
特集

BSケア
これからの母乳育児支援・乳房ケアアこ

国に100人程存在する（http://bscare.net：

プレゼンターマップ参照）。コロナ禍での

活動制限はあるものの，法人会員一丸とな

り「今だからこそ必要なことは何か」を検

討しながら，BSケア研鑽の場としてオンラ

インセミナー各種（ベーシック・アドバン

ス・発展・道場）を開催している。今後も

全国各地に，BSケア窓口を開設できるプ

レゼンターが増えることを期待している。

BSケアの特徴

　BSケア１～19）とは，赤ちゃんの母乳吸啜

に基づくケアである。母乳吸啜の２相性

（NNSとNS）のリズムを主軸として，乳頭

　BSケアは「痛くない・よく出るように

なる・どんな現象にも対応できる」という

キャッチフレーズのもと，2003年よりベー

シックセミナーを開始した。次いで2005年

よりアドバンスセミナーを開始し，全国の

母乳育児支援者を対象に現在までに延べ約

10,000人が参加したロングランセミナーと

なっている。参加動機は，「職場環境や生活

環境を変えないで，直接乳房に触れる優し

いケア技術を身につけたい」「痛いと言わ

れるケア技術を見直したい」「解剖生理に

沿った乳房ケアを学びたい」などであった。

　研鑽を続けた仲間は　“BSケアプレゼン

ター”（商標登録申請中）として認定してい

る。2020年現在のBSケアプレゼンターは，全
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佐賀大学大学院医学系研究科修士課程看護学科卒業。鎌倉の個人クリニックでは母親がお産の方法を選ぶ環
境を実践し，『らくらくお産―自分で選ぶ産みたい産み方』（立風書房）を出版。その後，福岡県大牟田市村尾産
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著書には，『BSケア　基本の型』『BSケア　特殊な型』（共に日総研出版），『いのちの授業―「生まれてきてくれてありがとう」を伝え
る子育て』（ライフサポート社）があり，DVD教材『BSケア　赤ちゃんが教えてくれたこれからの乳房ケア　Vol.１』『これからの乳房ケ
ア―BSケアの型を極める　Vol.２』（共に販売：日総研出版）の製作・監修も手がけている。
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乳輪体である乳首に行う乳房ケアであり，

