教育を継続的に実施することは、子ども
の栄養改善や健康増進に向けた重要なアプローチになると考える。
これまで哺育知識に影響する要因として母親の教育歴や識字状況が指摘されており、教育レベ
ルの低い母親ほど補完食を早期に開始する傾向にあり、また病気時に水分や食事を十分に与えな
いなどの不適切な行動につながることが報告されている（Abuya, Ciera, & Kamani-Murage, 2012;
Agedew et al., 2014; Kamudoni et al., 2015; Kerr, Berti, & Chirwa, 2007; Kerr et al., 2008; Kuchenbercker
et al., 2012; Ostergaard & Bula, 2010; Sika-bright, 2010）。しかし、本研究結果では母親の哺育知識と
教育歴の間に明らかな関係性は認められず、教育年数の短いあるいは教育を受けた経験のない母
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親であっても、教育プログラムの参加を通して哺育知識が向上し、生後 6 ヶ月を迎えるまで完全
母乳哺育を継続できる可能性が示された。また、両群とも教育プログラム前の母乳知識と出産経
験に関係がみられたものの、教育プログラム後に関連はみられず、哺育知識の向上に教育歴や出
産経験が必ずしも影響するわけではないことが明らかとなった。このことは母親が必要な時に必
要な情報にアクセスできるよう適切な時期に母乳教育と離乳教育の機会を確保することができれ
ば、教育歴や出産経験に関係なく適切な哺育行動を習得することは可能であることを示唆してい
る。しかし、母乳教育が適切に行われていない中で離乳教育を導入することは、補完食の早期開
始につながる可能性が指摘されており（Kerr, Berti, & Chirwa, 2007）、母乳教育を基盤としながら
離乳教育を段階的に導入する統合プログラムを継続的に実施することの意義は大きいと考える。

（２）看護師への効果
母子保健サービスの現場では、多くの看護師により母乳教育が提供されている。しかし、母子
の栄養改善や健康増進にむけた栄養教育や栄養アセスメントは、基本的な看護ケアであるが、そ
の優先度は低く軽視されている傾向にある。近年、多くの国や地域において、看護師の栄養に関
する知識やアセスメント能力の不足、栄養ケアの優先度が低いことにより適切な看護サービスが
提供されていない現状が課題となっている（Bouetti et al., 2013; Hamer et al., 2003; Kobe, 2006;
Kruseman et al., 2015; Mowe et al., 2006, 2008）。その要因として、栄養に対する看護師の関心や意識
が低いこと、栄養ケアは栄養士の役割であり看護ケアとして認識されていないことなどが報告さ
れており（Fletcher & Carey, 2011; Kobe, 2006; Kondrup et al., 2002; Kowanko、Simon, &Wood, 1999;
Soderhamn & Soderhamn, 2008）
、子どもの食と栄養に対する看護師の関心を引き出し、栄養ケアに
対する意識を向上することが必要となる。
マラウイで離乳教育の普及が遅れている背景には、このような看護師側の要因も関係している
と考えられ、母乳哺育だけでなく離乳期の哺育に対する関心を高め、適切な知識や技術を習得す
るため研修を実施した。研修を修了した看護師の多くが、母子手帳の成長曲線を活用した栄養ア
セスメントを行うようになり、また子どもの健康を母親が管理できるよう成長曲線のアセスメン
ト方法を母親に指導する姿がみられるようになった。このような行動は、特に統合プログラム群
の看護師の間でみられており、研修を通して母乳哺育や離乳期の哺育に関する知識や技術を習得
し、哺育プロセスを包括的に捉えることにより、食と栄養に対する看護師の意識やケア行動の変
容につながったのではないかと考える。

（３）離乳教育の早期導入の効果
WHO/UNICEF は、乳幼児の栄養に関する行動目標のひとつとして生後 6 ヶ月を迎えるまでの完
全母乳哺育を推奨しており、補完食の開始時期としては生後 6 ヶ月頃を目安としている（WHO &
UNICEF, 2003）。これは、子どもの成長発達の過程において、母乳だけのカロリーでは必要エネル
ギーを摂取できなくなるため、生後 6 ヶ月前後を目安に母乳に加えて補完食を開始するという栄
養面からの意味づけと固形食を座位で与えることができ咀嚼・嚥下が可能となる発達面からの意
味づけによるものである（堺, 2009）。そのため、離乳教育を実施する際は画一的な指導を行うの
ではなく、母子を取りまく環境やニーズをもとに子どもの個別性にあわせた支援が必要であり、
母親が必要な時期に必要とする情報にアクセスでき、その情報を理解し、活用するための実践力
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を習得できるよう継続的に関わることが求められている。
現在、多くの母親が早期に補完食を開始する状況にある一方、多くの国や地域では離乳教育の
ほとんどが生後 6 ヶ月以降にしか実施されておらず、必ずしも母親のニーズや哺育事情にあわせ
て実施されているわけではない状況にある。堤（2009）は、母親が補完食を円滑に開始するため
の準備として、生後 3～4 ヶ月頃に母乳教育ととともに離乳教育の機会を設け、離乳の意義や開始
時期、栄養価の高い補完食レシピなどの知識やスキルを段階的に習得できるよう支援することの
重要性を指摘している。しかし、これまで生後 6 ヶ月以前に離乳教育を導入した研究はなく、離
乳教育の効果的な導入時期についての見解は得られていない。
マラウイでは、母親の半数が生後 3～4 ヶ月頃に補完食を開始しており、多くの母親にとってこ
の時期は補完食開始について悩み、選択する段階である可能性が考えられる。母親が、早期に補
完食を開始する要因として母乳不足感が関係しており（Kerr, Berti, & Chirwa, 2007）、母親が不安
を感じるこの時期に母乳教育を基盤に離乳教育を早期導入することで、母親に適切な情報を提供
し継続的な支援を行うことは、完全母乳哺育を継続するための自信やコントロール感を身につけ
るだけでなく、離乳に対する準備性を獲得することにつながると考えられる。つまり、適切な時
期に適切な情報にアクセスできるよう母親の学習環境を支援することは、母親が授乳プロセスだ
けでなく離乳プロセスを含む一連の哺育プロセスの把握を促し、離乳に対する漠然とした不安や
悩みの解消や哺育への自信や適切な哺育行動の実践につながると考えられる。しかし、この国で
は、多くの母親が保健サービスへのアクセスや情報へのアクセスが限定される生活環境の中で暮
らしており、子どもが生後 6 ヶ月を迎えてから離乳教育を行うのでは母親が必要な時に必要な情
報や知識を入手できない可能性は極めて高い。そのため、生後 6 ヶ月を迎えるまでの時期に母親
が定期的に参加する乳幼児健診の場を利用し、離乳期の哺育に関する学習機会を設けることは子
どもの個別性にあわせた補完食の円滑な導入につながる可能性は大きい。
本研究では、このようなマラウイの状況をふまえたうえで母乳教育を基盤にしながら生後 3 ヶ
月目に離乳教育を導入した結果、統合プログラム群では母乳プログラム群に比べ生後 6 ヶ月を迎
えるまで完全母乳哺育を継続する割合が高いという結果が得られた。また、完全母乳哺育の継続
期間だけでなく、生後 6 ヶ月を迎えるまでに補完食を開始している場合でも、統合プログラム群
のほうが適切な補完食を提供していることが明らかとなった。一般的な見解としては、離乳教育
を導入する統合プログラム群の方が補完食を開始する割合は高く、母乳教育のみを実施する母乳
プログラム群の方が完全母乳哺育を継続する割合が高いと想定されるが、本研究結果では異なる
結果となった。その要因としては、統合プログラムを通して母親が適切な時期に適切な情報や知
識にアクセスできるよう継続的な支援を行うことで、母親が授乳と離乳に関する哺育プロセスの
全体像の把握につながり、漠然とした不安や悩みの解消だけでなく完全母乳哺育を継続すること
への自信につながったと考えられる。実際に、教育プログラム前後で母親の意思決定力に変化が
みられたことからも離乳教育を早期に導入することは、哺育行動に対する母親のヘルスリテラシ
ーを高める要因につながっている可能性が考えられる。
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２）哺育態度の高まり
（１）母乳哺育自己効力感の高まり
母乳哺育自己効力感の得点が高い母親は、母乳哺育の継続期間が長い傾向にあり、得点は産後
の母乳哺育行動が習熟するにつれて高まることが明らかとなっている（Dennis, 2003）
。本研究結
果でも、統合プログラム群および母乳プログラム群の母親の母乳哺育自己効力感得点は、いずれ
も教育プログラム後の得点が有意に上昇しており、2 群間に有意な差は認められなかった。また、
補完食を開始している場合も、すべての母親が補完食と共に母乳哺育を継続して与えており、教
育プログラムによる母親への適切な支援が「できる」、「できそうだ」という自信やコントロール
感につながり、母乳哺育に対する母親の肯定的な態度形成につながったと考えられる。これは、
両群とも母乳教育を 6 ヶ月間継続して実施しており、毎月 1 回定期的に母乳哺育に関する学習機
会が確保されていたことの効果と考えられる。
しかし、
「授乳時の子どもの啼泣」に対する母親の自己効力感については、両群とも教育プログ
ラム前後の得点に有意な差は認められなかった。先行研究では、子どもの啼泣が母親の母乳不足
感を増強し、補完食の早期開始の要因につながる可能性が示されており、母乳教育において子ど
もの啼泣時の適切な対処法に重点を置いた指導が求められる。
社会認知理論では、「できる感覚」を高めるためには「観察学習」
、「参加型学習」、
「成功体験」
が重要になるとされている（Bandura, 1977）
。そこで、本研究で実施した教育プログラムを通して
母親の母乳哺育自己効力感がどのように高まったのかについて考察する。

（２）人間関係を基盤とした学習環境づくり
マラウイの多くの医療現場では、患者とのコミュニケーション不足や患者を怒鳴る、叩くなど
の看護師の態度や言動が、患者の受療行動の遅れや提供されるケアの質に影響することが報告さ
れている（Kumbani, Bjune, Chirwa, & Odland., 2013）。このような背景には、この国の看護教育が
医学モデルを中心とした身体的側面の理解や技術の習得を優先した教育内容であり、患者のニー
ズにあわせたケアの重要性に関する教育が十分行われていないことが考えられる。また、研究者
のフィールド経験からも、医療者と患者の力関係の不均衡が情報伝達やコミュニケーション、患
者の意思決定に影響していると考えられる。
本研究では、カウンセリング法を習得した看護師による対話中心の教育セッションを通して、
多くの母親が看護師に支持され、受容されていると感じられる雰囲気の中で、自分の思いに耳を
傾け適切なアドバイスをくれる看護師の存在や母乳分泌を保証してもらえる安心感は母乳哺育を
続ける自信につながったと考えられる。このような看護師による助言や励ましは、多くの母親に
とって自分はできるというコントロール感の獲得や精神的・情緒的支援につながり、母乳哺育に
対する肯定的な態度の形成につながったと考えられる。先行研究でも、母親が母乳不足感を感じ
ている時に看護師が支援し、母乳分泌を保証することは、母乳哺育に対する母親の自己効力感を
高め、母乳哺育の継続期間の延長に影響することが報告されており（Blyth et al., 2002; Chezem,
Friese, & Boettcher, 2003; Dennis,1999; 中田, 2008; Thulier and Mercer, 2009）
、母親と看護師の相互関
係の促進が良好な人間関係を生み出し、母親の自己効力感を高めた可能性は大きい。
また、本研究結果では、母乳哺育自己効力感と医療者への信頼や保健行動の間に関連があるこ
とが明らかとなり、看護師への信頼が高い母親ほど母乳哺育自己効力感が高いという結果が得ら
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れた。このことは、母親が教育プログラムに参加し、看護師とのコミュニケーションを重ねるこ
とで信頼感やつながりを意識するようになり、完全母乳哺育の継続に向けた動機づけになったと
考えられる。人対人の直接的コミュニケーションは健康意識を高め、健康行動につながる重要な
要因であることが明らかにされており（Dutta-Bergman & Mohan, 2005）、このような母親と看護師
の人間関係を基盤とした学習環境が、哺育意識を高め母乳哺育自己効力感や意思決定力の向上に
寄与したのではないかと考える。
さらに、個人教育と集団教育を併用した教育方法やピアグループによる教育の効果が明らかに
されており、これらの教育手法の活用により完全母乳哺育の継続や母乳哺育の継続が報告されて
いる（Anderson, Damio, Young, Chapman, & Perez-Escamilla, 2005; Chapman et al., 2010; Dearden et al.,
2002; Haroon et al., 2013 堺, 2009; 森本ら, 2015）。本研究でも、看護師による個人教育と 1 グルー
プ 10 名程度のグループ教育を組み合わせながら母親同士が経験を共有することで仲間意識が形
成され、同じ課題や境遇にある母親同士が互いに影響を受け、母乳哺育に対する自信やモチベー
ションの維持につながったのではないかと考える。
しかし、母乳プログラム群では、母親の自己効力感が向上しても、生後 6 ヶ月を迎えるまで完
全母乳哺育を継続する割合は統合プログラム群に比べ低かったことから、哺育プロセスにおける
母親の心理的変化や学習ニーズの変化に対応した教育プログラムの内容を検討することの重要性
が明らかとなった。

３）哺育行動の習得
（１）完全母乳哺育の継続と適切な補完食の提供
本研究結果では、子どもが生後 6 ヶ月を迎えるまで完全母乳哺育を継続できた母親の割合は、
統合プログラム群 58 名（95%）と母乳プログラム群 48 名（80%）であり、統合プログラム群の母
親ほうが完全母乳哺育を継続する割合が高い結果となった。一方、補完食の開始状況については、
統合プログラム群の母親 3 名（5%）と母乳プログラム群の母親 12 名（20%）が生後 3～5 ヶ月目
に補完食を開始しており 2 群間に有意な差がみられた。母乳プログラム群の母親ほうが、補完食
を早期に開始する傾向がみられたことから、実施した教育プログラムの内容が母親の哺育行動に
影響していると考えられる。本研究結果は、マラウイの先行研究で得られた結果に比べ両群とも
完全母乳哺育の継続率は高く（Kerr, Berti, & Chirwa, 2007）、母乳教育を継続的に実施できれば完
全母乳哺育期間の延長することは可能であることを示していると考える。しかし、同条件下の研
究ではないため、検証を重ねることで完全母乳哺育の継続に影響する要因を検証することが求め
られる。
補完食の実施状況については、統合プログラム群と母乳プログラム群の間で補完食の内容や回
数に明らかな相違がみられた。離乳教育を行っていない母乳プログラム群では、補完食を開始し
ていた 12 名の母親全員がメイズやダイズなどの単一食材を使用した栄養価の低いお粥を子ども
に与えており、中には生後 3～5 ヶ月の子どもに大人とように 1 日 3 回の補完食を与える、あるい
は補完食を与えているため母乳回数を減らすなどの誤った方法をとる母親もいた。一方、統合プ
ログラム群では、補完食を開始していた母親 3 名が与えていた補完食はメイズやダイズをベース
に卵、ピーナッツ粉、緑黄野菜などの地元で入手できる複数食材を活用した栄養価のある食事で
あり、統合プログラムでの学びを日常生活で実践していることが確認された。
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マラウイでは、生活環境や家庭事情により完全母乳哺育を継続できない母親がそれに代わる哺
育方法についての知識や技術がない場合、子どもが離乳期に入り補完食が必要な段階になっても、
いつ何をどのようにどうやって提供すればよいのかわからず、結果として過去の経験や地域の伝
統的慣習に頼った不適切な哺育行動が継承されることが指摘されている（Johansson et al., 2011）。
完全母乳哺育を可能な限り 6 ヶ月間継続することは、子どもの栄養改善や栄養失調の予防におい
て重要な哺育行動であり、それを実施できるよう支援することが母子保健サービスに求められる。
しかし、そのことに固執するあまり完全母乳哺育を継続できない母子のニーズを軽視し、母乳教
育のみを提供したとしても潜在する子どもの栄養失調を改善することにはつながらない。正しい
情報や知識、技術を伝えるだけでなく、子どもの哺育に対して母親の自由な選択を保障すること
も教育の重要な役割のひとつと考える。

