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母子関係の確立など，カンガルーケ
アの効果は広く認識され，わが国の
NICUでも「ケア」として実施され
るようになりました．しかしながら，
「いつから始めることができるのか」
「どのくらいの時間なら大丈夫なの
か」など，効果や安全性と実践への
疑問に答えることができる統一され
た見解は見あたりませんでした．こ
の度，科学的根拠に基づき，総意形
成法を用いたガイドラインが作成さ
れました．4回にわたり，わが国の
診療現場に即したこのガイドライン
の概要を紹介します．

科学的根拠に基づき
総意形成法を用いた
新しいガイドライン
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はじめに

　カンガルーケアは1978年に南米コロンビアの首都ボゴダで保育器不足への対策から生

まれ，効果が見られたことから文字通り「ケア」として世界的に注目を集めるようになり

ました．

　一方，日本のカンガルーケアはNICUで阻害されている母子（親子）関係を何とか支援

したいという情熱からスタートし，全国の新生児科医師，看護師，助産師の賛同を得て普

及してきました．

　日本におけるカンガルーケアは救命のために必須とされるものではありません．カンガ

ルーケアを行う目的が母子（親子）関係の強化や確立である以上，児にとって安全である

ことが何よりも求められます．私たちはカンガルーケアが多くの実りをもたらしてくれる

ことを実感しており，この素晴らしいケアを大切に育てていきたいと考えています．

　今回，カンガルーケアの効果と安全性に関する世界的な知見を参考にしながら，わが国

の診療現場に則したガイドラインの作成を試みる機会を得ましたので，「ガイドライン作成

の流れ」「トピック1」「トピック2」「トピック3」の4回に分けて報告します．

◆
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　ガイドライン作成プロセスの全般的な流れを

図 1 に示します．

クリニカル・クエスチョンの策定
　ガイドラインでは，日本で行われているカン

ガルーケアのあり方を系統的に検討し，正期産

児と早産児・低出生体重児，あるいは全身状態

が安定している時期の介入・まだ不安定な時期

の介入という形で分類し，もれのないような形

で考察しました（表）．

　ただし，安定した時期の正期産児へのカンガ

ルーケアはすでに効果・安全性の面で問題のな

いことが明らかになっており，「医療的ケア」

とは考えられないため，残りの項目を 3 つのト

ピックに分け，3 つのクリニカル・クエスチョ

ンを検討することになりました．

ト	ピック 1：全身状態のある程度落ち着いた低

出生体重児に対して 24 時間継続して実施す

るカンガルーケアは安全かつ有効か．

◆

ト	ピック 2：集中治療下の，状態のまだ安定し

ていない早産児・低出生体重児に対するカン

ガルーケアは安全かつ有効か．

ト	ピック 3：健康な正期産児に出生直後に実施

するカンガルーケア（skin to skin contact：

肌と肌との接触と呼ばれることもあります

が，本ガイドラインではこのケアもカンガル

ーケアと称します）は安全かつ有効か．

文献検索
　文献の検索式は「Kangaroo care」といった

ようなキーワードを中心に策定し，Cochrane 

Library，Medline，EMBASE，PsychINFO と

いった医療系データベースを検索しました．ま

た，ガイドライン作成メンバーの人的ネットワ

ークにより，まだ発行されていない研究などが

あれば，それらも含めて検討することにしまし

た．

　検索範囲の文献は，システマティック・レビ

◆

ガイドライン作成の流れ

図1　カンガルーケア・ガイドライン作成プロセス

クリニカル・クエスチョンの策定
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ューおよびランダム化比較試験としました．検

索は 2005 年 1 月 25 日に行い，以後，必要に応

じて継続的に検索を実施しました．

文献選択・批判的吟味・「科学的
根拠のまとめ」と仮推奨の策定

　検索した文献は，3 つのクリニカル・クエス

チョンごとに批判的吟味を行い，それぞれの担

当者と全体の担当者の協議により，採用を決め

◆

ました．

　科学的根拠のレベルには，図 2 の基準を用い

ました．また，採用した研究は，それぞれのク

リニカル・クエスチョンごとに得られた研究の

中で最も科学的根拠のレベルが強いものとしま

した．さらに，得られた科学的根拠はエビデン

ステーブル（構造化抄録）の形にデータを抽出

しました．

　最後に，構造化抄録に従い，「科学的根拠の

まだ不安定な時期 全身状態が安定している時期

正期産児
トピック 3（クリニカル・クエスチョン3）
正常出産で，出生直後の児

（この範囲の児に対するカンガルーケアは十分な
科学的根拠がすでに存在するので，今回は対象外）

早産児
低出生体重児

トピック 2（クリニカル・クエスチョン2）
集中治療下（NICU）で，酸素投与や輸液療法を
受けていて，クベースに入っている児

トピック 1（クリニカル・クエスチョン1）
NICUを卒業し（GCUに入院中の），無呼吸発作
や酸素療法から脱した，バイタルサインの安定し
た児

表　ガイドラインで検討したカンガルーケアの範囲

研究デザインと質
非常に質が高く，その
まま利用可能な研究

利用可能だが，少し注
意が必要な研究

質やその他の理由で利
用不可能な研究

ランダム化比較試験あるいはランダム化
比較試験のシステマティック・レビュー

1＋＋ 1＋ 1－

非ランダム化比較試験あるいはそれ以外
の観察研究

2＋＋ 2＋ 2－

症例報告あるいは学会などからの専門家
意見

3＋＋ 3＋ 3－

根拠の強さ

根拠の強さ 推奨グレード

　1＋＋ A

1＋　　2＋＋　　2＋ B

　3＋＋　　3＋ C

研究の根拠の強さが「－」の場合は推奨策定の上では参考にしない．

推奨グレード

図2　根拠の強さと推奨グレード（森　臨太郎作成）
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まとめ」を作成しました．

