Avoiding Breast Engorgement
for the Bereaved Mother (Japanese)
赤ちゃんを亡くされたお母様の乳房の
張りすぎを予防する方法
赤ちゃんのご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
Please accept our deepest sympathy on the loss of your baby.
以下は、母乳の生成がゆっくりと減少していくこの数日間、出来る限り快適に過ごして
頂くための提案です。
The following are suggestions that may help you to be as comfortable as
possible in the next few days as you slowly decrease your milk production.
•

母乳が十分に出ている場合は、だんだんと搾乳の回数を減らしていってください。
急に断乳すると乳房の張りすぎ、乳管の詰まり、または乳房の感染症の原因となり
ます。
If you have a full milk supply, gradually cut back on frequency of
pumping/feeding. Sudden weaning can cause breast engorgement, plugged
ducts or infection in breasts.

•

母乳がまだ出ていないようでしたら、搾乳を止めて下さい。母乳が出始めているよ
うでしたら、心地よく過ごすのに必要な量だけ搾乳器で搾乳するかまたは絞り出す
と良いでしょう。氷、キャベツ、およびサポート機能付きブラジャーを以下のよう
に使用してください。
If your milk is not in yet, stop pumping. When breasts start to fill, you may
want to pump or express just enough milk to keep yourself comfortable. Use
ice, cabbage and supportive bra as below.

•

快適でいられるのに必要な分量だけ搾乳してください。乳房を完全に空にはしない
でください。
Pump just enough milk to make yourself comfortable, but do not completely
empty the breasts.

•

サポート機能付きブラジャーを着用し、乳房を締め付けないようにしてください
（乳管の詰まりを引き起こす場合があります）。数日間は、スポーツブラジャーを
着用した方が快適かもしれません。
Wear a supportive bra, do not bind breasts (can lead to plugged milk ducts)
A sports bra may be more comfortable for a few days.
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•

母乳の生成が減少するよう冷蔵庫で冷やしたつめたいキャベツの葉で乳房を包むと
良いでしょう。葉っぱが、生ぬるく萎れてきたら交換してください。
Breasts can be wrapped in cold, refrigerated, cabbage leaves to reduce milk
production, change leaves when they become warm and wilted.

•

柔らかい布で巻いた氷をキャベツの葉の上に置くと乳房の張りを和らげます。
Use ice packs wrapped in soft cloth placed over cabbage leaves to decrease
engorgement.

•

徐々に母乳の生成を減らし不快感や乳管の詰まり、乳腺炎などの合併症を防ぐこと
を目的としています。
The goal is for your supply to decrease gradually to avoid discomfort and/or
complications of plugged ducts and/or mastitis.

•

乳房が元の大きさに戻っても数週間から数カ月の間、母乳が出ることがありますの
でご注意ください。
Be aware that even after your breasts have returned to their normal size, you
may be able to express milk for several weeks or months

発熱、寒気、または乳房が熱くなったり赤くなったりした場合は、医師に連絡を取り乳
房の感染症の検査を受けてください。
If fever, chills, or hot, red breast develop, call your health care provider to be
evaluated for breast infection.
母乳バンクに母乳を寄付することに慰めを見出されるお母様もいます。
Some mothers find comfort in donating milk to a milk bank.
母乳バンクに興味のある方は、ラクテーションコンサルタント 734-232-7885 まで
ご連絡ください。
If you are interested in learning more about this, please contact one of the
lactation consultants at 734-232-7885
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