（２）哺育行動への波及効果
①

離乳期の哺育に関する歌やドラマの制作と普及
マラウイの母子保健サービス現場では、母親の興味や関心を引き出し、理解を促すための手段

として歌や踊り、ドラマを用いた教育が広く普及しており、母乳教育でも母乳哺育のメリットや
授乳姿勢、母乳継続の重要性など多様なテーマに合わせた歌やドラマを活用した健康教育が行わ
れている（Johansson et al., 2011）。
この国では、人が集まるところに必ず歌や踊りが存在する。教会や集会所、水汲み場をはじめ
生活の場の至る所では、いつも人々の力強い歌声や重層なハーモニーが聞こえ、歌や踊り、ドラ
マは生活の一部であり、娯楽であり、地域の豊かな文化を象徴している。日常生活から社会活動
の様々な場面で用いられる音楽や演劇は、文字が読めない書けない人を含めそこで生活するすべ
ての人々が社会の一員としてネットワークを構築し、団結するための手段として、また生活にお
ける精神的拠り所として重要な社会的意味をもつと考えられる。
本研究では、統合プログラムに参加していた母親たちが、これまで母子保健サービス現場には
離乳期の哺育に関する歌やドラマがないことに気づいたことがきっかけとなり、補完食をテーマ
とした歌とドラマを制作するという活動につながった。活動に参加した母親たちは、母親の目線
で歌やドラマで伝えるメッセージをひとつひとつ丁寧に吟味し、看護師を巻き込みながら話し合
いを重ね制作活動を進めていった。このような母親の主体的な活動により制作された歌やドラマ
は、本研究の教育セッションだけで使用されるのではなく、乳幼児健診を受診する多くの母親や
母親の住む村でも使用されるようになり、教育プログラムを通して子どもの栄養改善に向けた食
と栄養に関する啓発活動が地域に普及するきっかけにつながった。子どもの健康にむけた歌とド
ラマを他の母親にも伝えようと懸命に練習を重ねる母親たちの姿は、まさに住民参加型のヘルス
プロモーション活動と言える。活動に参加した母親からは、
「自分たちの力で新しいものを生み出
すことの楽しさややりがいを感じる」という感想が聞かれ、活動の企画から実施、評価への母親
の主体的な参加を通して、地域の子どもの健康問題を解決するための啓発活動につながったこと
の意義は大きい。
このような母親の主体的な活動には、母親と看護師間の信頼を基盤とした良好な人間関係の構
築や母親同士の仲間意識の形成が大きく関係している。このような母親の活動は、いずれも統合
プログラム群の中で発生しており、このようなグループでは母親だけでなく、看護師自身も母親
61

と共に楽しむ姿がみられ、相互理解を通して母親と看護師が一体となり学習環境を創りあげてい
る様子がみられた。このような人と人の良好な関係が、双方のエンパワーメントにつながり、母
親の主体的な活動を生み出す原動力になったのではないかと考える。
②

栄養価の高い作物の栽培
マラウイでは、栄養価の高い補完食を提供するための食材は地元で入手可能であり、貧困や飢

餓による食糧不足が原因で子どもに適切な食事が提供できない訳ではなく（Hotz & Gibson, 2005;
Johansson et al., 2011; Kuchenbecker et al., 2012；Mtimuni, 2008）。多くの場合、どの食材が栄養価の
高い食べ物なのか、どのようにその食材を活用すればよいのか、どの作物を栽培すればよいのか
といった実践的な知識や技術の不足が、多様性の乏しい食習慣や栄養価の低い食事の提供につな
がり、子どもの栄養失調を引き起こす要因となることが指摘されている（Johansson et al., 2011）。
そのため、統合プログラム群では、教育プログラムを通して単に母乳哺育や離乳期の哺育に関
する知識や補完食の実施方法を学習するのではなく、地元で安価に入手できる食材を活用するた
めの方法や栄養価の高い作物を家庭菜園で栽培する方法など、母親が各家庭の日常生活において
活用できるよう農業普及員の協力を得ながら生活面へのアプローチを行うことにした。その結果、
統合プログラム群では教育プログラム後にダイズやピーナッツをはじめとする栄養価の高い作物
を栽培する世帯が増加するという結果につながった。このことは、母親とともに生活の視点から
子どもの食と栄養を捉え、様々な健康上のあるいは生活上の情報を提供し、持続的な食料システ
ムについて考えることで母親の関心を高め、哺育行動につながるこのような積極的な取り組みに
つながったのではないかと考える。
ヘルスプロモーション活動は、人々の健康課題を共有し、解決し、共に推進することに焦点が
置かれ、そのためには人々の協働が不可欠な要素とされている。これまでの様々な保健プログラ
ムや保健活動は、おもに保健分野の関係者が中心となり実施されるものが多い状況にあった。し
かし、本研究では看護師を中心に教育プログラムを実施するなかで、農業普及員とも連携を図り
ながら、農業普及員の持つ豊富なフィールド経験を生かした生活アプローチの視点を取り入れる
ことで、子どもの食と栄養に対する母親や看護師の関心や学習意欲の向上につながったと考えら
れる。

４）子どもの健康維持
子どもの健康状態に関する評価指標として、身長、体重、カウプ指数、上腕中央部外周値、両
足の浮腫、過去の疾病罹患状況の 6 項目および母子手帳の成長曲線に記載されている成長記録の
経過を総合的に評価した。その結果、身長、体重、カウプ指数、上腕中央部外周値、浮腫、疾病
罹患状況のいずれの項目においても、統合プログラム群と母乳プログラム群の間に明らかな有意
差は認められず、両群とも 9 割の子どもが人生最初の 6 ヶ月間を健康で過ごしていることが明ら
かとなった。
子どもの健康に関して 2 群間で差がみられなかったことに対し、なぜ 2 群間で差がみられなか
ったのか、教育プログラム実施期間は妥当だったかについて検討する。
2 群間に差がみられなかった要因については、マラウイの先行研究では生後 3～4 ヶ月目に補完
食を開始することにより生後 6 ヶ月を迎えるまでに子どもの体重が減少することが明らかにされ
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ている。また、生後 6 ヶ月未満児の 17%がすでに栄養不足であるという結果も報告されており、
母乳教育のみを実施する母乳プログラム群では先行研究と同様の結果が得られると想定した。し
かし、本研究結果では母乳プログラム群でも生後 6 ヶ月を迎えるまでの完全母乳哺育継続率は
80%であり、これまでの結果に比べ完全母乳哺育の継続率は高く、先行研究と異なる結果が得ら
れたことが 2 群間で子どもの健康格差がみられなかった要因と考える。しかし、このことはマラ
ウイの母子保健サービス現場では必ずしも効果的な母乳教育が実施されていない可能性が考えら
れる。本研究で実施した母乳プログラムでは、出生後から完全母乳哺育が奨励される 6 ヶ月の間、
毎月継続的に母乳教育を実施しており、母乳教育だけであっても確実に実施することができれば、
生後 6 ヶ月を迎えるまで完全母乳哺育を継続できる可能性が十分あることを示していると言える。
マラウイの母子保健サービス現場に、離乳教育を普及させることは重要であるが、そのための人
材育成や保健システムの整備に時間を要することが想定される。本研究の母乳プログラムで得ら
れた結果は、離乳教育が現場に普及するまでの間の代替法としても母乳教育を継続的に実施する
ことの意義は大きいことを示している。
次に、教育プログラム実施期間が 6 ヶ月であることの妥当性については、先行研究において生
後 6 ヶ月以前に離乳教育を開始した教育プログラムの効果を検証した研究はなく、母乳哺育とと
もに離乳教育を早期導入することによる子どもの健康への影響に関するデータの蓄積がないこと
が挙げられる。そのため、本研究を実施することで哺育行動への影響や生後 6 ヶ月を迎えるまで
の子どもの健康に関するデータの収集が可能となり、母乳教育を基盤とした離乳教育の早期導入
についての新しい示唆が得られる可能性が考えられた。以上のことから、本研究結果では子ども
の健康に関して 2 群間で差は認められなかったが、本研究において教育プログラムを 6 ヶ月間に
設定したことは妥当と考える。しかし、マラウイでは栄養失調の発症リスクが生後 6 ヶ月を境に
高まる傾向にあるため（NSO and IFC Macro, 2011）、引き続き追跡調査を行い子どもの健康に対す
る教育プログラムの効果を検証する必要がある。
しかし、本研究結果から子どもの健康に関して、以下のような現状や課題が明らかとなった。
子どもの身長と体重については、両群とも世界保健機関の子どもの成長基準（乳幼児身体発育曲
線中央値から SD±2）の標準範囲内であり、子どもの「やせ・肥満」を表す指標であるカウプ指
数は標準的な体格の子どもが 86.8%を占めていた。しかし、肥満リスクを示す「太り気味」の子
どもの割合は 7.4%、「やせ気味」の子どもの割合は 5.8%であり、栄養失調のリスクとともに栄養
過多のリスクを抱えた子どもがいることが明らかとなった。子どもの体重過多や肥満は、慢性的
な栄養不足が原因で発症し、将来の生活習慣病の発症リスクを高める要因となることが明らかと
なっており、栄養不足の改善は重要な課題と言える。これまでマラウイでは、子どもの栄養改善
において食事回数や摂取量の増加が優先事項であり、いかにして食事摂取量を確保するかが重要
な課題とされてきた。しかし、近年マラウイでも、都市部を中心にファーストフード店が増加傾
向にあり人々の食生活に変化がみられ、高血圧や糖尿病の罹患率増加が新たな健康課題となって
いる。このことからも乳幼児の食と栄養に関する教育においては、食事摂取量の増加だけでなく、
食生活の質を考慮した指導が重要であり、幼少期に健康的な食生活習慣の基盤を確立するために
も適切な時期に適切な補完食を導入することの意義は大きいと考える。
また、栄養失調アセスメントに用いられる上腕中央部外周値の結果からは、統合プログラム群
4 名（6.6%）と母乳プログラム群 4 名（6.7%）の子どもが軽度栄養失調であり、統合プログラム
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群 2 名（3.3%）と母乳プログラム群 1 名（1.7%）の子どもが中等度栄養失調の状態にあり、いず
れも約 10%の子どもがすでに栄養失調を抱えていることがわかった。マラウイでは、生後 6 ヶ月
未満の子どもの 17%が栄養失調状態にあることが報告されており（NSO and IFC Macro, 2011）、本
研究結果は先行研究よりも割合は低いが、楽観できる状況ではない。さらに、子どもの成長基準
範囲内であっても、3 ヶ月以上継続して体重の増加が認められない、著しい体重減少がみられる、
体重の増減を繰り返すなどの栄養失調リスクの兆候を示す子どもは、統合プログラム群 2 名
（3.3%）、母乳プログラム群 4 名（6.7%）であった。現時点では、これらの子どもたちは成長基準
範囲内で経過しており栄養失調ではないが、今後の経過についての十分な観察が必要である。ま
た、2 群間に健康上の格差はみられなかったが、離乳期の哺育に関する知識や技術の不足が考え
られる母乳プログラム群では、統合プログラム群に比べ将来的に栄養失調のリスクを抱える可能
性は高いことが予想される。そのため、母乳プログラム群でも継続的な学習機会を提供し、フォ
ローアップすることが求められる。

２．教育プログラムの継続的実施に向けた課題と提案
健康教育の目的は、個人や家族、地域の健康問題を解決するための必要な知識を習得し、必要
な意思決定が行え、そして直面している課題に積極的に取り組むための実践力が身につけられる
よう学習支援を行うものである（吉田、1994）。つまり、健康教育は人々が自らの力で健康を築き、
その健康を生活の資源としながら健康的な生活を実現できるよう学習環境支援を行うものと考え
られる。効果的な健康教育を行うためには、学習の場における指導者と学習者の立場が対等であ
ること、双方向のコミュニケーションにおいて学習者が主体であること、また学習者同士の相互
関係を積極的に活用することが重要とされている（吉田, 1994, 2002）。そのため、教育者は話し上
手ではなく聞き上手であること、学習者の意思決定に役立つ健康情報をわかりやすく伝えること
のできるヘルスコミュニケーション力を習得することが求められている。
本研究では対話を中心とした教育セッションのなかで母親のニーズに基づく健康情報を提供し、
適切な理解や選択につながるよう継続的な支援を行うことで、母親と看護師間の相互理解の高ま
りや母親同士の仲間意識の形成を通して母親の哺育知識や態度、行動変容につながる結果が得ら
れた。また、統合プログラム群では、教育プログラムを通して地域の健康課題解決にむけた意識
化につながり、母親個人のエンパワーメントから地域のエンパワーメントにむけた活動に発展す
るきっかけとなった。そこで、教育プログラムを実施した看護師や参加した母親の意見や感想を
ふまえながら、本研究で実施した教育プログラムを振り返り、効果的な統合プログラムの実施に
むけた提案を行う。
１）教育の質の確保
現在、母乳教育は、この国の母子保健サービス現場に普及しており、多くの看護師が適切な知
識や技術を習得していると考えられる。しかし、離乳期の哺育や乳幼児の食と栄養に関する知識
や技術は、必ずしも十分であるとは言えない。本研究では、統合プログラム群の看護師への研修
を実施した後に、知識や技術の定着を確認するため、各保健センターを巡回し定期的なフォロー
アップや現場指導を行い、看護師が自信を持って離乳期の哺育に関する教育を実施できるよう、
また看護師の能力差による教育プログラムの質を可能な限り統一できるよう研究者と県病院看護
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師がスーパーバイズを行った。定期的なスーパーバイズをうけた看護師からは、教育プログラム
を実施するうえでの自信やモチベーションの維持につながったという意見やスーパーバイズを通
して練習を積み重ねることでパフォーマンスの向上につながったと評価する声が聞かれた。また、
看護師自身がスーパーバイズをうけることで、その人の潜在力を引き出せるような支援を行うこ
との重要性に気付くことができたと語る看護師もおり、現場での指導や上司による支援体制を構
築することの重要性が明らかとなった。
現在、マラウイではこのような現場指導や上司からの支援的なスーパーバイズの機会はほとん
どなく、現場で働くスタッフのパフォーマンス評価や実施された保健活動に対する評価は行われ
ていない。このことは、統合プログラムを継続的に実施するうえでの課題の一つになると考えら
れる。そのため、保健センターを統括する県病院による現場指導やパフォーマンス評価の体制構
築が求められる。保健省や県病院関係者による定期的な現場のスーパーバイズは、スタッフのモ
チベーション維持やパフォーマンス改善につながるだけでなく、関係者にとっても現場の状況や
課題の発見につながると考えられる。
このように、統合プログラムの効果的な実施に向けて県病院の協力は不可欠であり、現場の支
援体制を整えるだけでなく、関係者にも子どもの食と栄養に対する意識の向上や統合プログラム
に対する理解を促すための取り組みが求められる。
２）地域への普及
マラウイでは、乳幼児健診の受診率が高く、多くの母親が身体計測や予防接種を受けるため毎
月定期的に母子保健サービスに参加している。しかし、予防接種が完了する 9～12 ヶ月頃を境に
乳幼児健診への参加率が低下する傾向にあり、保健センターにおける施設での教育活動だけでは
継続的な学習機会を提供することは困難になると考えられる。教育プログラムに参加した看護師
からも、保健センターでの乳幼児健診の場を利用した教育だけでは十分でないという意見が聞か
れており、母親が保健センターでの乳幼児健診に参加する期間中は継続的な支援ができたとして
も、看護師だけではその後のフォローアップができないことが指摘された。子どもの栄養失調が
生後 6 ヶ月を境に増加する傾向にあるこの国において、6 ヶ月以降のフォローアップをどのよう
に実施できるかはひとつの課題であり、看護師の力だけで統合プログラムを継続することはでき
ない。そこで、母親がアクセスできる学習環境を地域の中に見出し、地域で支援できる方法を検
討する必要がある。
現在、マラウイには地域レベルで活動する保健ワーカーや保健ボランティアがおり、担当地域
の村々を巡回しながらそこで暮らす人々の健康増進や生活向上に向けた保健サービスを提供して
いる。地域レベルで統合プログラムを継続的に実施するためには、保健ワーカーや保健ボランテ
ィアとの協働が必要になると考える。先行研究では、保健施設ベースの教育と家庭訪問などの地
域ベースの継続的な教育活動を並行して実施することの有効性が報告されており（Haroon et al.,
2013）、保健ワーカーや保健ボランティアなどの地域に潜在する人材と連携しながら効果的な教育
を提供することが重要と考えられる。また、トレーニングを受けた保健ワーカーやボランティア
による地域での教育活動が、2 歳未満の子どものエネルギー摂取量や食事回数の増加、多様な食
材を活用した食事の提供、さらには子どもの身長や体重の増加につながることが明らかにされて
おり（Bhandari et al., 2004; Kilaru et al., 2005; Majamanda, Maureen, Munkhondia, & Carrier, 2014;
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Penny et al., 2005; Santos et al., 2001; Shi et al., 2010; Vazir et al., 2013; Zaman, Ashraf, & Martines,
2008）、これらの人材の活用は統合プログラムを地域に普及するための有効なアプローチと考えら
れる。しかし、彼らの多くが医療や保健に関する十分な教育や研修を受けておらず、看護師のよ
うな専門的知識や技術を有しているわけではない。そのため、統合プログラムを効果的に実施す
るには、看護師を中心とした保健ワーカーやボランティア、母親グループとのネットワークを構
築し、地域の中で活動を継続できる体制を整えることが求められる。
また、子どもの栄養状態を改善するためには、健康情報や知識を普及するだけでは十分とは言
えない。子どもに栄養のある食事を与え、適切な食習慣を身につけるためには食環境を整えるこ
とも統合プログラムの重要な要素となる。各家庭における持続的な食料システムを強化するため
には、農業普及員をはじめとする他分野との連携や協働なしに成し遂げることは困難であり、分
野を超えた多様な人材とのネットワークが今後ますます必要となる。これまでマラウイではこの
ような他職種連携や分野横断型の保健サービスはほとんど行われておらず、地域レベルで統合プ
ログラムを継続的に実施することは新たな可能性を見出すきっかけにつながると考えられる。
本研究では、教育プログラムを通して母親の意思決定力が向上していることから、先行研究が
指摘する祖母の権力や伝統的慣習などの社会文化的要因の影響を強く受けていない可能性が考え
られ、完全母乳哺育の継続や適切な補完食の提供が円滑に行われたのではないかと考えられる。
そのため、統合プログラムを他の地域へ普及・拡大する場合には、これらの社会文化的要因を考
慮した統合プログラムの実施について検討する必要があり、施設内での教育や地域での継続的な
教育の場に、夫や祖母を巻き込んだ家族へのアプローチの検討が重要になると考える。