乳房そのものを揺り動かす乳房マッサージ

ではない。

　お母さんと赤ちゃん双方への畏敬の念を

基に，心身両面に目を向け，生活環境の中

で育児をやり遂げている完全な存在である

女性に対して，敬意を払いながら寄り添う

その姿勢は，指導者的立場で「指導する」

のではなく，同じ女性としての視点を大切

に，ピアな関係の中で，母親自身や赤ちゃ

んがエンパワーメントできることを目指し

ている。パターナリズムにおける上下関係

ではなく，対等な関係の中で伴走し，必要

ならば教育的な視点を選択肢として提案す

る。提案した選択肢を選択するか否かを決

定するのは母親自身である。

　分娩の時に安全を優先するのは前提であ

るが，産む女性が主体となったその人らし

いお産の場をプロデュースすることは，助

産師に求められる重要な役割である。女性

自身が自分の力でやり遂げたという達成感

や満足感を得られるよう努力するのが助産

力であるならば，乳房ケアにも同様に必要

であるという信念を持っている。

　母乳育児支援の方法論においては，直接

乳房に触れるケアは不要であるという考え

方もあるが，長い間，乳房マッサージが受

けられる環境にあった日本人の母親たち20）

にとっては，触れてもらえることは前提と

とらえている人が多い。触れるケア21）を

求めてきた女性の期待に応えることが，最

重要課題であると考えている。

　しかしながら，新型コロナウイルスなど

の感染症が蔓延している現在，必ず触れる

ことができるかというと，前提にできない

現状にも置かれている。その場合の代替策

も必要であるため，本特集内で後述する

（編注：P.14『母親自身が行うBSケアによ

るセルフケア「魔法のクチュクチュ」の必

要性』参照）。

BSケア開発までの経緯

　BSケアは，産科スタッフや開業助産師

が行う “「痛い」乳房マッサージ” に苦しむ

母親たちを救いたいという思いで，2002年

に開発した。その土台となったのは，筆者

（提唱者）の25,000例以上に上る “「痛くな

い」乳房ケア” の実践経験であった。

　四半世紀前に遡ると，母乳を出すために

は乳房全体を揺り動かし揉むという方法論

が定説となっており，母親たちは陣痛より

も痛い思いをしながら耐えていた。しか

も，痛めているのは乳房だけではなく，「母

乳が出ない原因は母親の食生活や生活全般

にある」という指摘を受けることで傷つき，

心理的にも追い込まれ，生活上の厳しい食

事制限から栄養失調に陥り，生命力そのも

のが萎えてしまう母親も存在していた。

　そこで，BSケア開発においては，マッ

サージの技法ではなく，母親の心身両面に

寄り添うことを基盤としたことから，“乳

房マッサージ” ではなく “乳房ケア” と標

榜し，母親に侵襲を与えない優しい乳房ケ

アのスキルを伝達するということに重点を

置いた。赤ちゃんが母乳を飲むように乳首

に触れることで，「痛くない・気持ちがよ

い・スッキリする・フワフワになる」など

の母親の身体感覚を重要視した。

　また，個人の技を公表して神聖化するた

めの開発ではなく，主役である赤ちゃん

（Baby：Ｂ）がお母さんの母乳（Breat：Ｂ）

を吸う（Suck：Ｓ）ことで母乳育児は完結

できることに敬意を払い，通称には「Ｂ」
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特集 BSケア これからの母乳育児支援・乳房ケア特集

そこからできるだけ多くの排乳を促すこ

とが重要である。

・生理学的に，乳汁の排出は外からの圧に

よって押し出されるのではなく，赤ちゃ

んの吸啜刺激が脳に伝達することで，脳

下垂体後葉からオキシトシンが分泌され，

オキシトシンが腺房細胞の筋上皮細胞を

収縮させることで射乳が起こり，乳汁が

排出される２）。

・病理学的には，乳腺炎に付随して起こる

現象（熱，痛みなど）は，身体が治癒す

るための反応と過程である３）。

　これら基礎知識を踏まえて，ケアの際の

ポイントを次のようにまとめた。

①炎症の乳腺房につながる腺を限定する。
②炎症を起こしている乳腺組織に外圧（痛
み）を与えることのないケアを提供する。
結果として，炎症を悪化させず，お母さ
んへの身体的・心理的侵襲をなくすこと
ができる。
③乳汁の色・性状・流れ方（射乳の有無），
お母さんの全身状態，環境から，炎症の
進行具合や身体の予備能力，今後の経過
を予測し，それをお母さんへも伝える。そ
して，必要な支援や医療につなぐ判断を

　私は総合病院での勤務を経て，出産後に

先輩助産師の勧めで地域活動に参加する際

に出張開業の届けを出した。気軽に開業し

たものの，病院勤務の経験だけで不安な思

いもありながらの活動だった。そんな中で

見つけたのが，「痛くない！」「赤ちゃんが

噛む・引っ張るには理由がある」という

BSケアのセミナー案内だった。受講後，BS

ケアは助産の柱となる。ケアの結果も伴う

ため，お母さんからも良い反応をいただ

き，さらに研鑽を続ける意欲につながっ

た。研鑽を重ねるたび，奢ることなく母子

をそのまま受け止める，状況を冷静にアセ

スメントする重要性を実感している。

乳腺炎のケアのポイント

　乳腺炎のケアは，「乳腺炎を悪化させな

い」「長期化・悪化している方の受診のタ

イミングを逃さない」ことが，助産師の責

任においてとても重要となる。

・解剖学的に，１つの乳管には１つの乳腺

房がつながり，ほかの乳腺房と途中で結

合するということはない１）。乳腺炎にお

いては，炎症の腺からの乳汁を見極めて，

乳腺炎への対応
こころ助産院　助産師／NPO法人BSケア　副理事長　松田志帆

卒後，総合病院の産科に９年ほど勤務した後，出産・引っ越しを機に大阪の茨木市にて出張開業。その
後，2006年にBSケアセミナーを受講。研鑽を続け，2011年NPO法人BSケアプレゼンターを拝命し，
来所も可能な助産院に変更する。母乳育児支援のほか，地域で行政の委託事業や学校への出前講座を行
う。BSケアの理念は助産師活動のすべてを支えている。「こころ助産院」の名は，その理念に沿いお母さ
んの気持ち（こころ）を大切に寄り添いケアさせていただくという思いを込めている。