　医療経済面に言及した研究があれば，その質

も検討することとしましたが，適切な医療経済

的研究がなければガイドライン作成メンバーや

ガイドライン評価メンバーにおいて，それぞれ

の専門的知見から医療経済的検討を行いまし

た．

　以上の科学的根拠をもとに，ガイドライン作

成メンバーにて仮推奨を策定しました．

デルフィ変法による総意形成・パ
ブリックオピニオンの募集

　より広く受け入れられる推奨を策定するため

に，今回のガイドライン作成では策定した仮推

奨をもとに，客観的な総意形成法の一つ「デル

フィ変法」を用いることにしました．

　客観的な総意形成法は，科学的根拠が十分で

なかったり相反する根拠があるために，誰もが

納得できるような結論が得にくい事柄を検討す

る際に用いられます．これらの手法は，評価者

の匿名性が保たれる状況で，評価者間で評価内

容のフィードバックが行われ，繰り返し検討が

可能であり，結果がわかりやすい数値で示され

る，といった特徴を持つため，近年，保健医療

分野でも広く利用されるようになってきまし

た 1）．

　また，より客観的，無作為に評価するために，

ガイドラインを作成したメンバーとは別に，ガ

イドラインを評価するためのメンバーを公募し

ました．新生児や周産期医療関係のメーリング

リストや公開ウェブサイトなどを通じて広く呼

びかけ，ガイドライン作成の趣旨に賛同した上

◆

で「赤ちゃんが中心であるケア（child-centred 

care）」の実現を考えてくださる方を募りまし

た．最終的には，居住地域，年齢，性別，職種

などを考慮した 12 名の方々（一般・患者代表，

新生児科医師，小児科医師，産婦人科医師，助

産師，看護師，心理の専門家，医療安全の専門

家）にガイドライン評価メンバーとなっていた

だきました．

　まず，この 12 名の評価メンバーにおのおの

の知識や経験に基づいて 3 つの仮推奨への賛成

度を 1 から 9 までの数値で付けてもらいました

（数値が大きいほど賛成度が高いことを示す）．

評価メンバーへのデルフィ変法の説明には図 3

のようなスライドを使用しました．評価メンバ

ーとの連絡はガイドライン作成メンバーの担当

者が電子メールまたは郵便にて行いました．

　その後，第 11 回カンガルーケアミーティン

グ（2008 年 5 月，浜松にて開催）の場を利用

して，公開の形で，科学的根拠と適切な推奨に

ついて議論するワークショップを開催しまし

た．ワークショップ後に，再度，評価メンバー

に賛成度を数値化してもらい，それを受け作成

メンバーが仮推奨を修正しました．賛成度の中

央値が 7 以上あるいはそれ以上であっても課題

があると考えられた仮推奨においては，総意形

成と考えるに至るまで賛成度の投票と仮推奨の

修正を繰り返すこととし，結果的に各トピック

とも，計 3 回，仮推奨の評価と修正を繰り返し，

意見の集約を図りました．

　また同時に，作成中の仮推奨をメーリングリ

ストやホームページで公開し，全国からより広

くパブリックオピニオンを募集し，いただいた
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賛成度

□ 賛成度は1から9まで

　□ 1 ～ 3　反対

　□ 4 ～ 6　中間

　□ 7 ～ 9　賛成

□ 科学的根拠をよく理解した上で考えてください．

□ 効果と安全面両方を考え，専門家として責任持

　って決断してください．

□ 推奨の変更案などコメントを積極的にお寄せく

　ださい．

たとえば
仮推奨
リスクのない，あるいは非常に低い出産において，出産後お

母さんと赤ちゃんは同じ部屋に入るべきである．

賛成度
あなたの立場から，効果と安全面とを考慮した上で，上記の

仮推奨に関して，賛成する強さを1から9までの中で示して

ください．

　　強く反対　1 2 3 4 5 6 7 8 9　強く賛成

コメント
母児同室に関しては科学的根拠が強いと言えないが，母乳を

はじめ，母児双方の健康に効果があり，リスクの低い出産の

場合には，安全面に関するリスクは低く，強く勧められるべき．

図3　デルフィ変法の説明スライド

意見も同時に上記の話し合いにおいて検討しま

した（これらの過程の細かな経緯は，各トピッ

クの記載をご覧ください）． 

おわりに
　今回私たちは，システマティック・レビュー

による科学的根拠に基づき，患者家族を含む多

分野の関係者の参加を得て，客観的総意形成法

◆

により，わが国の診療現場に則した「カンガル

ーケア」のガイドラインの作成を試みました．

　ガイドライン推奨文の繰り返しになります

が，このガイドラインは決して守らなければな

らない規則ではありません．安全で有効なカン

ガルーケアを行うために，日本の多くの方々に

利用していただきながら，使いやすいように育

て上げていく道具です．

　「ガイドライン」の語は，「医療者と患者とが

特定の臨床状況で適切な決断を下せるよう支援

する目的で体系的な方法に則って作成された文

書」と定義されています 2）．科学的根拠に基づ

いた医療・ケアはしばしば図 4 のような概念図

で示されます 3）．今回のガイドライン作成の試

みでは，最初に科学的根拠のまとめを作成する

ことで，左上の丸印の位置を決め，デルフィ変

法やパブリックオピニオンを得ながら総意形成

を得ることで右上の丸印の大枠が今の日本の現

状でどのあたりにあるかを示しました．中央下

の丸印は各地域・施設の状況ごとに異なります

科学的根拠
Evidence

価値観・好み
Values

資源・環境
Resources

図4　科学的根拠に基づいた医療・ケア
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ので一義的に決めることはできませんが，今回

のガイドラインを通読することで，現時点にお

いてわが国でカンガルーケアに関してより安全

で有効なケアを行うための概観（3 つの丸印が

交わる範囲）をご理解いただけるかと思います．

　今後は，本ガイドラインがより広く知られる

ようになり，世界各地で一般化しつつあるもの

の依然誤解されている部分も多いカンガルーケ

アが，より安全で効果的に行われる一助となれ

ばと考えます．

　なお，このガイドラインは 5 年をめどに改訂

される予定ですが，それまでに大規模な研究が

行われ推奨が変わる可能性が高くなった場合に

は，それより早い時期であっても改訂を検討す

る予定です．また今回のガイドラインには含ま

れていませんが，日本の臨床現場でしばしば散

見される帝王切開中のカンガルーケアや自宅分

娩時，バックトランスファー時など医療施設外

での搬送時のカンガルーケアなどについても，

新たな臨床研究が行われ科学的根拠が集積され

てきた場合には，追記を検討できればと考えて

います．

　最後に，今回は新生児科医師を中心とする有

志のメンバーで作成されたカンガルーケアのガ

イドラインですが，次回の改訂時は，看護師，

助産師，産科医師，そして患者家族や一般市民，

メディアなどの方々も含めた幅広い関係者が作

成メンバーとして集うことを期待して，本稿を

閉じたいと思います．

※ カンガルーケア・ガイドラインおよび第 11

回カンガルーケアミーティングの詳細につい

ては以下のウェブページをご覧ください．

　 http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/hama/

guide/kcm/under/kcm_c.htm

1）	 Jones,	J.	et	al.	Consensus	methods	for	medical	and	health	services	research.	BMJ.	311（7001）,	1995,	
376-80.

2）	 福井次矢ほか編．Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007．東京，医学書院，2007，68p．
3）	 Muir	Gray,	JA.	 “Evidence-based	healthcare”.	Evidence-Based	Healthcare.	2nd	ed.	Edinburgh,	Churchill	

Livingstone,	2001,	11p．
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＊ガイドライン推奨文＊

はじめに
　カンガルーケアは 1978 年に南米コロンビアの首都ボゴダで保育器不足への対策から生まれ，効

果が見られたことから文字通り「ケア」として世界的に注目を集めるようになりました．一方，日

本のカンガルーケアは NICU で阻害されている母子（親子）関係を何とか支援したいという聖マリ

アンナ医科大学の堀内先生たちの情熱からスタートし，全国の新生児科医師，看護師，助産師の賛

同を得て普及しました．

　日本ではカンガルーケアは救命のために必須のものではありません．目的が母子関係の強化，確

立である以上，児にとって安全であることが何よりも求められます．

　私たちはカンガルーケアが多くの実りをもたらしてくれることを実感しており，この素晴らしい

ケアを大切に育てていきたいと考えています．

　カンガルーケアの効果と安全性に関する世界的な知見を参考にしながら，わが国の診療現場に受

け入れられるガイドラインを作ろうというのがこの試みの趣旨です．

　今回提示させていただくガイドラインは決して守らなければいけない規則ではありません．安全

で有効なカンガルーケアを行うために皆様に利用していただきながら使いやすいように育て上げて

いく道具です．

　今後も皆様からのフィードバックをいただきながら，適宜内容が変化していくものであることを

ご理解ください．

カンガルーケア・ガイドライン　ワーキンググループ一同

カンガルーケアを行うにあたって：前提条件
　カンガルーケア（直

じかはだ

肌の抱っこ）を薦める際には，どのような場面でもご家族の心理的社会的な

支援を整えることも含めて行ってください．また，実施に先立ちご家族に情報提供を十分に行い，

ケア実施の希望を確認してください．

　時にご家族の考えと医療スタッフの考えがうまく一致しないことがあるかもしれませんが，「赤

ちゃんが中心である child-centred care」という原則をいつでも忘れずに行動しましょう．

　ケアの実施にあたっては，直接のケアの時間内だけでなく，ケアの前後数時間を含めて安全面に

最大限の配慮を行ってください．

　これらの条件が十分に守られないときは，形だけのカンガルーケアになってしまい本来の効果を

期待できない恐れがあります．

　まずはカンガルーケアを行う環境づくりから始めてみましょう．
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全身状態が落ち着いた低出生体重児に対する
「カンガルーケア」

全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児※注1 には，まず母子同室を行っ
た上で，できる限り 24 時間継続した※注2 カンガルーケアを実施することが
薦められる．………………………………………………………………  
※注 1	 ここでは体重が 2,500g 未満の児で，バイタルサイン（体温，呼吸数，脈拍数など）が安定していて，原発

性の無呼吸（呼吸中枢の未熟性による無呼吸）がない，または治療済みの場合を指します．
※注 2	 できるだけ長時間，できるだけ中断なく実施することが望まれます．

【推奨グレードＡ】【推奨グレードＡ】

集中治療下にある児に対する一時的な 
「カンガルーケア」

集中治療下※注3 にある児へのカンガルーケアは，体温・酸素飽和度などのモ
ニタリングで安全性を確保し，児の経過・全身状態から適応を入念に評価
する※注4 必要がある．さらにご家族の心理面に十分に配慮する環境が得られ
た場合※注5，実施を考慮する． …………………………………………  
※注 3	 超急性期は除く．人工呼吸管理下を含むか否かは，各施設の状況に合わせ，あらかじめ医療スタッフ内で十

分な意思統一が必須です．
※注 4	 カンガルーケア実施中のみならず，前後数時間の状態，移動中も含めて児の状態を評価することが必要です．

特に実施後の状態変化には注意を要します．
※注 5	 ご家族の心の準備が十分にできていない状態でのカンガルーケアは不安を増大することがあるので注意を要

します．

【推奨グレードB】【推奨グレードB】

正期産児に出生直後に行う 
「カンガルーケア」

健康な正期産児には，ご家族に対する十分な事前説明と，機械を用いたモ
ニタリングおよび新生児蘇生に熟練した医療者による観察など安全性を確
保※注6 した上で，出生後できるだけ早期にできるだけ長く※注7，ご家族（特
に母親）とカンガルーケアを実施することが薦められる．
                                        ……………………………………………  
※注 6	 今後さらなる研究，基準の策定が必要です．
※注 7	 出生後 30分以内から，出生後少なくとも最初の 2時間，または最初の授乳が終わるまで，カンガルーケア

を続ける支援をすることが望まれます．

【推奨グレードB】【推奨グレードB】

＊推奨グレードは，根拠になる情報の確かさや強さに基づいて付けられたものであり，その推奨の重要度を示すものではありません．
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全身状態が落ち着いた低出生体重児に
対する「カンガルーケア」

1

全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児※注1に
は，まず母子同室を行った上で，できる限り 24時
間継続した※注2カンガルーケアを実施することが薦
められる．

※注 1	 ここでは体重が 2,500g 未満の児で，バイタルサイン（体温，呼吸数，脈拍数など）
が安定していて，原発性の無呼吸（呼吸中枢の未熟性による無呼吸）がない，ま
たは治療済みの場合を指します．

※注 2	 できるだけ長時間，できるだけ中断なく実施することが望まれます．

【推奨グレードＡ】

1  大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　　　　　　　2  大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部
3  聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　　　4  倉敷中央病院総合周産期母子医療センター
5  京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学　　　　　