３．看護への示唆
１）統合プログラムの効果的な普及にむけた看護師の能力向上
本研究結果から、母乳教育と離乳教育を統合的に実施することで、母親の哺育知識が向上し、
母乳哺育に対する母親の自己効力感の高まりにより完全母乳哺育の継続や栄養価の高い補完食の
提供につながり、統合プログラムの効果が明らかとなった。また、離乳教育に対する母親のニー
ズは高く、母子保健サービスの中で統合プログラムを実施することの意義は大きく、地域へ普及・
拡大することが望まれる。
統合プログラムの効果的な普及に向けては、現場の看護師が離乳期の哺育や乳幼児の食と栄養
に関する実践的な知識と技術を習得し、ヘルスコミュニケーション力を高めることが必要となる。
そこで、本研究で実施した研修や教育プログラムの内容や方法が、看護基礎教育や継続教育の現
場で活用され、看護師が学習機会を確保できることが統合プログラムの普及に向けた第一歩にな
ると考える。本研究を通して離乳教育について指導できる看護師が 11 名誕生したことで、母子保
健サービスの第一線で活躍できる人的資源の確保につながったと言える。今回育成されたこれら
の看護師を活用しながら、看護師への継続教育や保健ワーカーへの研修を実施することで、国内
の人的資源の確保を行うことが期待される。

２）現場での継続的な指導体制の確立
多くの母親にとって、乳幼児健診などの健康教育の場は健康に関する情報や知識を入手するた
めの限られた学習機会の場であると言っても過言ではない。そのため、看護師は限られた機会を
66

最大限に活用し、母親の効果的な学習支援が行えるよう教育内容や方法、効果を適切に評価し、
現場のニーズや課題にあわせたより良い教育を実施することが求められる。そこで、現場の看護
師が効果的な教育指導を行えるよう、また自信を持って栄養ケアが実践できるよう支援するため
には、保健省や県病院、保健センターの上司による現場指導やパフォーマンス評価をはじめとす
る支援体制を構築することが重要となる。そのためには、本研究結果をマラウイ保健省や県病院、
看護師養成所などの関係機関や施設にフィードバックし、統合プログラムに対する理解やプログ
ラムの効果的な実施に向けた協力が得られるよう、本研究に携わった看護師と共に働きかけるこ
とが必要と考える。
３）他職種・他分野との協働
統合プログラムを地域レベルで継続的に実施するには、保健ワーカーや保健ボランティアとの
関係性やネットワークの構築、能力強化が必要となる。そこで、看護師が中心となりこれらの地
域に潜在する人材への研修を実施し、施設での教育と地域での教育を連動させながら継続的な教
育活動が実施することができれば、母親だけでなく地域住民の離乳期の哺育や乳幼児の食と栄養
に関する意識の向上、実践的知識や技術の学習機会につながる可能性は高いと考える。

４．本研究の限界
１）本研究結果は、対象地域の民族性、文化、習慣、生活環境、保健施設の規模、教育プログラ
ムの実施時期などの影響をうけている可能性がある。
２）本研究では、英語と現地語の異なる言語を使用している。そのため、調査ツールの翻訳や通
訳には細心の注意を払い行ったが、英語と現地語の理解や解釈に限界があった可能性がある。
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第Ⅶ章

結論

本研究では、看護師が母親を対象に統合プログラムおよび母乳プログラムを継続的に実施し、
教育プログラムの効果を 2 群比較により検証した。本研究結果より、以下のことが明らかとなっ
た。
1.

統合プログラム群では母乳知識と離乳知識が有意に高まり、母乳プログラム群では母乳知
識の向上がみられた。母乳プログラム群の離乳知識に変化はみられなかったが、統合プロ
グラムの目標である母乳知識と離乳知識の習得および母乳プログラムの母乳知識の習得と
いう目標は、いずれも達成されており教育プログラムの効果がみられた。

2.

両群とも経産婦が全体の約 7 割を占め、出産や育児を経験している母親の割合は高かった。
しかし、経産婦であっても離乳知識得点は低く、本研究対象地域の母親の多くが、補完食
の開始時期や実施方法など離乳期の哺育に関する適切な知識や技術を有していない可能性
が明らかとなった。そのため、母乳哺育とともに離乳期の哺育に関する学習機会の確保が
必要である。

3.

哺育知識と教育歴の間に関係性はみられず、教育年数の短いあるいは教育経験のない母親
であっても、適切な時期に母乳教育を基盤とした離乳教育の機会が確保できれば、哺育に
関する知識や技術を習得し、適切な哺育行動につなげることは可能である。

4.

統合プログラム群および母乳プログラム群で、教育プログラム前に比べ教育プログラム後
の母乳哺育自己効力感得点が有意に上昇した。

5.

両群とも教育プログラム前後の母乳哺育自己効力感と社会関係資本の間に正の相関がみら
れ、母乳哺育自己効力感得点の高い母親ほど社会関係資本得点が高かった。

6.

両群とも母乳哺育自己効力感と完全母乳哺育の継続状況の間に正の相関がみられ、母乳哺
育自己効力感得点の高い母親ほど完全母乳哺育を継続する割合が高かった。

7.

子どもが生後 6 ヶ月まで完全母乳哺育を継続できた母親の割合は、統合プログラム群が 58
名（95%）、母乳プログラム群が 48 名（80%）であり、母乳哺育と離乳期の哺育に関する教
育を実施した統合プログラム群のほうが完全母乳哺育を継続する割合が高く、2 群間で有
意な差がみられた。

8.

補完食の開始状況については、統合プログラム群の母親 3 名（5%）と母乳プログラム群の
母親 12 名（20%）が生後 3～5 ヶ月目に補完食を開始しており、2 群間で有意な差がみら
れた。母乳プログラム群のほうが補完食を早期に開始する割合が高かった。
68

9.

補完食の内容や実施状況については、補完食を開始していた統合プログラム群の母親は全
員が地元で入手できる複数食材を用いた栄養価の高い補完食を子どもに提供していたが、
母乳プログラム群ではすべての母親が単一食材を使用した栄養価の低い補完食を与えてい
た。

10. 統合プログラム群では、母親グループによる離乳期の哺育に関する歌やドラマの制作と普
及、地元の食材を活用した栄養価の高い補完食レシピの考案などの主体的な活動がみられ、
教育プログラム後にダイズやピーナッツなどの栄養価の高い作物を栽培する世帯が増加し
た。
11. 教育プログラム後の子どもの身長、体重、カウプ指数、上腕中央部外周値、両足の浮腫、
過去の疾病罹患状況の 6 項目において 2 群間の有意な差はみられず、両群とも 9 割の子ど
もが正常な発育過程にあった。しかし、約 1 割の子どもが栄養失調である可能性が明らか
となった。
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資料 1-1

統合プログラム用研修マニュアル

Breastfeeding and Complementary feeding Training Manual
Purpose of this training manual
The purpose of this training manual is to provide optimal knowledge and practical skills on
breastfeeding and complementary feeding for learners who enable to apply the principles of infant and
young child feeding and to motivate and supervise caregivers in applying to enhance exclusive
breastfeeding and promote optimal complementary feeding.

Part 1: Breastfeeding
1-1 Exclusive Breast Feeding
Exclusive breast feeding means giving a baby only breast milk as only source of nutrients until the
baby is six months old unless medically indicated. The baby should not be given any other foods or liquids,
not even water.
Why breast is best? If all babies are to be healthy and grow well, they must be breastfed. The more the
baby sucks at the breast, the more milk will be produced. Breast milk contains all the nourishment the baby
needs. It is the best food produced by the mother’s body, especially for the baby under the age of two.
Breast milk also has substances which protect the baby from getting diarrhea, ear infections or other
infectious diseases. When the mother breastfeeds and holds her baby close, she can give the baby warmth
and security as well as food. This makes the mother and the baby close and loving each other.
Breast milk comes straight from the mother to the baby and never gets too hot or cold. It is different
from the cow’s milk and formula milk because it contains a proper balance and quality of ideal nutrients for
the baby. If the mother breastfed the baby, she loses her weight put on during the pregnancy more quickly
and the womb gets small faster. Breast milk is more economical than bottle feeding which involves costs
for infant formula or cow’s milk, the bottles, teats and the fuel necessary to sterilize the equipment.

KEY MESSAGES
Benefits of exclusive breast feeding
□ Best ideal and natural food for a baby
□ Protect from infectious diseases
□ Control bleeding soon after the birth
□ Promote love between the mother and the baby
□ Maintain breast milk production
□ Delay returning of fertility and control child birth spacing
□ Cheap and readily available at the right temperature
Dangers of early introduction of other foods and liquids
□ Inadequate intake of nutrients
□ Increase a risk of getting infections such as diarrhea and ear infections
□ Increase a risk of child malnutrition
□ Increase a risk of allergies like skin rush
□ Reduce a production of breast milk
□ Reduce a contraceptive advantage
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1-2 Successful Breastfeeding
A new born baby should be put on the breast soon after the delivery or within the first hour of birth.
The baby will swallow some of the thin yellowish fluid, called “colostrum” and this will nourish the baby
until breast milk comes in. Colostrum, the baby’s first food, is needed for a new born baby and they should
not be given any other foods and liquids (eg; water, herbal medicine, juice and soup) except breast milk.
Colostrum is rich in antibody to protect against infection and allergy, contains rich in vitamin A to reduce
severity of infection and prevent eye diseases, helps intestine to mature and purgative to clear meconium
and prevent jaundice.
A mother should be comfortable when she is breastfeeding. The baby’s head and back should be
supported with her arm. The nipple and as much of the dark area around it as possible should be put into the
baby’s mouth. If the baby sucks on the nipple alone, she/he will not get enough milk and the nipple may
become sore. The mother should support and lift the breast with one hand and hold the baby close so that
the tip of her/his nose actually touches the breast lightly. The baby should feed on each breast for as long as
she/he wants. The baby should be fed whenever she/he is hungry. If the baby falls asleep before she/he has
finished feeding, the mother should flick the soles of her/his chin so that she/he sucks hard. The more the
baby suckles, the more milk is produced. The breasts are never really empty. If the mother who is relaxed
and contented, she will be able to breastfeed her baby better than one who is worried and tense.

KEY MESSAGES
□ A new born baby should be put on the breast soon after the birth.
□ Colostrum provides nourishment and protects the baby from infectious diseases.
□ To breastfeed successfully mother should be relaxed and know how to breastfeed properly.

1-3 Positioning
Poor attachment causes sore nipples, fissure of nipples and engorgement so that the baby is unsatisfied
and frustrated as a result she/he refuses to suckle and fails to gain weight.
How does the mother hold the baby?
Good holding
・Baby’s body close
・Facing the breast
・Face to face attention from mother

Poor holding
・Baby’s body away from mother
・Baby’s neck twisted
・No eye contact between mother and baby

KEY MESSAGES
□ Four key points of holding a baby are with her/his head and body straight, with her/his face
facing the breast and her/his nose opposite the nipple, with her/his body close to the
mother’s body, and supporting her/his bottom.
□ Many common difficulties can be caused by poor attachment to the breast. These difficulties
can be overcome by helping the mother to correct her baby’s position.
□ The amount of milk that the breasts produce depends on how much the baby suckles and
how much milk she/he removes. More suckling makes more milk. Most mothers can
produce more milk than their babies take and they can produce milk enough for twins.
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1-4 Breastfeeding Observation
It is important to recognize that the signs of good and poor positioning and attachment. B-R-E-A-S-T
Feed Observation Forms is useful for confirm whether breastfeeding is going well or not.

B-R-E-A-S-T Feed Observation Forms
Body position
Mother relaxed and comfortable
Baby’s head and body straight
Baby’s chin touching breast
Baby’s bottom supported
Responses
Baby reaches for breast if hungry
Baby root for breast
Baby explores breast with tongue
Baby calm and alert at breast
Baby stays attached to breast
Emotional bonding
Secure, confident hold
Face-to-face attention from mother
Much touching by mother
Anatomy
Breasts soft after feed
Nipples stand out
Skin appears healthy
Breast looks round during feed
Suckling
Mouth wide open
Lower lip turned outwards
Tongue cupped around breast
Cheeks round
Time spent suckling
Baby releases breast

Shoulders tense, leans over baby
Baby’s body away from mother
Baby’s neck twisted
Baby’s chin not touching breast
No response to breast
Baby not interested in breast
Baby restless or crying
Baby slips off breast
No signs of milk ejection
Nervous or limp hold
No eye contact between mother and baby
Shaking or poking baby
Breast engorged
Nipples flat or inverted
Fissures or redness of skin
Breast looks stretched or pulled
Mouth not wide open, points forward
Lower lip turned in
Baby’s tongue not seen
Cheeks tense or pulled in
Mother takes baby off breast

1-5 Expressing and Storing Breast Milk
A breastfeeding mother can squeeze out the milk from her breasts if she is still full after feeding and if
she feels uncomfortable. Squeezing out milk from the breast is called “expressing”. If she has to leave her
baby for several hours, she can also express breast milk so that the baby can continue getting breast milk
while she is away.
KEY MESSAGES
□ The baby should be fed expressed breast milk from a clean and individual cup with spoon.
□ Expressed breast milk can be kept at room temperature for up to eight hours in a clean and
hygienic environment.
□ If the mother has to return to work, her baby can get expressed breast milk.
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Part 2: Common problems
2-1 No enough milk
Almost all mothers can produce enough breast milk for one or two babies. Usually, even when the
mother thinks that she does not have enough breast milk, her baby is able to get all that she/he needs.
1) Signs that the baby may not be getting enough breast milk.
(1) Check the baby’s weight gain
For the first six months of life, a baby should gain at least 500g in weight each month or 125g each
week.
(2) Check the baby’s urine output
An exclusive breastfed baby who is getting enough milk usually passes dilute urine at least 6-8
times in 24 hours. A baby who is not getting enough milk passes urine less than six times a day.
The urine is also concentrated and may be strong smelling and dark yellow to orange.
2) Reasons why the baby may not get enough breast milk
(1) Breastfeeding factors; Delayed start, In-frequent feeds, No night feeds, Short feeds, Poor
attachment, Complementary feeds
(2) Mother’s psychological factors; Lack of confidence, Worry and Stress, Tiredness
(3) Mother’s physical condition; Pregnancy, Severe malnutrition, Contraceptive pill, Alcohol,
Smoking
(4) Baby’s condition; Illness, abnormally

2-2 Crying
Many mothers start unnecessary complements because they think that their baby cries too much. They
also think that their babies are hungry and that they do not have enough milk. However, complements often
do not make a baby cry less. Sometime a baby cries more. The baby who cries a lot can upset the
relationship with her/his mother and can cause tension among other members of the family. Reasons why
the baby cries are discomfort, tiredness, illness or pain, hunger, mother’s food, oversupply of breast milk.

