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～はじめに～

こちらの講座では、産後を経験された女性や
アラフォー・アラフィフ世代の女性の心と体の不調を
取り除く知識や、美しいバストを保つために必要な知識
をお伝えしていきます。

私たち女性は初潮を迎えてから一生、女性ホルモンに
心と体（健康面を含め）左右される人生を送ります。

ピンとこない方もいると思いますが…
生理痛・ PMS・妊娠・つわり・更年期それらは全て
女性ホルモンの影響によるもの、さらには！
乳がんその他の女性疾患もすべて、女性ホルモンが関係
してきます。

そして！艶のある肌や髪の毛、女性らしい丸みのある
体、バストの形や大きさといった外見にも大きく影響して
きます。女性ホルモンと上手に付き合う事ができるかどう
かで、アナタの人生が大きく変わるといっても過言ではあ
りません！

アナタも今までの受講生たちと同じように女性ホルモンと
上手に付き合う方法を身に着け女性としての人生を楽しん
で下さい。

※テキストの無断転写や無断使用は固く禁止いたします。
受講生以外の閲覧も禁止いたします。
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第１章：女性性マインド

令和を生きる女性は欲張り位が丁度良い！

母として、妻（女性）として、ビジネスウーマンと
して自分自身を最大限に生かし輝く時代が来ました。

しかし現状は…家庭と仕事の両立が出来ない…。
母になってから女性性を忘れてしまった…
仕事で使う男性脳が常に優位になり、心と体のバランス
が崩れ、常にイライラ、クヨクヨ…

生理周期の乱れ、生理痛、不妊、産後鬱、更年期と常に
女性ホルモンに振り回される女性が増加しています。

アナタ自身はどうですか？女性性と上手にお付き合いが
出来ているでしょうか？

女性性と上手に付き合えるようなると、人生は大きく
好転し始めます！
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周りのサポートを受けながら
女性の武器を生かした仕事の
仕方をしている。

なんでも一人で抱え込み、
男性社員と対等に働きたい
と常に戦闘態勢。

オス化女子

１・働き方

艶女

艶女 オス化女子

２・休日の過ごし方

パートナーを立てる

パートナーと過ごす
時間を楽しむ

子供との時間を楽しむ

自分が主導権を握りたい

パートナーと過
ごす時間は憂鬱

子供の教育に熱心
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艶女 オス化女子

３・生活習慣

湯船に浸かる バランスの
良い食事

シャワーのみ 時短で食べれる
栄養の偏った食事

セルフメンテナンス
体を動かす

身だし並みに構わず
だらだら過ごしたい

艶女
オス化女子

結 果

仕事もプライベートも女性性
を上手く活用しているので、
楽に自分らしく生きる事がで
き健康美が手に入る！

男女平等でありたいという
強い想いと女性性の本質を
無視した生き方をし、スト
レスを抱え健康美を損なう
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男性脳優位の仕事の仕方や、〇〇しなければならないという
完璧主義の思考から、知らずにストレスが生じる

家事育児の両立の忙しさからの食生活・生活習慣の乱れ

本来の女性性を無視した、言動の積み重ねによる
女性らしさの欠如

ホルモンバランスの乱れが生じて心身に現れだす！！

１

2

４

3

心と身体は繋がっています

女性らしさを損なうと身体

に現れだします！！
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＜男性性と女性性はこんなに違う＞

女性性

・陰性

・精神世界を担う

・BE（存在）

・受けとる

・感覚的

・共感する

・保守的

男性性

・陽性

・物質世界を担う

・DO（行為）

・与える

・論理的

・解決する

・革新的

女性らしく振舞う事、女性らしい仕事の仕方

この事を、異性に媚びているようで嫌だ！！

女性らしい恰好は気恥ずかしくて、出来ない！！

と思う方は、その概念をまずは

ぶち壊しちゃい
ましょう！！
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女性マインドの構築

＜女性マインドに必要な心体技＞

３つが揃う事で女性性が上手に発揮されます

・艶やかな心
女性としての考え方、社会における女性としての役割、
女性として産まれた事への感謝

・艶やかな体
女として生まれ持った体（顔・髪、ファション等）
女性らしいしぐさ

・艶やかな技
やさしさ、思いやり、しなやかさ、母性。懐の深さ、
察する力、気配り

心の中の「女は○○すべき～」
は無くしましょう！
心の中に“〇〇すべき”が沢山あ
るほど、貴女は世間や他人の目
線ばかりを気にして人生を送っ
ていることになります。