科学的根拠に基づき
総意形成法を用いた
新しいガイドライン

永井周子	1，5	 森　臨太郎	2	 大木　茂	3	

白井憲司	3	 西澤和子	1	 渡部晋一 4

今回私たちは，システマティック・
レビューによる科学的根拠に基づ
き，患者家族を含む多分野の関係
者の参加を得て，客観的総意形成
法により，わが国の診療現場に則
した「カンガルーケア」のガイド
ラインの作成を試みました．
本稿では，このガイドラインで検
討した3つのトピックの一つ，「全
身状態がある程度落ち着いた低出
生体重児に対して24時間継続し
て実施するカンガルーケア」の詳
細について紹介します．

NICU を卒業し，無呼吸発作や酸素療法のない（もしくは終了した）安定した状態で GCU に入院してい
る低出生体重児や早産児が対象

＊推奨グレード A：根拠となった研究のデザインは信頼性が高く，研究の質も非常に高く，そのまま利用可能なものでした．
　推奨グレードは，根拠になる情報の確かさや強さに基づいて付けられたものであり，その推奨の重要度を示すものではありません．

�
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背　景
　カンガルーケアは，1978 年に，保育器が不

足していた南米コロンビアの首都ボゴタで始ま

り，その後，徐々に世界中に広がりました 1）．

コロンビアを含む新生児死亡率の高い国々で

は，カンガルーケアのパッケージ：① 24 時間，

いつでもどこでも，継続してカンガルーケアの

体勢（母親や父親などの胸の間に児を立位で抱

き，肌と肌とを直接触れ合わせた体勢で行う抱

っこ），②随時，母乳育児，③早期退院し，家

庭でもカンガルーケアを継続（食事，家事，就

寝時もカンガルーケアを継続）が推進されてき

◆ ました 2）．一方，日本を含む新生児死亡率の低

い国々では，低出生体重児は十分成育するまで

保育器内で管理され，親と子の肌と肌との触れ

合い（skin to skin contact）は，物理的にも時

間的にも制限されてきました．

　このような折，2006 年に，新生児死亡率が

日本と同じくらい低い値であるスウェーデンか

ら，全身状態がある程度落ち着いた低出生体重

児に対し 24 時間継続して行うカンガルーケア

を導入したところ，母子（家族）関係に良好な

効果が得られつつあることが報告され 3），新生

児死亡率の高い国，低い国の双方から大きな関

【エビデンス：根拠】

10

著者
発表年

デザイン
実施国
設定

対　象 介　入 割　付 主な結果

Sloan
1994

RCT
単施設

エクアドル
都市部病院

出生体重
　<2,000g
単胎
疾患なし
安定している

24時間の皮膚接触
完全母乳育児

300 人の新生児をラ
ンダム化
・カンガルーケア群
　140人
・�保育器・温めたコッ
ト群160人

研究の早期終了
・�生後 6ヵ月時の重症疾患の
減少（RR；0.30，95% CI�
；0.14～ 0.67）
・�生後 6ヵ月時の下気道感染
症の減少（RR；0.37，95%�
CI；0.15～ 0.89）

Charpak
1997

RCT
単施設

コロンビア
都市部病院
（3次）

出生体重
　<2,001g
母，家族にやる
気あり

24時間の皮膚接触
完全母乳育児
早期退院・フォロー

777 人の新生児をラ
ンダム化
・カンガルーケア群
　382人
・既存ケア群364人
割付後除外31人

修正 41週時の院内感染の減
少（RR；0.49，95 % CI；�
0.25～ 0.93）

Cattaneo
1998

RCT
多施設

エチオピア
インドネシア
メキシコ
都市部病院

出生体重 1,000
　～1,999g
週数制限なし
酸素投与・輸液
なし
母にやる気あり

24時間の皮膚接触
完全母乳育児

463 人の新生児をラ
ンダム化
・カンガルーケア群
　149人
・�保育器・温めたコッ
ト群136人
割付後除外178人

・�退院時に完全母乳でない割
合の減少（RR；0.41，95%�
CI；0.25～ 0.68）
・�退院時までの体重増加が良
好（WMD：3.6g/日，95%�
CI；0.78～ 6.42）
・�ケアに対する母親の不満足
割 合 が低い（RR；0.41，
95% CI；0.22～ 0.75）

表　ガイドライン作成の際に参考とした科学的根拠 4）で分析された3件の研究

RCT＝ randomised�controlled�trial（ランダム化比較試験）のこと



ⓒ カンガルーケア・ガイドライン　ワーキンググループ／ Neonatal Care

心が寄せられています．

科学的根拠の詳細
24 時間継続して行うカンガルーケアの
安全性と有効性

　24 時間継続したカンガルーケアの実施群と

既存のケア（保育器やコットでのケア）群とを

比較した研究（ランダム化比較試験）をまとめ

て検討しなおした研究（システマティック・レ

ビュー）によると，新生児死亡率の高い国から

発表された 3 件の研究の 1,362 人分のデータが

分析の対象となりました 4）（表）．

・�安全性：24 時間継続して行うカンガルーケ

ア実施群，既存のケア群とも，深刻な有害事

象の報告は見られませんでした．

・��有効性：24 時間継続して行うカンガルーケ

ア実施群は，既存のケア群と比べ，院内感染

や肺炎，敗血症などの重症疾患にかかりにく

く，退院時の完全母乳育児の割合や，ケアに

対する母親の満足感は高いことが示されまし

た．また，退院時までの体重増加も，24 時間

継続して行うカンガルーケア実施群のほうが

既存のケア群よりも多く見られました．ただ

し，修正 12 ヵ月時の精神運動発達は，両群

で差は見られませんでした．また死亡率につ

いても両群で違いはありませんでした．

実施対象の検討
　実施対象について比較した信頼性の高い科学

的根拠は見つかりませんでした．

　ボゴタの科学的根拠に基づいたガイドライ

ン 2）では，在胎週数にかかわらず，出生体重

が 2,500g 未満の児で，バイタルサイン（体温，

◆
●

●

呼吸数，脈拍数など）が安定していて，原発性

の無呼吸（呼吸中枢の未熟性による無呼吸）が

ない，または治療済みの場合，24 時間継続の

カンガルーケアの対象としています．また，こ

れまでの 7,000 例の経験から，体重が 2,500g に

なるころには 95％の児がカンガルーケアの体

勢を嫌がり，ケアは自然に終了になるとも述べ

られています 2）．

　スウェーデンの報告 3）では，在胎週数 32 週

を超えると多くの児は 24 時間継続のカンガル

ーケアの対象となり，軽度の呼吸障害（短期間

の CPAP，鼻カテーテルからの酸素投与など）

では治療を継続しながらのカンガルーケアが可

能とされています．

実施時間の検討
　実施時間について比較した信頼性の高い科学

的根拠は見つかりませんでした．

　WHO のカンガルーケアの手引き 1）では，頻

回な状況の変化は児にとってストレスが多いこ

とから，1 回の実施時間は最短でも 60 分以上，

できればオムツ交換の際以外は中断せずに肌と肌

の触れ合いの時間を持つことを薦めています．

　スウェーデンの報告 3）では，日に 1 ～ 2 時

間のカンガルーケアでは 1 日の残りの 90 ～ 95

％の時間，母子を離れ離れにしてしまうと警鐘

を鳴らし，授乳（チューブ，カップを含む），

採血，注射なども，カンガルーケアを継続しな

がら実施可能としています．

科学的根拠のまとめ
　全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児

に対して 24 時間継続して実施するカンガルー

●

◆
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仮推奨に対する評価メンバーからのフィ
ードバック【1 回目】（2008 年 5 月下旬）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 1 点か

ら 9 点までばらつき，中央値は 7 点でした（評

価は 1 ～ 9 点で行い，点数が高いほうが賛成の

度合いが強いことを意味する）．

　評価メンバーからのコメントでは，「24 時間

継続して」という表現に対し，「精神的・肉体

的に母親に負担が強すぎるのではないか ?」「睡

眠時に安全が確保できるのか ?」「日本の多く

● の施設ではハード面での制限から実施不可能で

はないか」といった意見が多々寄せられ，これ

らの不安や疑問がスコアを低くした主たる要因

だと考えられました．また，「24 時間継続」の

意図を酌んで「できる限り長時間」「できる時

間で 60 分以上」などとしたほうが現実的では

ないかとの意見も複数寄せられました．

　これらの意見を受け，作成メンバーの協議で，

仮推奨文の「24 時間継続して」の表現を「で

きる限り長時間」に変更することにしました．

全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児には，安全面に配慮した上で，24 時間継続し
てカンガルーケアを行うことが薦められる．（2008年5月上旬，根拠を元に作成メンバーが策定）

仮推奨の策定

ケアは，安全性，有効性ともに科学的根拠が認

められました．ただしこれらの根拠は新生児死

亡率の高い国から報告されたものが主であり，

新生児死亡率の低い国からの報告はあまり信頼

性の高い科学的根拠ではありませんでした．

科学的根拠から推奨へ
　全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児

に対して 24 時間継続して実施するカンガルー

ケアは，科学的根拠も認められ，その国の新生

◆

児死亡率が高いか低いかを問わず可能な限り実

施されることが望まれます．

　ただし，全身状態が落ち着いているとはいっ

ても対象が低出生体重児であること，また，新

生児死亡率が低い国からの信頼性の高い科学的

根拠の報告もいまだないことから，わが国で実

施する際には，安全面への配慮から，酸素飽和

度のモニタリングなどに留意する必要があると

思われます．

全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児には，安全面に配慮した上で，できる限り長時
間，カンガルーケアを行うことが薦められる．　　　　　　　　　　　　  （2008 年 5 月下旬）