Part 3: Complementary Feeding
3-1 Ten guiding principles for complementary feeding
1.

Practice exclusive breastfeeding from birth to six months of age and introduce complementary
foods at six months of age while continuing to breastfeed.
2. Continue frequent, on-demand breastfeeding until two years of age or beyond.
3. Practice responsive feeding, applying the principle of psychosocial care.
4. Practice good hygiene and proper food handling
5. Start at six months of age with small amounts of food and increase the quantity as the child gets
older, while maintaining frequent breastfeeding.
6. Gradually increase food consistency and variety as the infant grows older, adapting to the infant’s
requirements and abilities.
7. Increase the number of times that the child is fed complementary foods as the child gets older.
8. Feed a variety of nutrient-rich foods to ensure that all nutrient needs are met.
9. Use fortified complementary foods or vitamin-mineral supplements for infant, as needed.
10. Increase fluid intake during illness, including more frequent breastfeeding and encourage the
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child to eat soft, favorite foods. After illness, give food more often than usual and encourage the
child to eat more.
A baby’s first food is breast milk which is an excellent food. Breast milk alone satisfies the baby for
the first six months of life. After this period, breast milk alone is not enough because of the rapid
developmental needs of the baby. During this stage, nutritional needs for the baby are increasing and this
cannot be met by breast milk alone. Other foods need to be given in addition to breast milk. When new
foods are added to the baby’s diet in addition to breast milk, we call this “weaning”. Weaning is the process
by which a baby slowly gets used to eating family or adult foods and relies less on breast milk. The best
foods for children who are being weaned should be
□ High energy: Young children need energy. Staples, especially cereals are good sources of
energy. In addition, foods from animals and fruits also provide energy and fat, oil and sugar
are good sources of energy.
□ Easy to digest: The first new foods given to a baby should be very soft, smooth and easy to
digest. As teeth grow and the digestive system develops, more solid foods should be added.
□ Fresh and clean: Baby’s food should be as fresh and as clean as possible.
□ Inexpensive and easy to prepare: Many families do not have much money to spend on food.
Taking out baby’s share of food from the meals cooked for the family does not cost extra
money. Since the child’s stomach is small, she/he needs small feedings several times a day,
not only at main meals.

3-2 Developmental signs to introduce complementary foods
A mother can observe the following signs before starting complementary feeding.
□ Hold the baby’s head up well
□ Sit up on the floor for about ten minutes without support
□ Put toys and other objects in the mouth
□ Show an interest in foods and watching others eat
□ Open mouth when the spoon touches the lip or when food approaches and tongue does not
protrude
□ Make mouth water
□ Begin to appear teeth

3-3 Complementary feeding for the young child at 6 months
A baby needs to start weaning at six months because as the baby grows and becomes active she/he
needs more energy and other nutrients. When the baby is six months old, it starts to accept non-liquid foods.
Teeth begin to appear and the stomach also begins to digest starch better. The baby who begins to eat
semi-solid or solid foods before she/he is six months old usually takes less breast milk because her/him
stomach is easily filled. As a result, she/he may not grow well. Introduce new foods to the baby in small
quantities at a time until the new taste is accepted.

1) What to Feed?
(1) Breast milk
(2) Porridge: Porridge is a good complementary food and can be given to the baby as needed. Over the
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next month increase the types of foods given, the frequency of feeding and the amount at each meal.
Feed complementary foods between or after breastfeeding since breast milk is still the most important
food and supplies most of the energy and nutrient needs for a long period. Weaning should not
completely replace breastfeeding. Porridge should be made thick and fed from a clean cup or bowl
and spoon. Cook the porridge with milk and use brown sugar to sweeten the thick porridge as this will
give mainly energy and some iron. For more energy add some oil or margarine. Plain porridge is
made from flour and water while enriched porridge is mixed with an energy-rich or protein rich food
such as groundnut flour, soya flour, oil/margarine, egg or mashed beans. When a baby is six months
old, she/he should be having 1/2 a cup of thick porridge twice a day.
(3) Fruit: Baby can have any fruit such as mango, guava, orange, tangerine, apple, and ripe banana. Peel
and squeeze the juice from it, or mash with a spoon. If the fruit is sour, sweeten it with a little sugar.
Feed baby the juice or mashed fruit from a clean cup and spoon. At about six months of age start with
two or three teaspoons then increase gradually to about 125ml daily.

2) How to Feed?
Breastfeeding is still important. If the mother has to work, she can still breastfeed her baby in the
morning and at night. If the mother is at home, she should breastfeed the baby after feeding the porridge. To
start porridge or any new food, give it before breastfeeding when the baby is most likely to take it because
she/he is hungry at that time.
(Sample menu)
1

2

3

4

5

6

Timing

Early morning

Breakfast

Mid-morning

Lunch

Evening

Bedtime

Foods

Breast milk

Fruit juice

Porridge

Breast milk

Porridge

Breast milk

KEY MESSAGES
□ From six months old, the baby needs other nourishing foods in addition to breast milk.
□ The baby at six months needs to have their foods mashed and pass through a sieve for a smooth
consistency.
□ Introduce new foods to the baby in small quantities at a time until the new taste is accepted.

3-4 Complementary feeding for the young child at 7-12 months
1) What to Feed?
(1) Breast milk
(2) Porridge and Fruit juice or mashed fruit
(3) Same food the rest of the family eats
2) How to Feed?
The family’s meals should contain foods from different food groups based on the multi-mixes
principle. Baby’s meals should also be multi-mixes. Mother selects from the different type of food groups
and mixes them to make nutritious foods. Examples are as follows.
□ Meals from two mixes
Staple + Beans or Peas
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Staple + Food from animals
Staple + Dark green leafy vegetables
□ Meals from three mixes
Staple + Beans or Peas + Food from animals
Staple + Food from animals + Dark green leafy vegetables
Staple + Beans or Peas + Dark green leafy vegetables
(Sample menu)
1
Early morning
Breastmilk

2
Breakfast
Fruit juice or
Mashed fruit or
Sweet
potatoes

3
Mid-morning
Sweet
potatoes
+ milk

4
Lunch
Enriched
porridge

5
Afternoon
Fruit

6
Evening
Nsima + eggs
+ dark green
leafy
vegetables

7
Bedtime
Breastmilk

KEY MESSAGES
□ Always feed a baby from a clean cup and spoon
□ The baby aged 6-8 months needs to have their foods mashed, and softened by adding milk,
oils, soya flour, groundnut flour, margarine or gravy.
□ The baby aged 9-12 months needs to have their foods chopped or pounded
□ The baby’s meals should be prepared according to the multi-mix principle

3-5 Complementary feeding for the young child over 12 months
By the time the baby is one year old, she/he should be eating all kinds of food. She/he needs three
main meals every day, breakfast, lunch and dinner. Between these meals, she/he needs other foods because
she/he is growing fast and can eat snack foods in between meals.
(Sample menu)
1
Early morning
Breast milk +
Fresh juice or
Fruit

2
Breakfast
Enrich
porridge

3
Mid-morning
Sweet
potatoes
+ milk

4
Lunch
Nsima + meat
+ beans

5
Afternoon
Breast milk +
Fresh juice or
Fruit

6
Evening
Nsima + eggs
+ dark green
leafy
vegetables

7
Bedtime
Breast milk

3-6 Complementary feeding for the sick young child
When a baby is sick or has an infection, she/he needs more foods and liquids than usual. The food
must be more nourishing than usual so the baby can fight illness. Encourage the mother not to stop giving
certain foods and liquids during illness. Enriched light porridge is a good food for the sick child. Breast
milk is the best food for the sick child. If she/he cannot suckle, the breast milk can be squeezed out into a
clean cup and fed her/him with a spoon. Sometime the sick baby may not want to eat but the mother should
try hard to encourage her/him to eat. The mother should give her baby nutritious foods which are easy to
swallow such as thick enriched porridge, fruits such as pawpaw, banana, and mango, soft cooked dark leafy
vegetables and plenty of fluids.
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KEY MESSAGES
□ Children less than six months should continue to exclusive breastfeed and breastfeed more
frequently. The mother should never stop breastfeeding when the baby is sick. She needs to
offer her baby a variety of foods in small amounts at a time but more often.
□ Children older than six months should breastfeed more frequently and should be given an
extra meal or snack every day. The mother needs to offer her baby more foods that she/he
likes more.

Part 4: Counseling Skills
4-1 Listening and Learning
Counseling is a way of working with people in which you understand how they feel and help them to
decide what to do. A breastfeeding mother may not talk about her feelings easily, especially if she is shy,
and with someone whom she does not know well. You need the skill to listen and to make her feel that you
are interested in her. This will encourage her to tell you more. She will be less likely to turn off and say
nothing.

□ Skill 1: Use helpful non-verbal communication
Non-verbal communication means showing your attitude through your posture, expression, everything
except through speaking. Helpful non-verbal communication makes a mother feel that you are interested in
her, so it helps her to talk to you.
□ Skill 2: Ask open questions
Open questions are very useful. To answer them a mother must give you some information. Open
questions usually start with “How?”, “What?”, “When?”, “Where?”, “Why?”. For instance, how is
breastfeeding going for you? and how many hours after he was born did he have his first feed?
□ Skill 3: Use responses and gestures which show interest
Using gestures such as nodding and smiling and simple responses such as “Mmm” or “Aha” are also
useful. They show a mother that you are interested in her.
□ Skill 4: Reflect back what the mother says
Reflecting back means repeating back what a mother has said to you, to show that you have heard and
to encourage her to say more. If a mother says that “My baby was crying too much last night”, you could
say “Your baby kept you awake crying all night?”
□ Skill 5: Empathize- show that you understand how she feels
Empathy or empathizing means showing that you understand how a person feels. For example, if a
mother says that “My baby wants to feed very often and it makes me feel so tired”, you could say that “You
are feeling very tired all the time then?
□ Skill 6: Avoid words which sound judging
Judging words are words like; right, wrong, well, badly, good, enough, properly etc. If you use these
words when you ask questions, you may make a mother feel that she is wrong or that there is something
wrong with the baby. However, sometimes you need to use the “good” judging words to build a mother’s
confidence.
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KEY MESSAGES
□ Accept what a mother thinks and feels
□ Recognize and praise what a mother and baby are doing right
□ Give practical help
□ Give a little, relevant information
□ Use simple language
□ Make one or two suggestions, not commands

4-2 Counseling skills checklist
Listening and Learning

Assessing a breastfeed

□

Helpful non-verbal communication

□

Body position

□

Ask open questions

□

Responses mother and baby

□

Respond showing interest

□

Emotional bonding

□

Reflect back

□

Anatomy of breast

□

Empathize

□

Suckling

□

Avoid judging words

□

Time spent suckling

Confidence and support

Taking a history

□

Accept what mother says

□

Baby’s feeding

□

Praise what is right

□

Baby’s health, behavior

□

Give practical help

□

Pregnancy, birth, early feeds

□

Give a little, relevant information

□

Mother’s condition and family planning

□

Use simple language

□

Previous infant feeding

□

Make one or two suggestions, not commands

□

Family and social situation
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資料 1-2

母乳プログラム用研修マニュアル
Breastfeeding Training Manual

Purpose of this training manual
The purpose of this training manual is to provide optimal knowledge and practical skills on
breastfeeding for learners who enable to apply the principles of infant and young child feeding and to
motivate and supervise caregivers in applying to enhance exclusive breastfeeding and promote
breastfeeding until two years.

Part 1: Breastfeeding
1-1 Exclusive Breast Feeding
Exclusive breast feeding means giving a baby only breast milk as only source of nutrients until the
baby is six months old unless medically indicated. The baby should not be given any other foods or liquids,
not even water.
Why breast is best? If all babies are to be healthy and grow well, they must be breastfed. The more the
baby sucks at the breast, the more milk will be produced. Breast milk contains all the nourishment the baby
needs. It is the best food produced by the mother’s body, especially for the baby under the age of two.
Breast milk also has substances which protect the baby from getting diarrhea, ear infections or other
infectious diseases. When the mother breastfeeds and holds her baby close, she can give the baby warmth
and security as well as food. This makes the mother and the baby close and loving each other.
Breast milk comes straight from the mother to the baby and never gets too hot or cold. It is different
from the cow’s milk and formula milk because it contains a proper balance and quality of ideal nutrients for
the baby. If the mother breastfed the baby, she loses her weight put on during the pregnancy more quickly
and the womb gets small faster. Breast milk is more economical than bottle feeding which involves costs
for infant formula or cow’s milk, the bottles, teats and the fuel necessary to sterilize the equipment.

KEY MESSAGES
Benefits of exclusive breast feeding
□ Best ideal and natural food for a baby
□ Protect from infectious diseases
□ Control bleeding soon after the birth
□ Promote love between the mother and the baby
□ Maintain breast milk production
□ Delay returning of fertility and control child birth spacing
□ Cheap and readily available at the right temperature
Dangers of early introduction of other foods and liquids
□ Inadequate intake of nutrients
□ Increase a risk of getting infections such as diarrhea and ear infections
□ Increase a risk of child malnutrition
□ Increase a risk of allergies like skin rush
□ Reduce a production of breast milk
□ Reduce a contraceptive advantage
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1-2 Successful Breastfeeding
A new born baby should be put on the breast soon after the delivery or within the first hour of birth.
The baby will swallow some of the thin yellowish fluid, called “colostrum” and this will nourish the baby
until breast milk comes in. Colostrum, the baby’s first food, is needed for a new born baby and they should
not be given any other foods and liquids (eg; water, herbal medicine, juice and soup) except breast milk.
Colostrum is rich in antibody to protect against infection and allergy, contains rich in vitamin A to reduce
severity of infection and prevent eye diseases, helps intestine to mature and purgative to clear meconium
and prevent jaundice.
A mother should be comfortable when she is breastfeeding. The baby’s head and back should be
supported with her arm. The nipple and as much of the dark area around it as possible should be put into the
baby’s mouth. If the baby sucks on the nipple alone, she/he will not get enough milk and the nipple may
become sore. The mother should support and lift the breast with one hand and hold the baby close so that
the tip of her/his nose actually touches the breast lightly. The baby should feed on each breast for as long as
she/he wants. The baby should be fed whenever she/he is hungry. If the baby falls asleep before she/he has
finished feeding, the mother should flick the soles of her/his chin so that she/he sucks hard. The more the
baby suckles, the more milk is produced. The breasts are never really empty. If the mother who is relaxed
and contented, she will be able to breastfeed her baby better than one who is worried and tense.

KEY MESSAGES
□ A new born baby should be put on the breast soon after the birth.
□ Colostrum provides nourishment and protects the baby from infectious diseases.
□ To breastfeed successfully mother should be relaxed and know how to breastfeed properly.