25臨床助産ケア  Vol.12  No.6



する（信頼できる乳腺外科と連携を取る）。
④お母さんに適切な自己ケアを伝える。
　次に，実際にケアを行った乳腺炎の事例

を紹介する。

事例紹介
　Ｓさん，30代後半，初産婦。
　夫と子との３人家族。産後は実母の援

助を得て自宅で過ごしていた。夫は家

事・育児に協力的で，在宅時はＳさんの

支えとなっている。入院中～退院後早期

は直接頻回授乳をしていたが，授乳時の

乳頭痛が悪化したため搾乳に切り替えて

いた。実母の援助が終わり，夫の勤務が

在宅から通勤へ変わった。依頼時は産後

24日目だった。

依頼時までの経過：産後13日にしこり
と痛みがあったため産院でケアを受け，

痛み止めと抗生剤が処方されていた。

翌日産院で再びケアを受けたが，乳頭

の痛みが続いており，痛み止めとアズ

ノール軟膏が処方された。その後も授

乳時の乳頭痛が強く，搾乳に切り替え

ていた。23日目，直接授乳を試みて

直母できたが，その後急に右乳房の張

りと痛みが現れ，当院へ連絡があり，

出張ケアに向かった。

◆お母さんの現象とアセスメント
現象：Ｓさんは苦悶の表情で，前かがみの
状態で玄関に出てこられた。仰臥位にな

るのもゆっくりでないと痛みでつらい状

態で，痛みと不安から話をする間にも涙

ぐむ様子が見られた。

　右乳房外側にしこりと静脈の浮き

（＋），乳輪近くに軽度の発赤（＋）が見

られた。熱は37.5℃（肘窩），乳房の熱

感は軽度，下半身は冷えていた。

アセスメント：うっ滞している乳腺房で炎
症が起こっている。感染性の可能性は低

い。産院でケアを受けている頃から，少

しずつ乳汁の貯留があった可能性がある。

直接授乳ができていないため，分泌が活

発になる時期に十分な乳汁の流れがつく

られていなかった。また，産後の疲労が

重なり，炎症を起こしやすい身体状況で

あった。潜在性乳腺炎も考慮４）。フロー

チャートでは１～２５）。

◆BSケアの展開
〈ケア１日目〉
視診・触診：左右とも，少し乳輪に触れる
だけでも痛みを感じる状態。直母ができ

ていないことと搾乳器を併用していたこ

とで，左右共に乳輪が硬く伸展性のない

状態（図１）。
①現象側（右側乳房）には弱いNNS様の動

きを行い，乳輪が柔軟化するのを待った。

同時に，乳汁が滲んでくる状態を観察し

た。また，ケアと並行し，Ｓさんに対し

産後搾乳で頑張ってこられたことをねぎ

らった。

　炎症を起こしていると見られる腺から

濃い乳汁がじわりとのぞいたが，その後

は流れなかったため，Ｓさんの表情を観

察しながら，痛みを感じないぎりぎりの

力加減で，さらにNNS様の動きを行った。

すると，少しずつ乳輪が柔軟化してきた。

②ほかの腺から射乳が見られたためNS様

の動きに移行したが，痛みが強いため，

NNS様の動きに戻り分泌を待った。射乳

が見られたのは，内側の残乳のある乳腺

房につながる腺からで，乳汁の色は薄い

白色であり，排乳にて乳房内側の内圧は

減少した。

③最初に乳汁が滲んだ炎症部位につながる

事例
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とスキンケアの
最新エビデンス
とスキンケアの

赤ちゃんの
皮膚トラブル
赤ちゃんの
皮膚トラブル

助産師，博士（保健学）。都内総合病院で助産師として勤務後，2011年より
継続して新生児のスキンケアに関する研究を実施。2017年より現職。

東京大学大学院医学系研究科
健康科学・看護学専攻

母性看護学・助産学分野　助教
米澤かおり

連載
第６回

　今回は，新生児期に多い「おむつかぶれ」について考えたいと思います。

おむつかぶれにはどんなものがあるの？

おむつ皮膚炎，肛門周囲皮膚炎，接触性皮膚炎，カンジダ感染があります
（表１）。

　おむつかぶれは，おむつ皮膚炎（Diaper dermatitis）とも呼ばれ，広く考えると「おむつを

している部分に生じる皮膚炎」となります。ひと言でおむつかぶれと言っても，原因はさまざ

まあるため，「おむつを使っていたことを理由とした皮膚トラブル」と考えると分かりやすい

と思います（多くの健常成人がおむつかぶれに悩まずに済むのは，おむつを使っていないから