仮推奨の修正

12

【コンセンサス：総意】
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カンガルーケアワークショップの開催
（2008 年 5 月末，浜松にて）

　ワークショップの前半では，マダガスカル，

スウェーデンで実際に 24 時間カンガルーケア

を実施している様子がスライドで紹介されまし

た．これにより「24 時間継続」して行うカン

ガルーケアに対する具体的なイメージがワーク

ショップ参加者（一般メンバー）にも伝わり，

日本での実施が非現実的なものではないという

ことが共有されたようでした．

　ワークショップの後半では，修正された仮推

奨に対し，評価メンバーを中心に，ワークショ

ップ参加者全員に公開された形でのディスカッ

ションを行いました．ここでは，「24 時間継続」

の表現を「できる限り長時間」と言い換えると

いう点に関して，賛否両論が多く寄せられまし

た．言い換えに賛成する意見としては，「より現

実的な表現である」「24 時間の負担感が減る」と

いった声が多く見られました．一方，言い換えに

反対する方々からは，「目標として 24 時間と掲

げるほうが推奨文としてふさわしい」「24 時間

とはすなわち『いつでも』カンガルーケアをご

く当たり前，普通のこととして実践することを

● 意図している」といった意見が寄せられました．

　さらに，これらの議論の流れから，現実に日

本の多くの施設で必要なのは「長時間カンガル

ーケアを継続する」というよりは，その前提と

なる「低出生体重児の母子同室の普及」ではな

いかとの意見が出ました．この点に関しても賛

否両論あり，賛成者からは，依然として日本の

多くの施設で母子が物理的に分離されている状

態を改善する推奨文としての期待が寄せられま

した．一方，「カンガルーケアの推奨文の中に

母子同室を含むのは概念が異なる」「本来の意

味が失われる」といった反対意見も複数出され

ました．

　結局，ワークショップで最終的に得られた推

奨文は，盛りだくさんな表現となりました．「ご

家族の希望のもとに」「心理・社会的な支援が

必須」という表現の追加に関しては，比較的，

ワークショップ参加者の合意形成がスムーズに

行われました．論点の「24 時間継続」は，最

終的には「24 時間継続，可能な限り」との表

現に落ち着き，その間にもう一つの論点となっ

た「母子同室」という語を入れる形がワークシ

ョップ参加者の大多数から支持されました．

全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児には，両親の希望のもとに，安全面に配慮した
上で，24時間継続して母子同室，可能な限りカンガルーケアを行うことが薦められる．こ
の際，心理・社会的な支援が必須である．   　                　（2008年5月末）

ワークショップで合意された仮推奨

ワークショップで合意された仮推奨に対
する評価メンバーからのフィードバック

【2 回目】（2008 年 6 月）

● 　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 3 点か

ら 9 点までばらつき，中央値は 8 点でした．

　コメントでは，新しい推奨文を好意的に受け

13
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全身状態がある程度落ち着いた低出生体重児※注 1 には，まず母子同室を行った上で，できる
限り24時間継続した※注 2 カンガルーケアを実施することが薦められる． 　　（2008 年 7月）
※注 1　 ここでは，体重が 2,500g 未満の児で，バイタルサイン（体温，呼吸数，脈拍数など）が安定していて，原発性の無呼吸（呼

吸中枢の未熟性による無呼吸）がない，または治療済みの場合を指します．
※注 2　できるだけ長時間，できるだけ中断なく実施することが望まれます．

仮推奨の再修正

再修正された仮推奨に対する評価メンバ
ーからのフィードバック【3 回目】（2008

年 8 月）

　2 回目の評価の際と同様，12 名の評価メンバ

ーの賛成度スコアは3点から9点までばらつき，

中央値は 8 でしたが，3 回目のほうが評価メン

バー全員での賛成度は少し高い値でした．評価

メンバーからのコメントでは，新しい推奨文に

注釈が付いたことを好意的に受け止めている意

見が多く見られました．論点であった「母子同

室」に関しては推奨文の表現でほぼ同意が得ら

● れました．一方「24 時間継続」については，「24

時間継続を目指すことが理想であり，ガイドラ

インの文章としては良い」という意見と，「無

理をしてでも 24 時間ケアを行わなければいけ

ないと母親や家族に思わせてしまうのではない

か」という意見が依然として寄せられましたが，

全体としては推奨文を評価するコメントが大多

数となりました．

　この結果を受け，ガイドライン評価メンバー

での協議の結果，総意形成が得られたと判断し，

推奨文の完成となりました．

止めている意見が多く見られましたが，論点で

あった「24 時間継続」「母子同室」に関しては，

ワークショップでの議論と同様，評価メンバー

内の意見も賛否両論あるままでした．また実践

に際しての安全性の確保に関する追加コメント

も複数寄せられました．

　参考値として，同時に行われたワークショッ

プ会場参加者（一般メンバー）のアンケートで

は，賛成度スコアは 1 点から 9 点まで分布し，

中央値は 7 点でした．

　ワークショップの議論を反映して，「24 時間

継続」か「できるかぎり長時間」かについてと，

「母子同室」についての意見がアンケートでは

非常に多く見られました．同時に実施された現

状調査では，1 回 60 分以内，1 週間に 1 ～ 3 回

未満のカンガルーケアを行っている施設が大多

数でした．また，おのおのの施設で実施する場

合のリソース（マンパワー，場所，環境など）

の不足に関するコメントも多く寄せられました．

仮推奨の再修正
　これまでの流れを受け，仮推奨の再修正では

「前提条件」を 3 つのトピックの前に置き，各

トピックには注釈をつけることにしました．前

提条件については，「ガイドライン作成の流れ」

を参照ください．

●

14
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パブリックコメントの募集（2008

年 9 月～ 12 月）

　カンガルーケア・ガイドライン独自のウェブ

サイト，周産期・新生児医療関連のメーリング

リスト，日本未熟児新生児学会学術集会会場な

どの場を通じて，広く多くの方々に完成した推

奨文に対する意見を募集しました．「母子同室」

に関して，もう少し積極的に推奨するような文

面にしてはどうかなどのコメントが寄せられま

した．

評価メンバーによる最終編集（2009
年 1 ～ 2 月）

　「母子同室」に関しては，これまでにも紆余

曲折があり，3 回目の評価でほぼ同意が得られ

たものであったため，変更は行わないこととし

◆

◆

ました．

まとめ
　「全身状態のある程度落ち着いた低出生体重

児に対して 24 時間継続して実施するカンガル

ーケア」は，わが国ではまだあまりなじみがな

いケアですが，安全性・有効性に対する科学的

根拠が認められ，また世界では新生児死亡率の

高い国のみならず，低い国（スウェーデン）で

もディベロップメンタルケアの一環として取り

入れられ始めていることがわかりました．

　今後，日本の多くの医療施設でも，全身状態

のある程度落ち着いた低出生体重児に対して，

24 時間継続したカンガルーケアを視野に，ま

ずは 24 時間継続した母子同室がより広がるこ

とが期待されます．

◆
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※さらなる情報は WHO の『カンガルー・マザー・ケア実践ガイド』をご参照ください．
※このページはご家族への説明時にご使用ください．

はじまりは？
1978年に，南米コロンビアで始まり，徐々に世界中
に広がりました．

どのくらいの時間？
できるだけ長時間，できるだけ中断せずに実施する
ことが望まれます．頻回の状況の変化は赤ちゃんに
とってストレスとなるので，最短でも60分以上，肌
と肌の触れ合いの時間を持つことが薦められます．

対象は？
体重が2,500g未満の赤ちゃんで，バイタルサイン（体
温，呼吸数，脈拍数など）が安定していて，呼吸中枢の
未熟性による無呼吸がない，あるいは治療済みの場合が
対象となります．

効果は？
感染症にかかりにくくなる，退院時の完全母乳育児の割
合やケアに対するお母さんの満足度が高くなる，退院ま
での体重増加が多くなる，といった結果が出ています．

気をつけることは？
長時間の抱っこの際は，抱っこ用の幅広い布（カン
ガルーバンド）でしっかり固定しましょう．頭は一
方を向くようにしてやや伸展させます（気道を確保
し，お母さんと赤ちゃんのアイコンタクトが可能に
なります）．赤ちゃんの腕・股関節を屈曲させて「カ
エル」の姿勢のように広げ，なるべく肌と肌とが広
い面積で触れ合うようにしましょう．赤ちゃんの状
態に合わせて酸素飽和度のモニターを用いることも
あります．
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赤ちゃんが落ち着いてきたら，まずはお母さんと赤ち
ゃんがいつでも一緒に過ごし（母子同室），できるだけ
長時間のカンガルーケアを実施するのがお勧めです！

全身状態の落ち着いた，少しだけ小さな
赤ちゃん（低出生体重児）のカンガルーケア
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集中治療下にある児に対する
一時的な「カンガルーケア」

2

集中治療下※注3にある児へのカンガルーケアは，体
温・酸素飽和度などのモニタリングで安全性を確
保し，児の経過・全身状態から適応を入念に評価
する※注4必要がある．さらにご家族の心理面に十分に
配慮する環境が得られた場合※注5，実施を考慮する．