1-3 Positioning
Poor attachment causes sore nipples, fissure of nipples and engorgement so that the baby is unsatisfied
and frustrated as a result she/he refuses to suckle and fails to gain weight.
How does the mother hold the baby?
Good holding
・Baby’s body close
・Facing the breast
・Face to face attention from mother

Poor holding
・Baby’s body away from mother
・Baby’s neck twisted
・No eye contact between mother and baby

KEY MESSAGES
□ Four key points of holding a baby are with her/his head and body straight, with her/his face
facing the breast and her/his nose opposite the nipple, with her/his body close to the
mother’s body, and supporting her/his bottom.
□ Many common difficulties can be caused by poor attachment to the breast. These difficulties
can be overcome by helping the mother to correct her baby’s position.
□ The amount of milk that the breasts produce depends on how much the baby suckles and
how much milk she/he removes. More suckling makes more milk. Most mothers can
produce more milk than their babies take and they can produce milk enough for twins.
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1-4 Breastfeeding Observation
It is important to recognize that the signs of good and poor positioning and attachment. B-R-E-A-S-T
Feed Observation Forms is useful for confirm whether breastfeeding is going well or not.

B-R-E-A-S-T Feed Observation Forms
Body position
Mother relaxed and comfortable
Baby’s head and body straight
Baby’s chin touching breast
Baby’s bottom supported
Responses
Baby reaches for breast if hungry
Baby root for breast
Baby explores breast with tongue
Baby calm and alert at breast
Baby stays attached to breast
Emotional bonding
Secure, confident hold
Face-to-face attention from mother
Much touching by mother
Anatomy
Breasts soft after feed
Nipples stand out
Skin appears healthy
Breast looks round during feed
Suckling
Mouth wide open
Lower lip turned outwards
Tongue cupped around breast
Cheeks round
Time spent suckling
Baby releases breast

Shoulders tense, leans over baby
Baby’s body away from mother
Baby’s neck twisted
Baby’s chin not touching breast
No response to breast
Baby not interested in breast
Baby restless or crying
Baby slips off breast
No signs of milk ejection
Nervous or limp hold
No eye contact between mother and baby
Shaking or poking baby
Breast engorged
Nipples flat or inverted
Fissures or redness of skin
Breast looks stretched or pulled
Mouth not wide open, points forward
Lower lip turned in
Baby’s tongue not seen
Cheeks tense or pulled in
Mother takes baby off breast

1-5 Expressing and Storing Breast Milk
A breastfeeding mother can squeeze out the milk from her breasts if she is still full after feeding and if
she feels uncomfortable. Squeezing out milk from the breast is called “expressing”. If she has to leave her
baby for several hours, she can also express breast milk so that the baby can continue getting breast milk
while she is away.
KEY MESSAGES
□ The baby should be fed expressed breast milk from a clean and individual cup with spoon.
□ Expressed breast milk can be kept at room temperature for up to eight hours in a clean and
hygienic environment.
□ If the mother has to return to work, her baby can get expressed breast milk.
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Part 2: Common problems
2-1 No enough milk
Almost all mothers can produce enough breast milk for one or two babies. Usually, even when the
mother thinks that she does not have enough breast milk, her baby is able to get all that she/he needs.
1) Signs that the baby may not be getting enough breast milk.
(1) Check the baby’s weight gain
For the first six months of life, a baby should gain at least 500g in weight each month or 125g each
week.
(2) Check the baby’s urine output
An exclusive breastfed baby who is getting enough milk usually passes dilute urine at least 6-8
times in 24 hours. A baby who is not getting enough milk passes urine less than six times a day.
The urine is also concentrated and may be strong smelling and dark yellow to orange.
2) Reasons why the baby may not get enough breast milk
(1) Breastfeeding factors; Delayed start, In-frequent feeds, No night feeds, Short feeds, Poor
attachment, Complementary feeds
(2) Mother’s psychological factors; Lack of confidence, Worry and Stress, Tiredness
(3) Mother’s physical condition; Pregnancy, Severe malnutrition, Contraceptive pill, Alcohol,
Smoking
(4) Baby’s condition; Illness, abnormally

2-2 Crying
Many mothers start unnecessary complements because they think that their baby cries too much. They
also think that their babies are hungry and that they do not have enough milk. However, complements often
do not make a baby cry less. Sometime a baby cries more. The baby who cries a lot can upset the
relationship with her/his mother and can cause tension among other members of the family. Reasons why
the baby cries are discomfort, tiredness, illness or pain, hunger, mother’s food, oversupply of breast milk.

Part 3: Counseling Skills
3-1 Listening and Learning
Counseling is a way of working with people in which you understand how they feel and help them to
decide what to do. A breastfeeding mother may not talk about her feelings easily, especially if she is shy,
and with someone whom she does not know well. You need the skill to listen and to make her feel that you
are interested in her. This will encourage her to tell you more. She will be less likely to turn off and say
nothing.

□ Skill 1: Use helpful non-verbal communication
Non-verbal communication means showing your attitude through your posture, expression, everything
except through speaking. Helpful non-verbal communication makes a mother feel that you are interested in
her, so it helps her to talk to you.
□ Skill 2: Ask open questions
Open questions are very useful. To answer them a mother must give you some information. Open
questions usually start with “How?”, “What?”, “When?”, “Where?”, “Why?”. For instance, how is
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breastfeeding going for you? and how many hours after he was born did he have his first feed?

□ Skill 3: Use responses and gestures which show interest
Using gestures such as nodding and smiling and simple responses such as “Mmm” or “Aha” are also
useful. They show a mother that you are interested in her.
□ Skill 4: Reflect back what the mother says
Reflecting back means repeating back what a mother has said to you, to show that you have heard and
to encourage her to say more. If a mother says that “My baby was crying too much last night”, you could
say “Your baby kept you awake crying all night?”
□ Skill 5: Empathize- show that you understand how she feels
Empathy or empathizing means showing that you understand how a person feels. For example, if a
mother says that “My baby wants to feed very often and it makes me feel so tired”, you could say that “You
are feeling very tired all the time then?
□ Skill 6: Avoid words which sound judging
Judging words are words like; right, wrong, well, badly, good, enough, properly etc. If you use these
words when you ask questions, you may make a mother feel that she is wrong or that there is something
wrong with the baby. However, sometimes you need to use the “good” judging words to build a mother’s
confidence.
KEY MESSAGES
□ Accept what a mother thinks and feels
□ Recognize and praise what a mother and baby are doing right
□ Give practical help
□ Give a little, relevant information
□ Use simple language
□ Make one or two suggestions, not commands

3-2 Counseling skills checklist
Listening and Learning

Assessing a breastfeed

□

Helpful non-verbal communication

□

Body position

□

Ask open questions

□

Responses mother and baby

□

Respond showing interest

□

Emotional bonding

□

Reflect back

□

Anatomy of breast

□

Empathize

□

Suckling

□

Avoid judging words

□

Time spent suckling

Confidence and support

Taking a history

□

Accept what mother says

□

Baby’s feeding

□

Praise what is right

□

Baby’s health, behavior

□

Give practical help

□

Pregnancy, birth, early feeds

□

Give a little, relevant information

□

Mother’s condition and family planning

□

Use simple language

□

Previous infant feeding

□

Make one or two suggestions, not commands

□

Family and social situation

xiv

資料 2-1

統合プログラム用リーフレット

Ⅰ. Breastfeeding
1) Key Messages
a) A baby should be fed breast milk as soon as after the birth
b) Colostrum provides nourishment and protection against infection
c) Exclusive breastfeeding means giving a baby only breast milk during the first six
months
d) Not given any other foods or liquids even water, herbal water, juice, soup, or porridge until
six months of age
e) Breastfeeding should be continued until two years of age or beyond.

2) Benefits of Exclusive Breastfeeding
□
□
□
□
□
□
□

Best ideal and natural food for a baby
Protect from infectious diseases
Control bleeding soon after the birth
Promote love between the mother and the baby
Maintain breast milk production
Delay returning of fertility and control child birth spacing
Cheap and readily available at the right temperature

3) Risks of giving complementary foods too early
□
□
□
□
□
□

Inadequate intake of nutrients
Increase a risk of getting infections such as diarrhea and ear infections
Increase a risk of child malnutrition
Increase a risk of allergies like skin rush
Reduce a production of breast milk
Reduce a contraceptive advantage

GOOD

POOR

TRY TO CONTINUE EXCLUSIVE BREASTFEEDING
DURING THE FIRST SIX MONTHS OF AGE!
xv

Ⅱ. COMPLEMENTARY FEEDING

1) Key Messages
a) Complementary foods should be introduced at six months of age.
b) Complementary foods should be prepared according to the multi-mixed from six food
groups.
c) Breastfeeding should be continued until two years of age or beyond.

2) Signs to introduce complementary foods
Please check the following signs before starting complementary foods.
□ Hold the head up well
□ Sit up on the floor for about 10 minutes without support
□ Put toys and other objects in the mouth
□ Show an interest in foods and watching others eat
□ Open mouth when the spoon touches the lip or when food approaches. Tongue does not
protrude
□ Make mouth water
□ Begin to appear teeth

3) How to introduce complementary foods

6-8 months

9-11 months
12-23 months

Texture of CF

Frequency of CF

Frequency of
Breast Milk

Frequency of
Snacks

Start with thick
porridge and well
mashed CF
Chopped or
mashed CF
Family foods,
Chopped or
mashed CF

2-3 times / day

5-6 times / day

－

3-4 times / day

Anytime the baby
wants
Anytime the baby
wants

1-2 snacks may be
offered
1-2 snacks may be
offered

3-4 times / day

4) Six Food Groups
Group1: Cereals, tubers and roots
Group2: Meat, fish (dried fish), poultry, eggs
Group3: Legumes, nuts, soya, and seeds
Group4: Vegetables and Green leafy vegetables
Group5: Fruits
Group6: Oils, fats, margarine, and avocado pear,

xvi

資料 2-2

母乳プログラム用リーフレット

Ⅰ. Breastfeeding
1) Key Messages
a)
b)
c)
d)

A baby should be fed breast milk as soon as after the birth
Colostrum provides nourishment and protection against infection
Exclusive breastfeeding means giving a baby only breast milk during the first six months
Not given any other foods or liquids even water, herbal water, juice, soup, or porridge until six
months of age
e) Breastfeeding should be continued until two years of age or beyond.

2) Benefits of Exclusive Breastfeeding
□
□
□
□
□
□
□

Best ideal and natural food for a baby
Protect from infectious diseases
Control bleeding soon after the birth
Promote love between the mother and the baby
Maintain breast milk production
Delay returning of fertility and control child birth spacing
Cheap and readily available at the right temperature

3) Risks of giving complementary foods too early
□
□
□
□
□
□

Inadequate intake of nutrients
Increase a risk of getting infections such as diarrhea and ear infections
Increase a risk of child malnutrition
Increase a risk of allergies like skin rush
Reduce a production of breast milk
Reduce a contraceptive advantage

GOOD

POOR

TRY TO CONTINUE EXCLUSIVE BREASTFEEDING
DURING THE FIRST SIX MONTHS OF AGE!
xvii

資料 3

ID #

教育プログラム実施前の調査票
Questionnaire Sheet A

The purpose of questionnaire is to understand mother’s knowledge and attitude on child feeding as well as
her basic information. Please fill in the ID number and answer the following questions.
【Basic Information】
The following questions are about mother’s basic information.
1

Where is the nearest health facility?

□(

2

What is the date of your birth?

□(

3

What is your highest level of education?

□ None □ Primary ( Standard

4

What is your job?

□ Farmer □ Self-employment □ Employed □ Other (

5

How is your health condition?

□ Very bad

6

What is the date of your husband?

□(

7

What is your husband’s highest level of

□ None □ Primary ( Standard

education?

□ Higher

8

What is his job?

□ Farmer □ Self-employment □ Employed □ Other (

)

9

Who is the head of household?

□ Husband

□ Wife

)

10

Whom do you stay with at home?

□ Husband

□ Children

□ Father

□ Relatives

□ Orphans

□ Other (

) health center / health post
)

□ Bad

□ Good

)

□ Very good

) □ Secondary ( Form

□ Grandparents

)

□ Other (
□ Mother

□ Father-in-law

□ Mother-in-law
)

) members in the household

11

How many children do you have?

□ No of children who are alive: (

12

How many livestock do you have at

□ None

home?

□ Cattle (

What type of farm products do you plant

□ Maize

in your garden or stock at home?

□ Tomatoes

□ Poultry (

) , □ No of children who are not alive: (

)

□ Pig (

)

□ Goat (

)

)

□ Other (

)

□ Cassava
□ Onions

)
□ Potatoes

□ Carrots

□ Cabbage □ Green pepper

□ Beans

□ Pumpkins

□ Okra

□ Other (
14

) □ Higher

)

⇒ In total, (

13

) □ Secondary ( Form

)

□ Soya

□ Groundnuts

□ Green leafy vegetables

□ Cucumber
□ Fruits (

)

How many times do you usually take

Breakfast: □ None □ Once a week □ 2-3 days a week □ 4-5 days a week □ Everyday

meals in a week?

Lunch: □ None

□ Once a week □ 2-3 days a week □ 4-5 days a week □ Everyday

Dinner: □ None □ Once a week □ 2-3 days a week □ 4-5 days a week □ Everyday
Snacks: □ None □ Once a week □ 2-3 days a week □ 4-5 days a week □ Everyday
15

16

Where do you collect water which you

□ Public tab

□ Shallow well

use for drinking at home?

□ River or Pond

How many times did you take part in

□ None

□ Borehole

□ Rain water

□ Other (

□ 2 times

□ 3 times

□ Once

□ Protected spring
)
□ 4 times

□ More than 5 times

antenatal care during pregnancy?
17

Where do you usually get information
about child feeding and nutrition?

18

Does your husband support you to take care of baby?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

19

Can you make decisions about child feeding by yourself?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

20

Does your family have a sense of solidarity?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

21

Does your family trust each other?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

22

Does your family give advices each other?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

23

Do you trust most people in the village?

□ Strongly disagree

24

Do you always talk with neighbors to share any information?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

25

Do you trust health workers (Nurses / HSAs) at health center?

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

xviii

□ Disagree □ Agree □ Strongly agree

26

Do you want to consult with health workers about child care and

□ Strongly disagree □ Disagree □ Agree □ Strongly agree

feeding, if you had any worries and problems?

【Knowledge on Child Feeding】
The following questions are about mother’s knowledge on child feeding. Please answer with “Disagree” or “Agree”.
27

A new born baby should be given breast milk within one hour after the birth.

□ Disagree

□ Agree

28

Giving colostrum which is thin yellowish fluid during the first few days after delivery is harmful for a baby.

□ Disagree

□ Agree

29

A baby should be given water and/or herbal infusion in addition to breast milk to prevent from illness.

□ Disagree

□ Agree

30

When a baby sucks breasts frequently, mother can produce more breast milk.

□ Disagree

□ Agree

31

Breastfeeding helps to control bleeding soon after the delivery.

□ Disagree

□ Agree

32

Giving only breast milk causes allergies such as skin rush.

□ Disagree

□ Agree

33

Giving only breast milk protects a baby from infections such as diarrhea.

□ Disagree

□ Agree

34

Breastfeeding prevents getting pregnant.

□ Disagree

□ Agree

35

If a baby who is 3 months of age continued to cry after breastfeeding, mother should give any other

□ Disagree

□ Agree

□ Disagree

□ Agree

□ Disagree

□ Agree

foods and liquids for a baby.
36

If a baby had a diarrhea or vomit, mother should stop giving breast milk and/or any other foods and
liquids.

37

If a baby were introduced complementary foods early in life, she/he might have a risk of child
malnutrition.

38

When a baby’s teeth begin to appear, it is one of the signs to introduce the baby complementary foods.

□ Disagree

□ Agree

39

Giving only breast milk is not enough for a baby under the age of 6 month then mother needs to feed

□ Disagree

□ Agree

any other foods and liquids for a baby.
40

Maize porridge is more nutritious than breast milk for the baby.

□ Disagree

□ Agree

41

When mother feeds complementary foods for a baby, she should use an individual cup or bowl.

□ Disagree

□ Agree

42

When a baby is 6 months of age, mother needs to give complementary foods twice a day while

□ Disagree

□ Agree

maintains breast milk.
43

Giving family foods like nsima and dende to a baby 6 month of age is good for her/his healthy growth.