“○○すべき”の思い込みがある
人程、女性らしさは無いです。

正しさよりも楽しさを選びましょう！！
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第2章 産後クライシス

産後 クライシスとは
（危 機）

「産後2年以内に夫婦の愛情が急速に冷え込む状況」

厚生労働省の調査(※)によると、子供が0～2歳の時に離婚した母
子世帯の割合は全体の35%にもおよび、産後2年以内に離婚する
夫婦がいかに多いかを表しています。

出産後の夫婦関係の悪化、夫に対する愛情がどんどん薄れてゆく
状態が続くことを産後クライシスと言います。

(※)平成23年度全国母子世帯等調査
「母子世帯になった時の末子の年齢階級別状況」

産後クライシスを知っているのと、知らないのとではその後
の結婚生活が大きく変わってきます！！

子供達の心を健やかに育むためにも、男性も女性も理解をし
ていく事が大切です。
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産後クライシスを引き起こす原因はひとつとは限らず、以下
に挙げる様々な問題が絡み合った結果が、産後クライシスの
始まりと言えます。

1.ホルモンバランスによる原因

妊娠中は、お腹の中で赤ちゃんを育てるために必要不可欠な、
女性ホルモンの「エストロゲン」と「プロゲステロン」の分泌量
が増えていきます。

しかし、出産後はこのホルモンは急激に減少していきます。

この急激な変化に女性の身体が追いつけないため、あちこちに
不調が出てくるのです。こうしたホルモンバランスの乱れによる
感情の浮き沈みは、理性でコントロールすることはほぼ不可能と
いえます。

対策：ホルモンのせい！！誰もが通る道！と開き直る

ホルモンの急激な変化は、避けようがありません。

この時期は、なるべく里帰りをしたり、家族や友人に頼るように
しましょう。
1人で頑張らないと！！と言う思い込みは、ますます自分を追い
込みますので、この時期は開き直る事が大切です！

10



2.体調不良による原因

女性は、出産という壮絶な大仕事を終えたあと、休む暇もなく24時間
体制で赤ちゃんのことを考え、つきっきりでお世話する毎日を送ります。

出産による身体的ダメージに加え、寝不足の毎日。また、抱っこなどの
赤ちゃんのお世話による背中や腕の痛みも日に日に増していき、ボロボロ
の状態です。

３.精神的不安による原因

出産を機に仕事を辞めたことで、社会に取り残されたような気分になる、
未婚の友達と会話や感覚が合わなくなるなど、様々な精神的不安が、
ママを襲います。

真面目なママほど「子どもを立派に育てなければいけない」という
プレッシャーと毎日戦うことになります。

不妊治療後でやっと出来たお子さんなら、尚の事かもしれません。

それまで漠然と持っていた「出産＝幸せ」というイメージは、出産後
次々に押し寄せる苦労や問題によって、一気に崩れ去ります。

出産がいかに幸せで楽しいことであるかは一般に語られるのに、その後
の苦労など誰も教えてくれません。こうした理想と現実のギャップが、
産後クライシスを引き起こす原因となるのです。
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4.二人目育児のストレス

２～5年空けて2人目を出産される方は多いです。

1人目は何もかもが初めてで、無我夢中でしてきた育児、2人目3人目
と赤ちゃんのお世話は上手になりますが、上の子供達が丁度手がかかる
時期や、イヤイヤ期と重なる事で、初めての育児の時とはまた違った
ストレスが加わります。

更には、日中も休む時間がなく、肉体的にも精神的にも疲れストレスが
溜まる事が原因となります。

対策：家族のサポートを得る

一人で育児も家事も完璧にこなそうとするのではなく、時には親兄弟を
頼り手伝ってもらいましょう。

赤ちゃんを預けて寝かせてもらったり、不安な気持ちや愚痴を聞いても
らうのも必要な事です。

同居していた昔とは違い、核家族が多い今は、１人で頑張りすぎてしま
う女性が多いです。
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５.パパの貢献度による原因