※注 3	 超急性期は除く．人工呼吸管理下を含むか否かは，各施設の状況に合わせ，あら
かじめ医療スタッフ内の十分な意思統一が必須です．

※注 4	 カンガルーケア実施中のみならず，前後数時間の状態，移動中も含めて児の状態
を評価することが必要です．特に実施後の状態変化には注意を要します．

※注 5	 ご家族の心の準備が十分にできていない状態でのカンガルーケアは不安を増大す
ることがあるので注意を要します．

【推奨グレードB】

1  聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　　　2  大阪府立母子保健総合医療センター新生児科
3  大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部　　　　　　4  倉敷中央病院総合周産期母子医療センター
5  京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学　　　　　

科学的根拠に基づき
総意形成法を用いた
新しいガイドライン

白井憲司	1	 大木　茂	1	 永井周子	2，5

西澤和子	2		 森　臨太郎	3	 渡部晋一 4

今回私たちは，システマティック・
レビューによる科学的根拠に基づ
き，患者家族を含む多分野の関係
者の参加を得て，客観的総意形成
法により，わが国の診療現場に則
した「カンガルーケア」のガイド
ラインの作成を試みました．
本稿では，このガイドラインで検
討した3つのトピックの一つ，「集
中治療下にある児に対する一時的
なカンガルーケア」の詳細につい
て述べたいと思います．

＊推奨グレードB：�科学的根拠はランダム化比較試験またはランダム化比較試験のシステマティック・レビューを元にしているが，その研
究の利用には少し注意が必要でした．

　推奨グレードは，根拠になる情報の確かさや強さに基づいて付けられたものであり，その推奨の重要度を示すものではありません．
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背　景
　日本を含む新生児死亡率の低い多くの国々で

は，ディベロプメンタルケア（早産児・低出生

体重児に対し成長発達を助けるために，児の反

応に合わせて行うケア．処置や過剰な光刺激・

音刺激による外的ストレスをできる限り減らし

ながらケアすることも含む）の一環として，集

中治療下でのカンガルーケアが行われてきまし

た．

　しかし，集中治療が必要な早産児・低出生体

重児にカンガルーケアを行うことが果たして良

いのかどうか（集中治療下で早産児・低出生体

重児にカンガルーケアを行うことが安全で有効

か），また，ケアの開始時期，継続時間，開始

の条件など，一定の見解がないのが現状です 1）．

◆ 科学的根拠の詳細
早産児・低出生体重児に対する生後早期
のカンガルーケアの安全性と有効性

　安定した状態の早産児・低出生体重児に対し

て，生後早期（48 時間以内）にカンガルーケ

アを行った群と通常のケア（保育器でのケア）

を行った群とを比較した研究（ランダム化比較

試験）3 件をまとめて検討した研究（システマ

ティック・レビュー）2）により，在胎週数 28

～ 37 週，出生体重 930 ～ 2,500g の 191 症例の

データが分析されました．

・�安全性：生後早期にカンガルーケアを行った

群と通常のケア群ともに，深刻な有害事象の

報告はありませんでした．

・��有効性：3 件の研究間で評価指標が異なって

いたため，これらの結果をまとめた値は得ら

◆
●

【エビデンス：根拠】
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著者
発表年

デザイン
実施国
設定

対　象 介　入 割　付 主な結果

Mori 
2009

23 文献のシ
ステマティッ
ク・レビュー

（ 1 9 7 9 ～
2005 年 に
発 表 さ れ た
RCT and コ
ホート研究）

10 ヵ国
（アメリカ・イ
ギリス・ドイツ・
カナダ・スペイ
ン・ロシア・ス
ウェーデン・ナ
イジェリア・台
湾・コロンビア）

日齢
28 未満

母児の接触
（SSC）(15
～ 240 分 )

SSC 実施前
後における
体 温・ 心 拍
数・ 酸 素 飽
和度の変化

体　温
・ ケ ア 前 と ケ ア 中（WMD：0.22；

95% CI：0.18，0.27）
・  ケ ア 前 と ケ ア 後（WMD：0.14；

95% CI：0.09，0.18）
・ 寒 冷 環 境 で の 保 温 効 果（WMD：

0.18；95% CI：0.13，0.23）
酸素飽和度
・ ケア前とケア中（WMD：－ 0.60；

95% CI：－ 1.05，－ 0.15）
・ ケア前とケア後（WMD：－ 0.48； 

95% CI：－ 0.97，0.02）

表 1　ガイドライン作成の際に参考とした科学的根拠 3）で分析された研究の概要

RCT ＝ randomised controlled trial（ランダム化比較試験）のこと

WMD ＝ waited mean difference（重み付け平均値の差）のこと
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れませんでした．生後早期にカンガルーケア

を行った群が通常のケアを受けた群と比べ死

亡のリスクが減るかどうかも，はっきりとし

た結論は得られませんでした．

カンガルーケアの体温・心拍数・酸素飽
和度への影響

　生後 28 日目までの低出生体重児・正期産児

に対して，カンガルーケアを実施した群と通常

のケアを行った群とで，児の体温・心拍・酸素

飽和度の変化を比較した研究は，これまでに

23 件ありました（在胎週数 26 ～ 40 週，出生

体重 779 ～ 3,396g）．これらをまとめて検討し

た研究（メタアナリシス）3）により，以下のこ

とがわかりました（表 1）．

・�体温：ケア前とケア中，ケア前とケア後で，

体温が緩やかに上昇することがわかりました

（ケア中 WMD：0.22； 95％ CI：0.18，0.27，

ケ ア 後 WMD：0.14；95 ％ CI：0.09，0.18）．

体重と体温との間には関係性を認めませんで

した．また，外気温が低いほど（年平均気温

が 10℃以下），ケアの保温傾向は強く見られ

ました（WMD：0.18；95％ CI：0.13，0.23）．

・�心拍数：ケア前と比べ，ケア中とケア後で変

化は認めませんでした．

・�酸素飽和度：ケア前と比べ，ケア中とケア

後で，低下することがわかりました（ケア中

WMD： － 0.60；95 ％ CI： － 1.05， － 0.15，

ケア後 WMD：－ 0.48；95％ CI：－ 0.97，0.02）．

実施時間・開始時期の検討
　集中治療下の早産児・低出生体重児に対する

●

●

カンガルーケアの実施時間・開始時期に関する

信頼性の高い科学的根拠は見つかりませんでし

た．

ケア開始の条件の検討
　集中治療下の早産児・低出生体重児に対する

カンガルーケアの，ケア開始の条件についての

信頼性の高い科学的根拠は見つかりませんでし

た．

科学的根拠のまとめ
　集中治療下の，状態のまだ安定していない早

産児・低出生体重児に対するカンガルーケアの

科学的根拠には，信頼性の高いものはありませ

んでした．

　現時点では，状態が安定している早産児・低

出生体重児に対する生後早期のカンガルーケア

の有効性も十分にわかっていません．

　一方，生後 28 日目までの児では，その臨床

的な意味は不明ですが，カンガルーケア中ある

いはケア後に酸素飽和度が低下するという報告

がありました．

科学的根拠から推奨へ
　日本を含む多くの新生児死亡率の低い国で

は，集中治療下であっても，早産児・低出生体

重児に対してカンガルーケアが積極的に行われ

ていますが，このケアに関する科学的根拠は非

常に弱い状態です．実施する際は安全面に最大

限配慮して行う必要があると考えられます．

●

◆

◆
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仮推奨に対する評価メンバーからのフィ
ードバック【1回目】（2008 年 5 月下旬）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは最小 5

点，最大 9 点で中央値は 6 点でした．

　評価メンバーからは，「母児関係への言及が

ない」「早産児へのカンガルーケアの導入によ

り母親の精神的不安が増大するのでは」など，

家族への心理的・社会的配慮に関するコメント

● が多く寄せられました．また，週数・バイタル

サインなどの具体的な指標がないことなどもス

コアを下げる要因となっていました．

　しかしながら，現時点ではこれらの点に対す

る科学的根拠は乏しいため，ガイドライン作成

メンバー間の協議で，仮推奨は修正しないこと

としました．

集中治療下の早産児・低出生体重児にカンガルーケア（skin�to�skin の抱っこ）を施行する
際は，体温・酸素飽和度などのモニタリングや理学所見の観察を行いながら，児の状態（疲
労具合・経過）も考慮するなどの安全面での最大限の配慮が必要である．

（2008年 5月上旬，根拠を元に作成メンバーが策定）

仮推奨の策定

カンガルーケアワークショップの開催
（2008 年 5 月末，浜松にて）

　ワークショップでは，仮推奨に対し，評価メ

ンバーを中心に，ワークショップ参加者全員に

公開された形でのディスカッションを行いまし

た．

・児の状態把握

　ケア中だけでなく，保育器と両親の胸の上と

● の間の移動などに際して児の状態が変化する

（特にケア終了後）ことがあるため，ケアを行

う前後・移動中の児の状態をしっかりと評価す

る必要があるといった意見が多く見られまし

た．これらはすべてのカンガルーケアにおいて

必須であるということから，独立した文章に変

更することになりました．

修正なし : 集中治療下の早産児・低出生体重児にカンガルーケア（skin�to�skin の抱っこ）
を施行する際は，体温・酸素飽和度などのモニタリングや理学所見の観察を行いながら，児
の状態（疲労具合・経過）も考慮するなどの最大限の安全面での配慮が必要である．