□ Disagree

□ Agree

44

Animal foods such as meat, eggs, and soya beans are rich in protein.

□ Disagree

□ Agree

45

Cereals and roots such as maize and cassava are rich in fat.

□ Disagree

□ Agree

46

Breastfeeding throughout the first and second years of life is good for a baby’s healthy growth.

□ Disagree

□ Agree

【Self-efficacy on Child Feeding】
The following questions are about breastfeeding self-efficacy. Please choose answers from the following scale.
(1; Not at all confident,
2; Not very confident, 3; Sometime confident,
4; Confident, 5; Very Confident)
47

I can always determine that my baby is getting enough milk.

1

2

3

4

5

48

I can always successfully cope with breastfeeding like I have with other challenging tasks.

1

2

3

4

5

49

I can always breastfeed my baby without using formula as a supplement.

1

2

3

4

5

50

I can always ensure that my baby is properly latched on for the whole feeding.

1

2

3

4

5

51

I can always manage to breastfeeding situation to my satisfaction.

1

2

3

4

5

52

I can always manage to breastfeed even if my baby is crying.

1

2

3

4

5

53

I can always keep wanting to breastfeed.

1

2

3

4

5

54

I can always comfortably breastfeed with my family members present.

1

2

3

4

5

55

I can always be satisfied with my breastfeeding experience.

1

2

3

4

5

56

I can always deal with the fact that breastfeeding can be time-consuming.

1

2

3

4

5

57

I can always finish feeding my baby on one breast before switching to the other breast.

1

2

3

4

5

58

I can always continue to breastfeed my baby for every feeding.

1

2

3

4

5

xix

59

I can always manage to keep up with my baby’s breastfeeding demands.

1

2

3

4

5

60

I can always tell when my baby is finished breastfeeding..

1

2

3

4

5

【Child Health】
The following questions are about child health. Please fill in the following questions after the birth.
61

What is the gender of baby?

□ Girl

□ Boy

62

What is the birth order of baby?

□ First born

63

What was the birth weight of baby?

□(

) Kg

64

What is the height of your baby?

□(

) cm

65

Was your baby fed breast milk within one hour after the birth?

□ No

66

How many months do you want to give only breast milk?

□(

67

Do you have any problems on breastfeeding?

□ No

□ Second born □ Third born □ Other (

□ Yes
) months
□ Yes

If “Yes”, what is the problem? (

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION

xx

)

)

資料 4

ID #

教育プログラム実施後の調査票
Questionnaire Sheet B

The purpose of questionnaire is to evaluate the education program in terms of mother’s knowledge, attitude,
and practices on child feeding as well as child health. Please fill in your ID number and answer the following
questions.

【Basic Information】
The following questions are about mother’s basic information.
1

How is your health condition?

□ Very bad

2

How many livestock do you have at

□ None

home?

□ Cattle (

What type of farm products do you plant

□ Maize

in your garden or stock at home?

□ Tomatoes

3

□ Bad

□ Good

□ Poultry (
)

)

□ Very good

□ Pig (

)

□ Goat (

)

□ Other(

□ Cassava
□ Onions

)

□ Potatoes
□ Carrots

□ Cabbage □ Green pepper

□ Pumpkins

□ Okra

□ Other (

□ Beans

)

□ Soya

□ Groundnuts

□ Green leafy vegetables

□ Cucumber

□ Mushroom

□ Fruits (

)

4

Does your husband support you to take care of baby?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

5

Can you make decisions about child feeding by yourself?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

6

Does your family have a sense of solidarity?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

7

Does your family trust each other?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

8

Does your family give advices each other?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

9

Do you trust most people in the village?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

10

Do you always talk with neighbors to share any information?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

11

Do you trust health workers (Nurses / HSAs) at health center?

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

12

Do you want to consult with health workers about child care

□ Strongly disagree

□ Disagree

□ Agree

□ Strongly agree

and feeding, if you had any worries and problems?

【Knowledge on Child Feeding】
The following questions are about knowledge on child feeding. Please answer with “Disagree” or “Agree”.
13

A new born baby should be given breast milk within one hour after the birth.

□ Disagree

□ Agree

14

Giving colostrum which is thin yellowish fluid during the first few days after delivery is harmful for a baby.

□ Disagree

□ Agree

15

A baby should be given water and/or herbal infusion in addition to breast milk to prevent from illness.

□ Disagree

□ Agree

16

When a baby sucks breasts frequently, mother can produce more breast milk.

□ Disagree

□ Agree

17

Breastfeeding helps to control bleeding soon after the delivery.

□ Disagree

□ Agree

18

Giving only breast milk causes allergies such as skin rush.

□ Disagree

□ Agree

19

Giving only breast milk protects a baby from infections such as diarrhea.

□ Disagree

□ Agree

20

Breastfeeding prevents getting pregnant.

□ Disagree

□ Agree

21

If a baby who is 3 months of age continued to cry after breastfeeding, mother should give any other foods

□ Disagree

□ Agree

□ Disagree

□ Agree

and liquids for a baby.
22

If a baby had a diarrhea or vomit, mother should stop giving breast milk and/or any other foods and
liquids.

23

If a baby were introduced complementary foods early in life, she/he might have a risk of child malnutrition.

□ Disagree

□ Agree

24

When a baby’s teeth begin to appear, it is one of the signs to introduce the baby complementary foods.

□ Disagree

□ Agree

25

Giving only breast milk is not enough for a baby under the age of 6 month then mother needs to feed any

□ Disagree

□ Agree

other foods and liquids for a baby.

xxi

26

Maize porridge is more nutritious than breast milk for the baby.

□ Disagree

□ Agree

27

When mother feeds complementary foods for a baby, she should use an individual cup or bowl.

□ Disagree

□ Agree

28

When a baby is 6 months of age, mother needs to give complementary foods twice a day while maintains

□ Disagree

□ Agree

breast milk.
29

Giving family foods like nsima and dende to a baby 6 month of age is good for her/his healthy growth.

□ Disagree

□ Agree

30

Animal foods such as meat, eggs, and soya beans are rich in protein.

□ Disagree

□ Agree

31

Cereals and roots such as maize and cassava are rich in fat.

□ Disagree

□ Agree

32

Breastfeeding throughout the first and second years of life is good for a baby’s healthy growth.

□ Disagree

□ Agree

【Self-efficacy on Child Feeding】
The following questions are about breastfeeding self-efficacy. Please choose one answer from the following scale.
(1; Not at all confident,

2; Not very confident,

3; Sometime confident,

4; Confident,

5; Very confident)

33

I can always determine that my baby is getting enough milk.

1

2

3

4

5

34

I can always successfully cope with breastfeeding like I have with other challenging tasks.

1

2

3

4

5

35

I can always breastfeed my baby without using formula as a supplement.

1

2

3

4

5

36

I can always ensure that my baby is properly latched on for the whole feeding.

1

2

3

4

5

37

I can always manage to breastfeeding situation to my satisfaction.

1

2

3

4

5

38

I can always manage to breastfeed even if my baby is crying.

1

2

3

4

5

39

I can always keep wanting to breastfeed.

1

2

3

4

5

40

I can always comfortably breastfeed with my family members present.

1

2

3

4

5

41

I can always be satisfied with my breastfeeding experience.

1

2

3

4

5

42

I can always deal with the fact that breastfeeding can be time-consuming.

1

2

3

4

5

43

I can always finish feeding my baby on one breast before switching to the other breast.

1

2

3

4

5

44

I can always continue to breastfeed my baby for every feeding.

1

2

3

4

5

45

I can always manage to keep up with my baby’s breastfeeding demands.

1

2

3

4

5

46

I can always tell when my baby is finished breastfeeding..

1

2

3

4

5

【Practice on Child Feeding】
The following questions are about child feeding practice.
47
48

Have you introduced the baby any

□ Not yet started

other foods and liquids?

If “Yes”, when did you start it? ⇒ My baby was (

□ Yes

What was a reason to start giving

□ I couldn’t produce enough breast milk.

your baby any other foods and

□ The baby continued to cry after I gave breast milk then I thought breast milk was not

liquids in addition to breast milk?

enough and my baby was hungry and thirsty.

) months of age

□ I thought giving only breast milk was not enough for my baby’s healthy growth.
□ I was recommended to introduce the baby complementary foods by (

)

□ I thought it was a good time to introduce complementary foods.
□ I was busy for work and no time to feed my baby breast milk.
□ Other reason (
49

Do you still continue breastfeeding?

□ No

)

□ Yes

If “No”, when did you stop breastfeeding? ⇒ My baby was (
50
51

How many times did you feed your

□ None

□ 1-2 times

baby breast milk yesterday?

□ More than 8 times

How many times did you give your

□ Not yet started

□ 3-4 times

□ Once

□ 2 times

□ 5-6 times
□ 3 times

) months of age

□ 7-8 times
□ More than 3 times

baby any other foods and liquids
except breast milk yesterday?
52

If you have already started giving your baby any other foods and liquids, please answer the following question.
What type of foods and liquids did you give your baby yesterday except breast milk?

xxii

Time

Type of foods and liquids

Ingredient

eg

Moring

Mashed banana

Banana

eg

Evening

Maize porridge with groundnuts and green vegetable

Maize, Groundnuts powder, Pumpkin leaves

1
2

3

4
53
54

Normally,

whom

does

your

baby

□ Father

□ Mother

usually take meals with?

□ Relatives

Normally, how many minutes does it

□ Less than 10 minutes

□ Brothers and/or Sisters

□ Grandparents

□ Other (

)

□ 11-20 minutes

□ 21-30 minutes

□ Over 30 minutes

take to give meals for your baby?
55

Do you use an individual plate and cup

□ No

□ Yes

when you give a meal for your baby?
56
57

How much amount of meals does your

□ A few spoons

baby take at once?

□ More than one cup

□ Less than 1/4 cups

□ 1/2 cups

□ one cup

In the past 6 months, how many times

□ None

□ Once

□ 2-3 times

□ 4-5 times

□ More than 6 times

□ None

□ Once

□ 2-3 times

□ 4-5 times

□ More than 6 times

In the past 6 months, how many times

□ None

□ Once

□ 2-3 times

□ 4-5 times

□ More than 6 times

did your baby have other diseases?

What type of diseases?

did your baby have diarrhea?
58

In the past 6 months, how many times
did your baby have malaria?

59

(
60

)

If your baby were sick, how could you

□ I stopped giving my baby any foods and liquids including breast milk.

take care of her/him?

□ I stopped giving my baby any foods and liquids but I continued feeding the baby only
breast milk.
□ I reduced the amount of foods and liquids as well as breast milk.
□ I reduced the amount of foods and liquids but I continued feeding my baby breast milk.
□ I continued giving my baby any foods and liquids as well as breast milk.
□ I gave my baby more breast milk, foods, and liquids than usual.
□ Other reason (

)

【Child Health】
The following questions are about child health.
61

How is your baby’s health condition?

□ Very bad

□ Bad

□ Good

□ Very good

62

How is your baby’s appetite?

□ Very bad

□ Bad

□ Good

□ Very good

63

Do you think your baby is growing well?

□ Strongly disagree

64

How much is your baby’s weight?

□(

) Kg

65

How much is your baby’s height?

□(

) cm

66

How much is your baby’s MUAC?

□(

) cm

67

Does your baby have edema on her/his feet?

□ Immediate rebound (1+)

□ Disagree

□ 10-12 seconds rebound (3+)

□ Agree

□ A few seconds rebound (2+)
□ Over 20 seconds rebound (4+)

□ None

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION
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□ Strongly agree
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現地通訳者用誓約書

Pledge of Confidentiality

This is to certify that I, （Name of interpreter）

, as an interpreter for

the research titled “Effect of integrated breastfeeding and weaning education program by
nurses for mothers in rural Malawi”, understand that every information (written, verbal and
other form) obtained during the performance of my duties must remain confidential. This
includes all conversation, personal information about nurses, patients and their families
participated in the research. All information I get through the process of the research will
report to only the researcher all the time.
I understand that any unauthorized release or carelessness in the handling of this
confidential information is considered a breach of the duty to maintain confidentiality.
I further understand that any breach of the duty to maintain confidentiality could be
grounds for immediate dismissal and / or possible liability in any legal arising from such
breach.

Date:
Name:
Signature:

Signature of researcher:

(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:
Local phone number:
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資料 6

関係機関/施設用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

,

2017

To：(Ministry of Health, District Hospital, Health Centers), MALAWI

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on this research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to conduct a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1. Background
Although a great deal of progress is being made in reducing malnourished children in Malawi,
child malnutrition is still a serious health issue. Approximately 70% of children under the age of five in
this country have nutritional problem which is the worst situation in Sub-Saharan Africa. Malnutrition
during childhood has an irreversible impact later in life as it is associated with significant functional
impairment, cognitive function, school performance, reduce work capacity as a result it contributes to
decrease economic productivity. As the first two years of life is the most crucial period for child growth
and health, optimal feeding behavior such as promoting exclusive breastfeeding, introducing
complementary feeding at a right time with a good quality of foods is estimated one of the most
powerful approaches to improve nutritional status among children. Therefore, it is required to support
mothers learning about optimal breastfeeding and complementary feeding practices.
2. Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
3. Duration
From August, 2017 to January, 2018
4. Target Areas
Four health centers (