です）。

◦おむつかぶれの種類
　基本的におむつ皮膚炎は，おむつをする部位に便や尿が付着する化学的刺激と，さらに拭き

取る際にこすったり，おむつとこすれたりする摩擦の物理的刺激が合わさることで生じます。

　皮膚炎は，便が付着し得る部位のどこにでも生じます。特に便が付着しやすい肛門周囲が際

立って多く，「肛門周囲皮膚炎」とも呼ばれます。

　おむつかぶれが生じるその他の部位としては，鼠径部や大腿部が多いようです１）（図）。こ

の部分は，便や尿だけでなく，おむつのテープや足のギャザーが触れることにより接触性皮膚

炎を起こしたり，あせもになったりもします。

Ｑ１

Ａ

おむつかぶれ

おむつ皮膚炎

肛門周囲皮膚炎

テープなどの
接触性皮膚炎

カンジダ感染

おむつをしている部分に生じる皮膚炎全般。便や尿による化学的刺激と摩擦の
物理的刺激で発赤や発疹，びらんが生じる。

特に肛門周囲に生じる炎症。便が付着しやすいため，症状が悪化し，びらんが
できるような場合には治りにくい。

おむつやテープの接触によるかぶれ。

カンジダという常在真菌による感染症。一度おむつ内で発症すると，スキンケ
アだけでは治りにくい。

表１●新生児期のおむつかぶれ

山本一哉：こどものおむつ部によくみる50症状　どう診て・どう対応するか，南山堂，2005.より引用，一部改編
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　１つ注意が必要なのは，カンジダ

感染の場合です。この場合，お尻全

体の広い範囲がおむつかぶれとな

り，なかなか治りませんので治療が

必要です。「スキンケアだけではな

かなか治らない」と思った際には，

カンジダ感染を疑うことが重要です。

◦生後１カ月間では40～50％が経験
　おむつ皮膚炎の発症率については，多くの研究でさまざまな結果が出ており一概には言えま

せんが，生後１カ月間に限れば，40 ～50％程度，つまり２，３人に１人はおむつかぶれを経

験しているようです。さらに，おむつ皮膚炎になりやすいのは０歳代ですが，おむつをしてい

る限りかぶれ得るので，２歳になるまで調べている研究でも，やはり20％以上と高い確率で

多くの子がおむつかぶれを経験しているようです２）。

　発症率がこれだけ高いことを考慮すると，ある程度，おむつかぶれが起こること自体，仕方

がないものかもしれません。しかし，おむつかぶれは本人にとっては苦痛であり，養育者に

とっても，「かぶれさせてしまった」という心理的負担を感じるものとなります。長期化させ

ないこと，治療が必要な状態を見極めることが重要になると言えます。

どんな子がおむつかぶれになりやすいの？

リスク要因として，皮膚の弱さや排便の状況，ケア方法などが挙げられます。

　おむつかぶれのリスク要因については，多くの研究があります。大きく分けると，その子自

身の要因（属性や皮膚の弱さ），皮膚の外の要因（排便の状況，ケア要因）となります（表２）。

◦皮膚の弱さ
　ある程度，生まれつきの皮膚の状態の影響があり，やはり「肌が弱い子」は存在するので，

どれだけ丁寧にスキンケアをしても，おむつかぶれを起こしやすい子もいます。一方で，一般

的なスキンケアで全くおむつかぶれを起こさない子もいます。

◦排便の状況
　それ以外で，とても大きな要因となるのは排便の状況です。これは，高性能の紙おむつで

Ｑ２

Ａ

性器部

肛門周囲

鼠径部，大腿部

図●おむつかぶれが発症しやすい部位

属性

皮膚の弱さ

排便の状況

ケア方法，
その他

•性別＊

•出生時の体重が重いこと

•アトピー性皮膚炎の家族歴があること
（遺伝）
•皮膚がアルカリ性寄りであること

•排便回数が多いこと
•消化器系の疾患があること
•下痢

•おむつ交換回数が少ないこと
•布おむつを利用していること
•抗生物質や薬を利用していること
•カンジダ菌の増殖

＊男児がなりやすいという研究と，女児がなりやすいという研
究があり，明確ではない

内
部
要
因

外
部
要
因

表２●新生児期のおむつかぶれのリスク要因
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