（2008 年 5 月下旬）

仮推奨の修正
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【コンセンサス：総意】
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モニタリングや理学所見の観察など安全面への配慮を最大限に行い，児の状態 ( 疲労具合・
経過 ) や両親の状態（心理的・社会的要因）にも配慮すれば，集中治療下の早産児・低出生
体重児にもカンガルーケア (skin to skin の抱っこ ) を行うことができる．
カンガルーケアを行う際は施行前後，移動中も含めて児の状態をしっかりと評価する必要が
ある．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008年5月下旬）

ワークショップで合意された仮推奨

ワークショップで合意された仮推奨に対
する評価メンバーからのフィードバック
【2回目】（2008 年 6 月）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 4 ～ 9

点で中央値は 8 点でした．内訳は 4 点 1 名，5 点

1 名，8 点 9 名，9 点 1 名で，1 回目の評価よりも

賛成度は高くなりました．評価メンバーからは「親

子のニュアンスが加わって良くなった」とのコメ

ントが見られました．参考値として，同時に行わ

れたワークショップ会場参加者（一般メンバー）

のアンケートでは，賛成度スコアは，1 点から 9

点までばらつき，中央値は 7 点で，7 点を頂点と

した一峰性の分布を示しました．

　自由記載欄には「集中治療下」の定義について

のコメントが多く，その境界の判断にとまどう意

見が数多く見られました．また，具体的な基準を

● 求める意見も多く見られましたが，一方で，ケー

スバイケースでその症例に応じて検討すべきとい

った意見もありました．

　また，トピック 2 のカンガルーケアは母児愛着

形成を促すという面では実施すべきとの記載が多

く見られましたが，決して医療者の「よかれ」と

いう思いだけで押しつけないよう十分に配慮が必

要であるとの意見も多く寄せられました．

仮推奨の再修正
　これまでの流れを受け，仮推奨の再修正では

「前提条件」を 3 つのトピックの前に置き，各

トピックには注釈をつけることにしました．前

提条件については，「ガイドライン作成の流れ」

を参照ください．

●
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・母児関係

　母児関係，母親への心理的・社会的な配慮につ

いて意見が多々寄せられました．特にトピック

1 でも論点となった家族の希望や早産児を出産

した母親の心理などに関して，その負担を大き

くさせないような配慮が必要との意見が多く出

されました．これを受け「児の状態」を「児の

状態や両親の状態」と変更することになりました．

・文章表現

　「……カンガルーケアを行う際は，……最大

限の安全面での配慮が必要である」という文面

ではカンガルーケアを勧めるニュアンスが乏し

いこともあり，「……配慮すれば，……カンガ

ルーケアを行うことができる」といった文面の

ほうがワークショップ参加者のより多くの支持

を得ることができました．
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集中治療下※注3 にある児へのカンガルーケアは，体温・酸素飽和度などのモニタリングで安
全性を確保し，児の経過・全身状態から適応を入念に評価する※注4 必要がある．さらにご両
親の心理面に十分に配慮する環境が得られた場合※注5，実施を考慮する．　　�（2008 年 7 月）
※注3　�超急性期は除く．人工呼吸管理下を含むか否かは，各施設の状況に合わせ，あらかじめスタッフ内の十分な意思統一が必須

です
※注4　�カンガルーケア実施中のみならず，前後数時間の状態，移動中も含めて赤ちゃんの状態を評価することが必要です．特に実

施後の状態変化には注意を要します．
※注5　ご両親の心の準備が十分にできていない状態でのカンガルーケアは不安を増大することがあるので注意を要します．

仮推奨の再修正

再修正された仮推奨に対する評価メンバ
ーからのフィードバック【3回目】（2008

年 8 月）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 4 点

～ 9 点で中央値は 8 点でした．内訳は 4 点 1 名，

6 点 1 名，7 点 3 名，8 点 4 名，9 点 3 名で，2

回目のスコアリングと比べ 12 名の評価スタッ

フ全体での賛成度は変わりませんでした．

　新しい推奨文に注釈がついたことを評価する

コメントが多く見られた一方で，注釈と 2 文目

● （「さらに」以下）の文章表現の変更を希望する

コメントもいくつか寄せられました．安全性に

関するエビデンスがないことを憂慮するコメン

トも少数ありましたが，全体としては推奨文を

評価するコメントが多数でした．

　この結果を受け，ガイドライン評価メンバー

での協議の結果，総意形成が得られたと判断し，

推奨文の完成となりました．

パブリックコメントの募集（2008

年 9 ～ 12 月）

　カンガルーケアガイドライン独自のウェブサ

イト，周産期・新生児医療関連のメーリングリ

スト，日本未熟児新生児学会会場などの場を通

じて，広く多くの方々に完成した推奨文に対す

るご意見を募集しました．

パブリックコメントでは表 2 のようなご意見が

いくつか寄せられました．

評価メンバーによる最終編集（2009
年 1 ～ 2 月）

　一部の表現の変更（「ご両親」→「ご家族」

など）を作成メンバーで行いました．

◆

◆
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表 2 　寄せられたパブリックコメントの抜粋

＊ デルフィではまずまずな結果が出ているのですが，コ
メントを拝見した印象では，もう少し強気な推奨でも
よいかと感じました．もうご検討されているかもしれ
ませんが，「両親の気持ち」という部分は実際に多数
のご家族からのヒヤリングを行うと医療者の考える

「両親の気持ち」とは違う答えが出るかもしれないな，
と感じています．

＊ 挿管中のカンガルーケアは医療者も緊張するくらいな
ので，両親が緊張しないわけがなく，カンガルーケア
中ガチガチな親もよくいますが，カンガルーケア後の
感想はじわじわ温かいものになっていたり，カンガル
ーケアの繰り返しによる馴れにより，次第にリラック
スしてカンガルーケアを行っている印象があります．
今後の展開として，両親への調査をぜひ期待します．
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まとめ
　「集中治療下にある児に対する一時的なカン

ガルーケア」は，これまでわが国で積極的に取

り組まれてきましたが，ガイドライン作成の試

みにより，安全性，有効性ともに科学的根拠が

非常に弱い状態であり，実施の際には安全面に

◆ 最大限配慮して行う必要があることがわかりま

した．また，わが国での多くの経験から，ケア

の実施に先立ち家族への情報提供を十分に行う

こと，家族の心理・社会的な支援を整えること

が特に重要であることが再認識されました．

23

1）	 Fundacion	Canguro.	Evidence-based	clinical	practice	guidelines	 for	an	optimal	use	of	 the	kangaroo	
mother	method	in	preterm	and/or	low	birthweight	infant	at	birth.	Bogota,	Fundacion	Canguro,	2007.

2）	 Khanna,	R.	A	systematic	review	on	effectiveness	of	skin-to-skin	contact	starting	immediately	after	birth	in	
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※このページはご家族への説明時にご使用ください．

最後に
集中治療下にある赤ちゃんに対するカンガルーケ
アは，お母さんと赤ちゃんとの絆を深めるために
日本では広まってきましたが，安全性やその有効
性に対する科学的根拠はまだ十分にあるとはいえ
ないことがわかりました．しかし，多くのご家族
や医療スタッフはその効果を実感しています．そ
の効果が十分期待できると考えられるときにの
み，各施設ごとに安全面やご家族の心理面に十分
な配慮を行った上で実施し，よりよいケアとして
発展させていきましょう．

気をつけることは？
赤ちゃんの呼吸状態や行っている治療などを考慮
し，カンガルーケアが可能かどうかを慎重に判断
する必要があります．また，ご両親の心の準備が
十分整っているかどうかも重要です．これらを十
分に確認した上で，体温や酸素飽和度などのモニ
タリングを行いながらカンガルーケアを行ってい
きます．
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まだ状態の安定していない赤ちゃ
んへのカンガルーケアを実施する
場合は，赤ちゃんの体力が十分で，
ご家族もカンガルーケアのことを
十分に理解できたときに行いまし
ょう．赤ちゃんはもちろん，ご家
族にとってもストレスにならない
ようにしましょう．

集中治療下にある赤ちゃんに対する
一時的なカンガルーケア

はじまりは？
1978 年に南米コロンビアで始まったカンガルーケア
は，日本では，早産児に対しては状態を安定させたり，
お母さんとの絆を深めるために行われるようになり，
徐々に広まっていきました．

効果は？
科学的根拠として示すことのできる，はっきりとした効
果はわかっていません．しかし，カンガルーケアを経験
したご家族の多くが「赤ちゃんとの距離が縮まる」と，
良い印象を持っています．

対象は？
状態の不安定な超急性期は除きますが，赤ちゃんが外の
世界に慣れ，呼吸などの状態が落ち着いて，医療スタッフ
が可能と判断した場合に行ってあげることができます．
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正期産児に出生直後に行う
「カンガルーケア」

3

健康な正期産児には，ご家族に対する十分な事前
説明と，機械を用いたモニタリングおよび新生児
蘇生に熟練した医療者による観察など安全性を確
保※注6した上で，出生後できるだけ早期にできるだ
け長く※注7，ご家族（特に母親）とカンガルーケア
を実施することが薦められる．