,

,

,

) in

District

5. Participants
The participants are mothers who are in targeted health centers for delivery. The number of
mothers at each health center is 35 then the total number of mothers in the research is 140 mothers. If
a mother were under the age of 18 years, the researcher asks her proxy about a research cooperation
to protect her right. Nurses who are working at targeted health centers are also recruited to conduct the
education program in the research.
1) Inclusion criteria; 1) woman who has a normal pregnancy process and/or she also has a new born
baby who is in good health, 2) woman who enable to communicate in local language or English, 3)
woman who enable to take part in the under-five clinics for six months
2) Exclusion criteria; 1) woman who has an abnormal pregnancy process and/or she has a new born
baby who is not in good health, 2) woman who is a HIV positive person is excluded.
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6. Research Contents
There are two types of education program in the research. One is Breastfeeding and Weaning
Education Program (BWEP) and the other one is Breastfeeding Education Program (BEP). The content
of BWEP is about breastfeeding and complementary feeding practices while the content of BEP is
about only breastfeeding practice. In case of the BWEP, cooking demonstration is also conducted in
sessions.
1) Nurses
The role of nurses is to educate mothers in order to encourage mothers learning about optimal
child feeding practices. Nurses in the group of BWEP (Health center A and Health center B) educate
mothers about optimal breastfeeding and complementary feeding practices while nurses in the group of
BEP (Health center C and Health center D) educate mothers about only optimal breastfeeding practice.
Nurses in the BWEP are asked to take part in one-day training to learn on breastfeeding and
complementary feeding practices and counseling skills. Nurses in the BEP are asked to take part in
half-day training to learn on breastfeeding practice and counseling skills. At the end of training, each
nurse is asked to demonstrate a health education to confirm what they learn.
After the training, nurses start to conduct each program as one of nursing cares for six months.
Both education programs are composed by six health education sessions. Session 1 (Individual
education) is conducted at maternity ward when mothers are in hospital for delivery and Session 2-6
(Group education) are carried out at out-patient ward when they participate in the under-five clinics. In
case of group education, they are divided into three small groups to promote their learning.
The sessions of BWEP are composed 15-minute session in terms of breastfeeding for three times
and 45-minute session in terms of breastfeeding complementary feeding for three times while the
sessions of BEP are composed 15-minute session in terms of only breastfeeding for six times.
2) Mothers
Mothers who agreed to cooperate in the research are asked to participate in a questionnaire
survey which takes approximately 20 minutes to answer when they are in hospital for delivery. After the
survey, they are requested to take part in six health education sessions. Session 1 (Individual
education) is conducted at maternity ward when mothers are in hospital for delivery and Session 2-6
(Group education) are carried out at out-patient ward when they participate in the under-five clinics. In
case of group education, they are divided into three small groups to promote their learning.
The sessions of BWEP are composed 15-minute session in terms of breastfeeding for three times
and 45-minute session in terms of breastfeeding complementary feeding for three times while the
sessions of BEP are composed 15-minute session in terms of only breastfeeding for six times. Lastly,
they are asked to cooperate in a questionnaire survey after all sessions are completed.
7. Procedure
1) Researcher requests for research cooperation to Ministry of Health, District Hospital, and Health
Centers.
2) Researcher requests for research cooperation to nurses working at targeted health centers and
conducts one-day or half-day training for nurses at each health center.
3) Researcher requests for research cooperation to mothers in each targeted health center and
conducts a questionnaire survey if they agreed to cooperate in the research.
4) Nurses conduct the BWEP or the BEP to mothers at each health center for six months. At the end,
the researcher conducts a questionnaire survey to mothers after all sessions are completed.
8. Requests
1) We would like to request you to permit for conducting the research in
district.
2) We would like to request to utilize food materials such as maize, potatoes, vegetables and eggs
which are planted and raised at each health center to practiced cooking demonstration in the
BWEP.
9. Ethical Considerations
The researcher follows the intentions of Helsinki Declaration and Research ethics committee,
Faculty of Nursing, Toho University to make sure that all participants are protected from any risks and
harm. The researcher always respects indigenous culture, custom, and traditional belief in the
community and take an organizational system into account.
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1) Fairness
Nurses and mothers in the BWEP are able to learn on breastfeeding and complementary feeding
practices through the program while nurses and mothers in the BEP learn on breastfeeding practice. To
ensure fairness between those two groups, nurses and mothers in the BEP have another chance to
learn on complementary feeding practice after all sessions of the BEP are completed.
2) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Their participation in the research is entirely voluntary and it is their choice whether to cooperate
or not. The choice that they made has no bearing on their life and works by taking part in the research.
A written consent is obtained from nurses and mothers. The researcher maintains that they have rights
to interrupt or withdraw from the research at any point of time without giving any reasons even though
they have agreed before.
3) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and never share
their information to anyone outside the research members. All questionnaire sheets are given ID
numbers instead of participant’s name to protect their personal information and privacy. The researcher
locks up all data at safety box in the researcher’s room and it should be kept out during five years after
the research is completed. Data is extinguished physically and magnetically not to reveal individuals
after that period.
4) Risks and Benefits of participation
The researcher requests nurses to share their private time to participate in a one-day or half-day
training for the education program and to conduct health education sessions to mothers as one of
nursing cares. However, they enable to refresh their knowledge and skills on breastfeeding and
complementary feeding practices and receive one prepaid card for mobile phone (MK8,000) after the
training. They also get another prepaid card (MK8,000) after all sessions are completed.
The researcher requests mothers to share their personal information and experiences during the
questionnaire survey and to take part in health education sessions for six times. If they feel bad during
the survey and sessions, they can take a rest at any time and the research team takes care of them
properly. Mothers enable to get appropriate knowledge and skills on breastfeeding and complementary
feeding practices and also get two ball-point pens as an incentive for their cooperation.
5) Sharing the results
All participants and other related persons in the research have an opportunity to know the results
of this research through a feedback meeting at each health center. After that, the researcher will publish
the research results so that other interested persons in the world may learn from this study.
10. Contact
If you have any questions about the research, please contact the followings at any time.
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN, PhD
Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of
Nursing, Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks
and harm.
Your permission to conduct this research is greatly appreciated.
Yours sincerely,
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研究実施承諾書

Prof. Keiko Ideno, RN, PhD
Professor and Dean, Faculty of Nursing,
Toho University

Permission for Research

(Name of facility)

has been fully informed about the request for research

cooperation of the research titled “Effect of integrated breastfeeding and weaning education
program by nurses fro mothers in rural Malawi”. We permit to conduct the research at health
centers in

district.

□ Background and Purpose of the research
□ Methods of the research (Duration, Target areas, Participants and Procedures)
□ Contents of the research
□ Contents of the requests to mothers and nurses
□ Ethical considerations
□ Fairness
□ Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
□ Confidentiality and Protecting privacy, Data security
□ Risks and Benefits of participation
□ Sharing the results
□ Contact of the research

Date:
Name of institution:
Name:
Signature:
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統合プログラム群看護師用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

,

To： (Name of nurses in the group of Breastfeeding and Weaning Education Program)
Health Center

2017

,

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to cooperate in a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1.

Background
Although a great deal of progress is being made in reducing malnourished children in Malawi,
child malnutrition is still a serious health issue. Approximately 70% of children under the age of five in
this country have nutritional problem which is the worst situation in Sub-Saharan Africa. Malnutrition
during childhood has an irreversible impact later in life as it is associated with significant functional
impairment, cognitive function, school performance, reduce work capacity as a result it contributes to
decrease economic productivity. As the first two years of life is the most crucial period for child growth
and health, optimal feeding behavior such as promoting exclusive breastfeeding, introducing
complementary feeding at a right time with a good quality of foods is estimated one of the most
powerful approaches to improve nutritional status among children. Therefore, it is required to support
mothers learning on optimal breastfeeding and complementary feeding practices.
2.

Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
3.

Duration
From August, 2017 to January, 2018

4.

Target Areas
Four health centers (

,

,

,

) in

District

5.

Participants
Nurses who are working at targeted health centers are possible participants. The number of
nurses is expected 4-12 persons.
6.

Research contents
I would like to request you to conduct a Breastfeeding and Weaning Education Program (BWEP)
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to mothers who are in hospital for delivery. The role of nurses in this group is to educate mothers
through the BWEP in order to encourage mothers learning on optimal breastfeeding and
complementary feeding practices. The number of participants you educate in the program is 35
mothers. If you agreed to cooperate in the research, you are asked to take part in one-day training to
learn on breastfeeding and complementary feeding practices and counseling skills. At the end of
training, you are requested to demonstrate a health education to confirm what you learn. After the
training, you start to conduct the BWEP as one of nursing cares for six months. The BWEP is
composed six education sessions. Session 1 (Individual education) is conducted at maternity ward
when mothers are in hospital for delivery and Session 2-6 (Group education) are carried out at
out-patient ward when they participate in the under-five clinics. In case of group education, they are
divided into three small groups to promote their learning. The sessions of BWEP are composed
15-minute session in terms of breastfeeding for three times and 45-minute session in terms of
breastfeeding and complementary feeding for three times.
7. Procedure
1) You are asked to participate in one-day training at the health center and demonstrate a health
education to confirm what you learn before the training is completed.
2) You are asked to conduct health education sessions of BWEP to mothers for six times using a
leaflet.
(1) The 1st session is 15-minute individual session learning on breastfeeding at maternity ward.
(2) The 2nd and 3rd session are 15-minute group sessions learning on breastfeeding at out-patient
ward.
(3) The 4th, 5th and 6th session are 45-minute group sessions learning on breastfeeding and
complementary feeding at out-patient ward.
8.

Ethical Considerations
The researcher follows the intentions of Helsinki Declaration and Research ethics committee,
Faculty of Nursing, Toho University to make sure that all participants are protected from any risks and
harm. The researcher always respects indigenous culture, custom, and traditional belief in the
community and take an organizational system into account.
1) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Your participation in the research is entirely voluntary and it is your choice whether to cooperate
or not. The choice that you made has no bearing on your life and works by cooperating in the research.
The researcher maintains that you have a right to interrupt or withdraw from the research at any point of
time without giving any reasons even though you have agreed to cooperate in the research before.
2) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and they never
share your personal information to anyone outside the research members.
3) Risks and Benefits of participation
The researcher requests you to share their private time to participate in one-day training to learn
on optimal breastfeeding and complementary feeding practices and counseling skills and conduct the
BWEP to mothers as one of nursing cares. However, you enable to refresh your knowledge and skills
on breastfeeding and complementary feeding practices and receive one prepaid card for mobile phone
(MK8,000) after the training. They also get another prepaid card (MK8,000) after all sessions are
completed.
4) Sharing the results
You have an opportunity to know the results of this research through a feedback meeting at each
health center. After that, the researcher will publish the research results so that other interested
persons in the world may learn from this research.
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9.

Contact
If you have any questions about the research, please contact the followings at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of Nursing,
Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks and
harm.
Your cooperation to the research is greatly appreciated.
Yours sincerely,
Yoko YAMAMOTO

(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN, PhD
Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:

xxxi

資料 8-2

母乳プログラム群看護師用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

To： (Name of nurses in the group of Breastfeeding Education Program)

,

,

2017

Health Center

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to cooperate in a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1. Background
Although a great deal of progress is being made in reducing malnourished children in Malawi,
child malnutrition is still a serious health issue. Approximately 70% of children under the age of five in
this country have nutritional problem which is the worst situation in Sub-Saharan Africa. Malnutrition
during childhood has an irreversible impact later in life as it is associated with significant functional
impairment, cognitive function, school performance, reduce work capacity as a result it contributes to
decrease economic productivity. As the first two years of life is the most crucial period for child growth
and health, optimal feeding behavior such as promoting exclusive breastfeeding, introducing
complementary feeding at a right time with a good quality of foods is estimated one of the most
powerful approaches to improve nutritional status among children. Therefore, it is required to support
mothers learning on optimal breastfeeding and complementary feeding practices.
2. Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
3. Duration
From August, 2017 to January, 2018
4. Target Areas
Four health centers (

,

,

,

) in

District

5. Participants
Nurses who are working at targeted health centers are possible participants. The number of
nurses is expected 4-12 persons.
6. Research contents
I would like to request you to conduct a Breastfeeding Education Program (BEP) to mothers who
are in hospital for delivery. The role of nurses in this group is to educate mothers through the BEP in
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order to encourage mothers learning on optimal breastfeeding practices. The number of participants
you educate in the program is 35 mothers. If you agreed to cooperate in the research, you are asked to
take part in half-day training to learn on breastfeeding and counseling skills. At the end of training, you
are requested to demonstrate a health education to confirm what you learn. After the training, you start
to conduct the BEP as one of nursing cares for six months. The BEP is composed six health education
sessions. Session 1 (Individual education) is conducted at maternity ward when mothers are in hospital
for delivery and Session 2-6 (Group education) are carried out at out-patient ward when they participate
in the under-five clinics. In case of group education, they are divided into three small groups to promote
their learning. The sessions of BEP are composed 15-minute session in terms of breastfeeding for six
times.
7. Procedure
1) You are asked to participate in half-day training at the health center and demonstrate a health
education to confirm what you learn before the training is completed.
2) You are asked to conduct six health education sessions in the BP for mothers using a leaflet.
(1) The 1st session is 15-minute individual session learning on breastfeeding at maternity ward.
(2) From the 2nd to the 6th session is 15-minute group session learning on breastfeeding at
out-patient ward.
8. Ethical Considerations
The researcher follows the intentions of Helsinki Declaration and Research ethics committee,
Faculty of Nursing, Toho University to make sure that all participants are protected from any risks and
harm. The researcher always respects indigenous culture, custom, and traditional belief in the
community and take an organizational system into account.
1) Fairness
During the training, you enable to learn on breastfeeding practice however the researcher carry
out another half-day training to learn on complementary feeding practice after all sessions of the BEP
are completed in order to maintain the fairness between the BEP and the BWEP.
2) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Your participation in the research is entirely voluntary and it is your choice whether to cooperate
or not. The choice that you made has no bearing on your life and works by cooperating in the research.
The researcher maintains that you have a right to interrupt or withdraw from the research at any point of
time without giving any reasons even though you have agreed to cooperate in the research before.
3) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and they never
share your personal information to anyone outside the research team.
4) Risks and Benefits of participation
The researcher requests you to share their private time to participate in half-day training to learn
on breastfeeding and counseling skills and conduct the BEP to mothers as one of nursing cares.
However, you enable to refresh your knowledge and skills on breastfeeding practice through the
training and receive one prepaid card for mobile phone (MK8,000) after the training. They also get
another prepaid card (MK8,000) after the research is completed.
5) Sharing the results
You have an opportunity to know the results of this research through a feedback meeting at each
health center. After that, the researcher will publish the research results so that other interested
persons in the world may learn from this research.
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9. Contact
If you have any questions about the research, please contact the followings at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of Nursing,
Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks and
harm.
Your cooperation to the research is greatly appreciated.
Yours sincerely,

Yoko YAMAMOTO

(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN, PhD
Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:
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看護師用同意書

Prof. Keiko Ideno, RN, PhD
Professor and Dean, Faculty of Nursing,
Toho University

Consent Form for Research

I have been fully informed about the research titled “Effect of integrated breastfeeding and
weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi” and consented as follows.
I agree to participate in the research voluntary.
□ Background and Purpose of the research
□ Methods of the research (Duration, Target areas, Participants and Procedures)
□ Contents of the research
□ Contents of the request to nurses
□ Ethical considerations
□ Fairness
□ Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
□ Confidentiality and Protecting privacy, Data security
□ Risks and Benefits of participation
□ Sharing the results
□ Contact of the research

Date:
Name:
Signature:

Signature of researcher:
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:
Local phone number:
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母親用同意書

Prof. Keiko Ideno, RN, PhD
Professor and Dean, Faculty of Nursing,
Toho University

Consent Form for Research
I have been fully informed about the research titled “Effect of integrated breastfeeding and
weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi” and consented as follows.
I agree to participate in the research voluntary.
□
□
□
□
□

Background and Purpose of the research
Methods of the research (Duration, Target areas, Participants and Procedures)
Contents of the research
Contents of the request to participants
Ethical considerations
□ Fairness
□ Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
□ Confidentiality and Protecting privacy, Data security
□ Risks and Benefits of participation
□ Sharing the results
□ Contact of the research
Date:
Name of participant:
Signature of participant:
If a participant were under the age of 18, a proxy needs to sign in the followings.
Date:
Name of proxy:
Signature of proxy:

Signature of researcher:
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:
Local phone number:
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看護師用撤回書

Prof. Keiko Ideno, RN, PhD
Professor and Dean, Faculty of Nursing,
Toho University, Japan

Refusal of Research Cooperation

Although I consented to participate in the research titled “Effect of integrated breastfeeding
and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”, I hereby inform you
that I withdrawal from the research.

Date:
Name:
Signature:

Signature of researcher:

(Researcher) Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:
Local phone number:
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母親/代諾者用撤回書

Prof. Keiko Ideno, RN, PhD
Professor and Dean, Fa culty of Nursing,
Toho University, Japan

Refusal of Research Cooperation

Although I consented to participate in the research titled “Effect of integrated breastfeeding
and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”, I hereby inform you
that I withdrawal from the research.