※注 6	 今後さらなる研究，基準の策定が必要です．
※注 7	 出生後 30分以内から，出生後少なくとも最初の 2時間，または最初の授乳が終

わるまで，カンガルーケアを続ける支援をすることが望まれます．

【推奨グレードB】

1  大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　　　　　　　2  倉敷中央病院総合周産期母子医療センター
3  聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　　　4  大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部　　　　　　
5  京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学　　　　　

科学的根拠に基づき
総意形成法を用いた
新しいガイドライン

西澤和子	1	 渡部晋一	2	 大木　茂	3
白井憲司	3	 永井周子	1，5	 森　臨太郎	4	

今回私たちは，システマティック・
レビューによる科学的根拠に基づ
き，患者家族を含む多分野の関係
者の参加を得て，客観的総意形成
法により，わが国の診療現場に則
した「カンガルーケア」のガイド
ラインの作成を試みました．
本稿では，このガイドラインで検
討した3つのトピックの一つ，「正
期産児に出生直後に行うカンガル
ーケア」の詳細について紹介しま
す．

＊推奨グレードB：�科学的根拠はランダム化比較試験またはランダム化比較試験のシステマティック・レビューを元にしているが，その研
究の利用には少し注意が必要でした．

　推奨グレードは，根拠になる情報の確かさや強さに基づいて付けられたものであり，その推奨の重要度を示すものではありません．

　25
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背　景
　病院出産において，出生直後から児が母親よ

り引き離されてケアされることが，生後早期の

母子相互関係に悪影響を及ぼすことが示されて

きています 1）．出生直後のカンガルーケア（skin 

to skin contact：肌と肌との接触と呼ばれるこ

ともありますが，本ガイドラインではこの「ケ

ア」もカンガルーケアと称します）とは，生ま

れて間もない児を，母親の素肌に胸と胸とを合

わせるように抱かせ，その上から温かい掛け物

で覆うことをいいます．カンガルーケアによる

感覚刺激は，母体のオキシトシン（出産時の子

宮収縮作用や母乳の分泌促進作用があるホルモ

ン）の分泌を強く刺激します．オキシトシンは

母親の乳房の表面温度を上昇させ，児にぬくも

りをもたらします．またオキシトシンは母子の

不安を軽減し，ひいては子育て行動を高めると

いわれています 1）．

　一方で，出生直後のカンガルーケア中に危険

な徴候が生じ，不幸な転帰をたどるケースも発

生しています 2）．

科学的根拠の詳細
生後早期のカンガルーケアの有効性の検討

　1,925 組の母子（健康な正期産児，後期早産

児［34 ～ 37 週］）を，生後 24 時間以内にカン

ガルーケアを実施した群と従来の（母子が離れ

た）ケアを実施した群とに分けて比較検討した

研究（ランダム化比較試験）は 30 件ありました．

◆

◆
●

これを 64 の指標に関して再検討した研究（シ

ステマティックレビュー）1）から，以下の結果

が得られました（表）．

・ 母乳育児：生後 24 時間以内にカンガルーケ

アを実施した群は従来のケアを実施した群と

比べ，初回授乳の成功率，生後 1 ～ 4 ヵ月の

母乳育児状況，母乳育児継続期間，乳房トラ

ブルの頻度，不安感，母親の母乳に対する児

の嗅覚的認識において明らかに良い効果が見

られました．

・ 児の体のサイン：生後 24 時間以内にカンガ

ルーケアを実施した群は従来のケアを実施し

た群と比べ，児の体温保持，泣く回数，リラ

ックスした手足の動き，血糖値，呼吸循環の

安定化において良い効果が見られました．

・ 母親の愛着行動：生後 24 時間以内にカンガ

ルーケアを実施した群は従来のケアを実施し

た群と比べ，母親の愛着行動，生後早期の母

子の接触行動，1 年後の児の愛護的な抱き方

や触れ方に良い効果が見られました．

実施時間の検討
　健康な正期産児への出生直後のカンガルーケ

アの開始時期・実施時間は，研究間で統一され

ておらず，質の高い科学的根拠は見つかりませ

んでした．母乳育児支援の立場からは，正常経

腟分娩の場合，生後 30 分以内のカンガルーケ

アの開始，30 分以上のスキンシップと授乳援

助が推奨されています 3，4）．帝王切開で出産し

た場合でも，少なくとも半数の母親は 30 分以

●

【エビデンス：根拠】
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内にカンガルーケアを開始するべきとしていま

す 3）．生後 1 時間以内にたとえ 20 分間でも母

子分離を行うと早期授乳に好ましくない影響を

及ぼすとの報告があり，このことを考えると，

母子の接触は可能な限り「多いほど効果がある」

と提案されています．母乳育児支援ガイドライン

では，出生後少なくとも最初の 2 時間，または最

初の授乳が終わるまでは，カンガルーケアを続

けるように支援することを推奨しています 5）．

実施対象の検討
　後期早産児に対する有用性を検討している報

告は少なく，さらなる研究が必要です 1）．

　また帝王切開で出生した児に関しては，母親

以外の家族によるカンガルーケアの研究報告 6）

もありますが，まだ，質・量ともに十分とはい

えず，今後のさらなる研究が待たれます．

●

安全性の検討
　わが国の新生児集中治療室におけるアンケー

ト調査から，出生直後のカンガルーケアにより

重大な急変が生じた例は決してまれではなく，

医療訴訟係争中の例も少なくないことがわかり

ました 2）．また，健康な正期産児においても，

カンガルーケア中に酸素飽和度が低下すること

が報告されています 7）．

科学的根拠のまとめ
　健康な正期産児に実施する生後早期のカンガ

ルーケアは，その有効性に関しては比較的質の

高い科学的根拠が示されていますが，研究間の

ばらつきがあり，対象，実施のタイミング，実

施時間などに一致した見解はありません．また，

安全性に警鐘を鳴らす報告も見られました．

●

◆
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著者
発表年

デザイン
実施国
設定

対　象 介　入 割　付 主な結果

Moore
2007

30 文献のシス
テマティック・
レビュー（ラン
ダム化比較試験
［RCT］ と 準ラ
ンダム化比較試
験）

北米，アフ
リカ，欧州，
アジア中東，
中南米を含
む9ヵ国

母親と健康
な 正 期 産
児・34 週
から37週
の後期早産
児

生後２４時
間以内の早
期皮膚接触
（SSC）の
開始

1,925組の母子
・SSC実施群
・従来ケア群

・�生後 1 ～ 4 ヵ月の母乳育児（OR；
1.82，95% CI；1.08～ 3.07）
・�母 乳 育 児 継 続 期 間（WMD�42.55，
95% CI；－ 1.69～ 86.79）
・�母乳育児中の母親の愛情接触行動（SMD�
0.52，95% CI；0.31～ 0.72）
・�母 親 の 愛 着 行 動（SMD�0.52，
95% CI；0.07～ 0.98）
・�後期早産児の呼吸循環安定性（WMD�
2.88，95% CI；0.53～ 5.23）
・有害事象なし

Mori
2009

23 文献のシス
テマティック・
レビュー（1979
～ 2005年に発
表 さ れ た RCT
とコホート研究）

北米，アフ
リカ，欧州，
アジアを含
む10ヵ国

日齢28未
満（心疾患，
呼吸器疾患
を除外）

母子の生後
早 期 接 触
（SSC）

SSC実施群
・実施前
・実施後

体温上昇（WMD�0.22℃，p<0.001）
・�中低所得国（WMD�0.61℃，p<0.001）
・高所得国（WMD�0.20℃，p<0.001）
・�寒冷環境（WMD�0.18℃，p<0.001)
酸 素飽和度低下（WMD� － 0.60 %，
p=0.01)
・�寒冷環境（WMD�－ 0.82%，p=0.02)

表　ガイドライン作成の際に参考とした科学的根拠で分析された研究の概要
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仮推奨に対する評価メンバーからのフィ
ードバック【1回目】（2008 年 5 月下旬）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 6 点か

ら 9 点までばらつき，中央値は 8 点でした．評

価メンバーからのコメントでは，12 人中 10 人

がその効果の科学的根拠は十分であり，「子育

て文化」の視点からも行うべきであると肯定的

でした．開始時期や実施時間に関しては今後の

検討課題としながらも，早期に開始し，長時間

継続するとの意見には支持的でした．実施対象

に関しては，12 人中 2 人が帝王切開例に関して

は安全性・有効性ともに根拠不十分であるとの

見解であり，異常分娩に対して慎重に対処する

● 必要があるとの意見が見られました．また評価

メンバーのうち 3 人がカンガルーケア中の無呼

吸や痙攣などのヒヤリ症例を経験しており，7

人が安全性への配慮が不可欠であると答えてい

ました．機械（モニター）ではなく人による観

察が必要と答えた評価メンバーが 1 人，機械的

モニタリングの必要性を挙げた評価メンバーが

4 人いましたが，一方で，機械的モニタリング

が母子相互関係を阻害する可能性について危惧

する意見も見られました．

　さまざまな意見が寄せられましたが，ガイド

ライン作成メンバー間の協議で，仮推奨の文面

は修正しないこととしました．

健康な正期産児は，厳重な臨床的・機械的モニタリングのもと，生後できるだけ早期に，で
きるだけ長く，母親とカンガルーケア（skin�to�skin の抱っこ）を行うことが薦められる．

（2008年 5月上旬，根拠を元に作成メンバーが策定）

仮推奨の策定

【コンセンサス：総意】

科学的根拠から推奨へ
　健康な正期産児に出生後，できるだけ早期に

できるだけ長く，カンガルーケアを実施するこ

とで，その後の母乳育児，体温保持，母子相互

◆ 関係に好影響を来し得ることが期待されます．

しかし，実施中の呼吸，酸素飽和度モニタリン

グは可能な限り厳重に行い，安全性に対して最

大限配慮する必要があると考えます．

修正なし : 健康な正期産児は，厳重な臨床的・機械的モニタリングのもと，生後できるだけ
早期に，できるだけ長く，母親とカンガルーケア（skin�to�skin の抱っこ）を行うことが薦
められる．��������������������������������������������������������������������������������　　�（2008年5月下旬）

仮推奨の修正
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健康な正期産児は，生後できるだけ早期に，できるだけ長く，母親とカンガルーケア（skin 
to skin の抱っこ）をすることが薦められる．その際，母親に対する十分な事前説明と機械
的モニタリングおよび新生児蘇生に熟練した医療者による観察など安全性の確保が必要であ
る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008 年 5 月下旬）

ワークショップで合意された仮推奨

29

カンガルーケアワークショップの開催
　（2008 年 5 月末，浜松にて）

　ワークショップの前半では，わが国の新生児

集中治療室におけるアンケート結果や出生直後

のカンガルーケアにより重大な急変が生じた

例，医療訴訟係争中の例が紹介されました．こ

のことにより，安全性に対して最大限配慮する

必要性がワークショップ参加者（一般メンバー）

にも共有されたようでした．

　ワークショップ後半では，仮推奨に対し，評

価メンバーを中心に，ワークショップ参加者全

員に公開された形でのディスカッションを行い

ました．ここでは，導入基準（「健康な正期産児」

の定義），除外基準，責任の所在，蘇生熟練者

の存在の重要性を議論する必要があることが再

確認されました．

　「機械的モニタリング」に関しては「必要で

ある」としながら，母子相互関係に対するデメ

リットに関してあらためて指摘がありました．

また，危急事象の報告例の臨床経過からすると

● 人的観察では不十分との指摘もあり，機械的モ

ニタリングでないと予防できないとの意見も少

なくありませんでした．

　さらに，訴訟の根拠となる可能性に留意して

ガイドラインを策定するべきとの意見や，あら

かじめ危険性を説明した上で実施するべきとの

意見も見られました．

　ワークショップの議論では，最大限の安全性

確保の方法として，①「機械による観察のみ」，

②「人，機械の両者による観察」，③「人によ

る観察のみ」の 3 つのモニタリング方法が選択

肢としてファシリテータから提示されました

が，ワークショップ参加者の意見としては，

②の「人，機械の両者による観察」が大勢でし

た．また，人による観察は誰が行うべきかとの

問いに対して，①「家族または医療者」，②「医

療者のみ」，③「特定しない」の 3 つの選択肢

が提示されましたが，参加者の総意としては②

の「医療者のみ」が大勢でした．

ワークショップで合意された仮推奨に対
する評価メンバーからのフィードバック
【2回目】（2008 年 6 月）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 5 点か

ら 9 点までばらつき，中央値は 7 点でした．評価

● メンバーからのコメントでは，12 人中 8 人が安

全性への配慮が必要と言及しており，その方法と

して「人・機械の両者による観察」を挙げたのが

2 人，「人による観察のみ」で十分との意見が 1 人，

児の安全が第一という前提で家族との話し合いで
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健康な正期産児は，生後できるだけ早期に，できるだけ長く，ご家族（特に母親）とカンガ
ルーケアを行うことが薦められる．その際，ご家族に対する十分な事前説明と，機械を用い
たモニタリングおよび新生児蘇生に熟練した医療者による観察など安全性の確保※注6 が必要
である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008年7月）
※注6　�今後さらなる研究，基準の策定が必要です．

仮推奨の再修正

再修正された仮推奨に対する評価メンバ
ーからのフィードバック【3回目】（2008

年 8 月）

　12 名の評価メンバーの賛成度スコアは 6 点

から 9 点までばらつき，中央値は 9 点でした．

　評価スタッフからのコメントでは，この推奨

文であれば機械でモニタリングを行いながら

時々医療者が確認するといった方法も含まれる

と感じるのでよいとする意見が見られた一方，

「医学的ケア」が前面に出てしまうと出生直後

● のカンガルーケアを通して動く「自然のプロセ

ス」が妨げられることを危惧する意見も寄せら

れました．しかし，実際に問題が生じていて，

その問題の原因究明も進んでいない現状を勘案

し，全体として推奨文の表現を肯定的に評価す

るコメントが多数を占めました．

　この結果を受け，ガイドライン評価メンバー

での協議の結果，総意形成が得られたと判断し，

推奨文の完成となりました．

決めるべきとの意見が 1 人でした．また，「人に

よる観察」や「機械による観察」との語がガイド

ラインに明記されることでカンガルーケアを実施

できる施設が減ってしまうのではないかとの懸念

や，機械による厳重観察という記載に反対する意

見も見られました．参考値として，同時に行われ

たワークショップ会場参加者（一般メンバー）の

アンケートでは，賛成度スコアは 1 点から 9 点ま

でばらつき，中央値は 8 点でした．

　自由記載欄にはワークショップでの議論を反映

して，安全性の確保に関してのコメントが多数を

占め，「人（医療従事者）による観察」と「機械

による観察」の両者が必要とする意見が，反対意

見を大きく上回っていました．

　一方で，除外基準，導入基準や実施手順などの

基準を策定すべきとの意見や，さらなる研究が必

要であるとの意見も数多く見られ，安全性が確保

できなければ実施すべきでないという意見も少数

ながら見られました．

仮推奨の再修正
　これまでの流れを受け，仮推奨の再修正では「前

提条件」を 3 つのトピックの前に置き，各トピッ

クには注釈をつけることにしました．前提条件に

ついては，「ガイドライン作成の流れ」をご参照

ください．

●
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�パブリックコメントの募集（2008

年 9 ～ 12 月）

　カンガルーケア・ガイドライン独自のウェブ

サイト，周産期・新生児医療関連のメーリング

リスト，日本未熟児新生児学会学術集会会場な

どの場を通じて，広く多くの方々に完成した推

奨文に対するご意見を募集しました．

評価メンバーによる最終編集（2009

年 1 ～ 2 月）

　パブリックコメントで寄せられたおのおのの

意見に対し，ガイドライン作成メンバーで検討

し，科学的根拠の確かさを踏まえて，バランス

を考えて結論を出しました．最終的にはいくつ

か文章表現の加筆修正を行いました（文章の順

番の入れ替え，注釈の追加など）．

◆

◆

まとめ
　「正期産児に出生直後に行うカンガルーケア」

は，有効性に関する科学的根拠は十分にあり，

日本においてもこれまで積極的に取り組まれて

きましたが，安全性に関する科学的根拠が非常

に弱い状態であることが改めて明らかになりま

した．

　実際，今回のガイドライン作成中も，カンガ

ルーケア中に危険な状態に陥った症例の情報が

いくつか寄せられました 8）．

　今後は，早急に事故例の原因を究明し，基準

を策定するための調査・研究体制が必要である

と考えられます．また，各医療従事者において

は，ケア実施の目的を損なわないようにしなが

らも，安全性に対して最大限の配慮を行うこと

が強く望まれます．

◆
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※このページはご家族への説明時にご使用ください．

どのくらいの時間
明確な科学的根拠はまだありませんが，赤ちゃんとお母さ
んの状態が許せば，出生後30分以内から，出生後少なく
とも最初の2時間または最初の授乳が終わるまで，カンガ
ルーケアを続けることが母乳育児に効果があると言われて
います．赤ちゃんが自分自身の力でお母さんの乳首に吸い
付けるよう環境を整えてあげましょう．

気をつけることは？
生後早期の赤ちゃんにとって子宮外の環境に適応し，状態
が安定するまでには時間がかかることもあります．一方，
産後のお母さんも体力が回復するのに時間がかかることが
あります．カンガルーケアを行う場合は，赤ちゃんの体温
や顔色，酸素飽和度などに目を配り，安全性に最大限配慮
して，周りの人が赤ちゃんのちょっとした変化にも気づく
ことができるような体制を整えましょう．
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生まれて間もない赤ちゃんとお母さんにとって，
初めてのご対面，肌と肌との触れ合いはとても大
切な時間です．一方で，生まれて間もない赤ちゃ
んは状態が安定しないこともありますから，体温
や顔色，酸素飽和度などに目を配り，安全性に十
分配慮し，みんなで見守りながら大切な時間を過
ごしましょうね．

健康な赤ちゃんに対する
出生直後のカンガルーケア

はじまりは？
健康な正期産児の出生直後のカンガルーケアは，主
に進化論的視点からその重要性が証明されてきまし
た．日本では病院出産が主流となり，生後早期の母
子分離や母乳率の低下が問題視されるようになって
から，その重要性が再認識されるようになりました．

効果は？
母子相互関係，母乳育児，児の体や情緒の安定化な
どに効果があることが研究で明らかになっています．

対象は？
赤ちゃんが外の世界に慣れ，呼吸などの状態が落ち
着いてきているとスタッフが判断した場合に行って
あげることができます．
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