Date:
Name of participant:
Signature of participant:

If a participant were under the age of 18, a proxy needs to sign in the followings.
Date:
Name of proxy:
Signature of proxy:

Signature of researcher:

(Researcher) Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:
Local phone number:
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研究協力者募集用ポスター
Date:

,

2017

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. Now I work on research to find a way to improve child malnutrition and I would like to request
you to cooperate in a research titled “Effect of integrated breastfeeding and weaning education
program by nurses for mothers in rural Malawi”.
Purpose:
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
Participants:
We are looking for 35 participants who are 1) woman who has a normal pregnancy process
and/or she also has a new born baby who is in good health, 2) woman who enable to communicate in
local language or English, 3) woman who enable to take part in the under 5 clinics for 6 months.
However, 3) woman who has an abnormal pregnancy process and/or she has a new born baby who is
not in good health, 4) woman who is a HIV positive person is excluded. If we had a sufficient number of
participants, we will stop recruiting at that point.
Duration and Place: From August, 2017 to January, 2018, at

Health Center,

Requests:
We would like to request you 1) to participate in six education sessions and 2) to answer the
questionnaire survey twice which takes about 20 minutes to answer. Session 1 (Individual education) is
conducted at maternity ward when you are in hospital for delivery and Session 2-6 (Group education)
are carried out at out-patient ward when you participate in the under-five clinics. In case of group
education, you are divided into three small groups to promote your learning.
Ethical considerations:
Your participation in the research is entirely voluntary and you have a right to interrupt or withdraw
from the research at any point of time without giving any reasons. All information getting through the
research is completely confidential and the research team never shares your personal information to
anyone outside the research members. You are requested to use your private time to cooperate to the
questionnaire survey and participate in the education program but you receive two ball-point pens as
an incentive for the questionnaire survey and you are able to learn on optimal child feeding practices.
There is no possibility to harm your health and life. The results of research will be published to share
with other interested persons.
Contacts: If you have any questions about the research, please contact the following numbers at any
time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

If you are interested in the research, please call the above numbers or talk to the interpreters at

the health center. Your cooperation is greatly appreciated. Thank you very much.
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統合プログラム群母親用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

,

2017

To：Participants in the group of breastfeeding and weaning education program
(Health center A and Health center B)

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to cooperate in a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1. Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
2. Duration
From August, 2017 to January, 2018
3. Participants
The participants are mothers who are in targeted health centers for delivery. The number of
mothers I would like to recruit in the research is 35. If a researcher had a sufficient number of
participants, she stops recruiting participants at that point. If a mother were under the age of 18 years,
the researcher asks her proxy about a research cooperation to protect her right. The participant is 1) a
woman who has a normal pregnancy process and/or she also has a new born baby who is in good
health, 2) a woman who enables to communicate in local language or English, 3) a woman who
enables to take part in the under-five clinics for six months. However, 1) a woman who has an abnormal
pregnancy process and/or she has a new born baby who is not in good health and 2) a woman who is a
HIV positive person is excluded.
4. Requests
I would like to request you 1) to participate in a Breastfeeding and Weaning Education Program
(BWEP) and 2) to cooperate in a questionnaire survey twice which takes 20 minutes to answer. The
BWEP is composed by six sessions with 15-minute session in terms of breastfeeding for three times
and 45-minute session in terms of breastfeeding and complementary feeding for three times. Session 1
(Individual education) is conducted at maternity ward when you are in hospital for delivery and Session
2-6 (Group education) are carried out at out-patient ward when you participate in the under-five clinics.
In case of group education, you are divided into three small groups to promote your learning and you
are asked to take part in those sessions for the first six months.
5. Procedure
If you agreed to cooperate in the research, you step the following procedures.
1) You are asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) when you are in hospital for
delivery.
2) You are requested to participate in six health education sessions of the BWEP.
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(1) The 1st session is 15-minute individual session learning on breastfeeding at maternity ward.
(2) The 2nd- 3rd session is 15-minute group session learning on breastfeeding at out-patient ward.
(3) The 4th-6th session is 45-minute group session is learning on breastfeeding and complementary
feeding at out-patient ward.
3) You are asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) after all sessions are
completed.
6. Ethical Considerations
1) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Your participation in the research is entirely voluntary and it is your choice whether to cooperate
or not. The choice that you made has no bearing on your life and works by taking part in the research. A
written consent is obtained from you. The research team maintains that you have a right to interrupt or
withdraw from the research at any point of time without giving any reasons even though you have
agreed to cooperate in the research before.
2) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and they never
share your information to anyone outside the research members. All questionnaire sheets are given ID
numbers instead of your name to protect your personal information and privacy. The researcher locks
up all data at a safety box in the researcher’s room and it should be kept out during five years after the
research is completed. Data is extinguished physically and magnetically not to reveal individuals after
that period.
3) Risks and Benefits of participation
The researcher requests you to share your personal information and experience during the
questionnaire survey and take part in six health education sessions of the BWEP. If you feel bad during
the survey and the BWEP, you enable to take a rest at any time and the research team takes care of
you properly. Through the BWEP, you have a chance to learn on optimal breastfeeding and
complementary feeding practices and also get two ball-point pens as an incentive for your cooperation
after you cooperate to the questionnaire survey.
4) Sharing the results
You have an opportunity to know the results of this research through a feedback meeting at each
health center. After that, the researcher publishes the research results so that other interested persons
in the world may learn from this research.
7. Contact
If you have any questions about the research, please contact the following numbers at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of
Nursing, Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks
and harm. Your cooperation to the research is greatly appreciated.
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN, PhD
Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:

xli

資料 12-2

母乳プログラム群母親用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

,

2017

To：Participants in the group of breastfeeding education program
(Health center C and Health center D)

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to cooperate in a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1. Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaninng
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
2. Duration
From August, 2017 to January, 2018
3. Participants
The participants are mothers who are in targeted health centers for delivery. The number of
mothers I would like to recruit in the research is 35. If a researcher had a sufficient number of
participants, she stops recruiting participants at that point. If a mother were under the age of 18 years,
the researcher asks her proxy about a research cooperation to protect her right. The participant is 1) a
woman who has a normal pregnancy process and/or she also has a new born baby who is in good
health, 2) a woman who enables to communicate in local language or English, 3) a woman who
enables to take part in the under-five clinics for six months. However, 1) a woman who has an abnormal
pregnancy process and/or she has a new born baby who is not in good health and 2) a woman who is a
HIV positive person is excluded.
4. Requests
I would like to request you 1) to participate in a Breastfeeding Education Program (BEP) on
breastfeeding practices and 2) to cooperate in a questionnaire survey twice which takes 20 minutes to
answer. The BEP is composed by15-minute session in terms of breastfeeding for six times. Session 1
(Individual education) is conducted at maternity ward when you are in hospital for delivery and Session
2-6 (Group education) are carried out at out-patient ward when you participate in the under-five clinics.
In case of group education, you are divided into three small groups to promote your learning and you
are asked to take part in those sessions for the first six months.
5. Procedure
If you agreed to cooperate in the research, you step the following procedures.
1) You are asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) when you are in hospital for
delivery.
2) You are requested to participate in six health education sessions of the BEP.
(1) The 1st session is 15-minute individual session learning on breastfeeding at maternity ward.
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(2) The 2nd - 6th session is 15-minute group session learning on breastfeeding at out-patient ward.
3) You are asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) after all sessions are
completed.
6. Ethical Considerations
1) Fairness
During the BEP, you enable to learn on breastfeeding practice however nurses educate you about
complementary feeding practices to maintain the fairness between the group of BEP and the group of
BWEP after all sessions of the BEP are completed.
2) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Your participation in the research is entirely voluntary and it is your choice whether to cooperate
or not. The choice that you made has no bearing on your life and works by taking part in the research. A
written consent is obtained from you. The researcher maintains that you have a right to interrupt or
withdraw from the research at any point of time without giving any reasons even though you have
agreed to cooperate in the research before.
3) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and they never
share your information to anyone outside the research members. All questionnaire sheets are given ID
numbers instead of your name to protect your personal information and privacy. The researcher locks
up all data at a safety box in the researcher’s room and it should be kept out during five years after the
research is completed. Data is extinguished physically and magnetically not to reveal individuals after
that period.
4) Risks and Benefits of participation
The researcher requests you to share your personal information and experience during the
questionnaire survey and take part in six health education sessions of the BEP. If you feel bad during
the survey and the BEP, you enable to take a rest at any time and the research team takes care of you
properly. Through the BEP, you have a chance to learn on optimal breastfeeding practice and also get
two ball-point pens as an incentive for your cooperation.
5) Sharing the results
You have an opportunity to know the results of this research through a feedback meeting at each
health center. After that, the researcher publishes the research results so that other interested persons
in the world may learn from this research.
7. Contact
If you have any questions about the research, please contact the following numbers at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of
Nursing, Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks
and harm. Your cooperation to the research is greatly appreciated.
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN,
PhD, Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:
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統合プログラム群代諾者用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

,

2017

To：Proxies in the group of breastfeeding and weaning education program
(Health center A and Health center B)
(If a mother were under the age of 18 years, you are asked about the research cooperation as a proxy of mother.)

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to cooperate in a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1. Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
2. Duration
From August, 2017 to January, 2018
3. Participants
The participants are mothers who are in targeted health centers for delivery. The number of
mothers I would like to recruit in the research is 35. If a researcher had a sufficient number of
participants, she stops recruiting participants at that point. If a mother were under the age of 18 years,
the researcher asks her proxy about a research cooperation to protect her right. The participant is 1) a
woman who has a normal pregnancy process and/or she also has a new born baby who is in good
health, 2) a woman who enables to communicate in local language or English, 3) a woman who
enables to take part in the under-five clinics for six months. However, 1) a woman who has an abnormal
pregnancy process and/or she has a new born baby who is not in good health and 2) a woman who is a
HIV positive person is excluded.
4. Requests
I would like to request you 1) to participate in a Breastfeeding and Weaning Education Program
(BWEP) and 2) to cooperate in a questionnaire survey twice which takes 20 minutes to answer. The
BWEP is composed by six sessions with 15-minute session in terms of breastfeeding for three times
and 45-minute session in terms of breastfeeding and complementary feeding for three times. Session 1
(Individual education) is conducted at maternity ward when you are in hospital for delivery and Session
2-6 (Group education) are carried out at out-patient ward when you participate in the under-five clinics.
In case of group education, you are divided into three small groups to promote your learning and you
are asked to take part in those sessions for the first six months.
5. Procedure
If you agreed that mother enable to cooperate in the research, she steps the following
procedures.
1) Mother is asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) when she is in hospital for
delivery.
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2) Mother is requested to participate in six health education sessions of the BWEP.
(1) The 1st session is 15-minute individual session learning on breastfeeding at maternity ward.
(2) The 2nd - 3rd session is 15-minute group session learning on breastfeeding at out-patient ward.
(3) The 4th- 6th session is 45-minute group session learning on breastfeeding and complementary
feeding at out-patient ward.
3) Mother is asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) after all sessions are
completed.
6. Ethical Considerations
1) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Her participation in the research is entirely voluntary and it is your and her choice whether to
cooperate or not. The choice that you made has no bearing on her life and works by taking part in the
research. A written consent is obtained from you and/or her. The researcher maintains that you have a
right to interrupt or withdraw from the research at any point of time without giving any reasons even
though you have agreed to cooperate in the research before.
2) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and they never
share her information to anyone outside the research members. All questionnaire sheets are given ID
numbers instead of her name to protect her personal information and privacy. The researcher locks up
all data at a safety box in the researcher’s room and it should be kept out during five years after the
research is completed. Data is extinguished physically and magnetically not to reveal individuals after
that period.
3) Risks and Benefits of participation
The researcher requests her to share her personal information and experience during the
questionnaire survey and take part in six health education sessions of the BWEP. If she feels bad
during the survey and the BWEP, she enables to take a rest at any time and the research team takes
care of her properly. Through the BWEP, she has a chance to learn on optimal breastfeeding and
complementary feeding practices and also gets two ball-point pens as an incentive for her cooperation.
4) Sharing the results
You have an opportunity to know the results of this research through a feedback meeting at each
health center. After that, the researcher publishes the research results so that other interested persons
in the world may learn from this research.
7. Contact
If you have any questions about the research, please contact the following numbers at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of Nursing,
Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks and harm.
Your cooperation to the research is greatly appreciated.
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN, PhD
Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:
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母乳プログラム群代諾者用依頼書
Faculty of Nursing, Toho University
4-16-20, Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015, JAPAN
Date:

,

2017

To：Proxies in the group of breastfeeding education program
(Health center C and Health center D)
(If a mother were under the age of 18 years, you are asked about the research cooperation as a proxy of mother.)

Request for Research Cooperation
My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing, Toho University,
Japan. When I worked at the health center in rural Malawi from 2007 to 2009 and from 2013 to 2014, I
realized that many infants and young children suffered from nutritional deficiencies as a result of high
child mortality rate. Based on such experiences in this country, I work on research to find a way to
improve child malnutrition. Now I would like to request you to cooperate in a research titled “Effect of
integrated breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.
1. Purpose
The purpose of this research is to investigate the effect of integrated breastfeeding and weaning
education program by nurses for mothers in rural Malawi for promoting optimal child feeding practices
among mothers and improving child health.
2. Duration
From August, 2017 to January, 2018
3. Participants
The participants are mothers who are in targeted health centers for delivery. The number of
mothers I would like to recruit in the research is 35. If a researcher had a sufficient number of
participants, she stops recruiting participants at that point. If a mother were under the age of 18 years,
the researcher asks her proxy about a research cooperation to protect her right. The participant is 1) a
woman who has a normal pregnancy process and/or she also has a new born baby who is in good
health, 2) a woman who enables to communicate in local language or English, 3) a woman who
enables to take part in the under-five clinics for six months. However, 1) a woman who has an abnormal
pregnancy process and/or she has a new born baby who is not in good health and 2) a woman who is a
HIV positive person is excluded.
4. Requests
I would like to request you 1) to participate in a Breastfeeding Education Program (BEP) on
breastfeeding practices and 2) to cooperate in a questionnaire survey twice which takes 20 minutes to
answer. The BEP is composed by15-minute session in terms of breastfeeding for six times. Session 1
(Individual education) is conducted at maternity ward when you are in hospital for delivery and Session
2-6 (Group education) are carried out at out-patient ward when you participate in the under-five clinics.
In case of group education, you are divided into three small groups to promote your learning and you
are asked to take part in those sessions for the first six months.
5. Procedure
If you agreed that mother enable to cooperate in the research, she steps the following
procedures.
1) Mother is asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) when she is in hospital for
delivery.
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2) Mother is requested to participate in six health education sessions of the BEP.
(1) The 1st session is 15-minute individual session learning on breastfeeding at maternity ward.
(2) The 2nd-6th session is 15-minute group session learning on breastfeeding at out-patient ward.
3) Mother is asked to cooperate in a questionnaire survey (20 minutes) after all sessions are
completed.
6. Ethical Considerations
1) Fairness
During the BEP, she enables to learn on breastfeeding practice however nurses educate her on
complementary feeding practice to maintain the fairness between the group of BEP and the group of
BWEP after all sessions of the BEP are completed.
2) Voluntary participation and Right to refuse or withdraw
Her participation in the research is entirely voluntary and it is your and her choice whether to
cooperate or not. The choice that you made has no bearing on her life and works by taking part in the
research. A written consent is obtained from you and/or her. The researcher maintains that you have a
right to interrupt or withdraw from the research at any point of time without giving any reasons even
though you have agreed to cooperate in the research before.
3) Confidentiality and Protecting privacy
All information getting through the research is completely confidential. The researcher explains
confidentiality and obligation to keep official secrets to all supervisors and interpreters and they never
share her information to anyone outside the research members. All questionnaire sheets are given ID
numbers instead of her name to protect her personal information and privacy. The researcher locks up
all data at a safety box in the researcher’s room and it should be kept out during five years after the
research is completed. Data is extinguished physically and magnetically not to reveal individuals after
that period.
4) Risks and Benefits of participation
The researcher requests her to share her personal information and experience during the
questionnaire survey and take part in six health education sessions of the BEP. If she feels bad during
the survey and the BEP, she enables to take a rest at any time and the research team takes care of her
properly. Through the BEP, she has a chance to learn on optimal breastfeeding practice and also gets
two ball-point pens as an incentive for her cooperation.
5) Sharing the results
You have an opportunity to know the results of this research through a feedback meeting at each
health center. After that, the researcher publishes the research results so that other interested persons
in the world may learn from this research.
7. Contact
If you have any questions about the research, please contact the following numbers at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

This proposal has been examined and approved by Research ethics committee, Faculty of Nursing,
Toho University, which task is to make sure that all participants are protected from any risks and harm.
Your cooperation to the research is greatly appreciated.
(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

(Supervisor)

Dr. Mari KONDO SATO, RN, PhD, Professor, Toho University, Tokyo, Japan
Email:
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資料 13

報告会用ポスター
Date:

,

2018

Notice

Hello, everyone. My name is Yoko Yamamoto. I am a PhD candidate at the Faculty of Nursing,
Toho University, Japan. Last year, I have worked on research titled “Effect of integrated breastfeeding
and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi” at this health center and I would
like to feedback you the results of research.

Purpose:
The purpose of the meeting is to feedback you the results of research titled “Effect of integrated
breastfeeding and weaning education program by nurses for mothers in rural Malawi”.

Date and Place:
Date:

, 2018

Time:
Place: Meeting room at

Health Center,

Contacts:
If you have any questions about the research, please contact the following numbers at any time.
Position

Name

Local contact number

Researcher

Ms. Yoko YAMAMOTO

●●●●●●●●●●●●●●

Interpreter

Ms.

●●●●●●●●●●●●●●

(Researcher)

Yoko YAMAMOTO, RN, PHN, MPH
PhD candidate, Graduate school of Nursing, Toho University, Japan
Email:

Thank you very much
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