女性は毎日赤ちゃんのお世話をすることで「妻」から「母」
へと急成長していきます。

しかし男性はと言うと…仕事、友達付き合い、生活サイクルは
女性ほど変化する事はありません。

母性本能と女性ホルモンの働きで赤ちゃんのお世話をうまくこな
す女性に比べると、男性は右も左も分からない育児の初心者です。

そうであるにもかかわらず、自分と同等の働きを期待してしまう
事で「どうして手伝ってくれないの？」「どうして泣いているの
に起きないの？」と、イライラした気持ちが溜まってしまいます。

対策：夫婦のコミュニケーションを大切にする

・手伝ってほしいことを言葉で伝える

「いちいち言わなくても察してよ」という考えは1番のトラブル
の元です。して欲しいこと、して欲しくないことを言葉でしっかり
伝えることが大切です。

・感謝の気持ちを言葉で伝える

家事や育児を手伝ってもらった後、つい「このやり方はダメ」
「時間がかかりすぎ」などと文句を言うのは絶対に避けましょう！

女性から見れば「育児と家事を協力するのは当たり前」と
考えがちですが、男性から見れば育児も家事も慣れない大仕事。

急にうまくできるはずがありません。最初から100％を求め
すぎずに、感謝の気持ちを伝えながら、上達する様に導いていき
ましょう！
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＜産後クライシスが大きく出やすい人の特徴＞

①バリバリのキャリアウーマンだった人

今まで社会との繋がりが多かった方が、出産を期に社会から切り
離される事により、ホルモンバランスの乱れに加え、情緒が不安
定になる事が原因。

また、私こんなにネガティブだったの？と見たことのない
自分の感情に対面する事で、さらに落ち込んでしまい、重度の
産後クライシスになる人が多いです。

②責任感が強く、頑張り屋の人

なんでも自分で抱え込み、自分のせいだと落ち込みやすくなり
ます。

③一人目の出産時

初めての経験ばかりなので、ホルモンバランスが極端に崩れ
やすくなります。
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＜産後クライシスで1番大切な事＞

夫婦で情報を共有する事！

夫婦共に、産後クライシスが来ることを事前に知ってい
るのとそうでないとでは、気の持ちようが全然違います。

出産に関する情報は、女性の方がよく調べている内容
だと思いますが、夫にもキチンと「出産したらこうなる
んだって」と知ってもらうことは大事です。

出産前にコミュニケーションを取る事もでき、お互いが
今後起こる症状に対しての、心構えや対策を取る事にも
繋がります。

そして、症状として出そうな内容を夫に認識してもらえ
ていると、常に気を使ってくれ一緒に考えてくれる姿勢
になります。

産後クライシスは夫婦二人で乗り越えていく事がとても
大切です！！
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＜男性脳と女性のはここまで違う＞

男 性 脳 女 性 脳

素早い問題解決の
為に会話をする

共感の為に
会話をする

ゴール志向型 プロセス志向型

ハイリスク
ハイリターンを好む 安全を好む

秩序や決まりを
重視する

人間関係を重視する

集団の中での順位を
重視する

フラットな関係を
重視する

空間把握能力に
優れている

言語能力に
優れている

察する力に
優れている

説得する力に
優れている
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第３章女性ホルモンとは何かを知ろう

エストロゲン（卵胞ホルモン） プロゲステロン（黄体ホルモン）

別名：美のホルモン 別名：母のホルモン

この女性ホルモンが分泌されるしくみは、脳（視床下部）から
女性ホルモンを分泌するよう下垂体に命令されます。

この命令を受けて下垂体（視床下部の下部にある）は性腺刺激

ホルモンの分泌を促します。この性腺刺激ホルモンには、

卵胞刺激ホルモン(FSH) 黄体化ホルモン(LH)

という２つのホルモンがあり、これらが卵巣に働きかける事で
卵巣から女性ホルモンである、エストロゲンとプロゲステロン
の分泌が行われます。

「卵巣」から
女性ホルモンは
分泌されていま
す。

卵巣から女性
ホルモンは分泌
されてます。
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＜エストロゲンの役割＞

女性らしいカラダの形成

エストロゲンは「美人ホルモン」とも呼ばれ、美しい髪の毛、
肌つや、ふっくらした胸など女性らしいカラダの形成を助けます。

エストロゲンの分泌が多い10代後半から20代に、女性は少女か
ら女性的なカラダへ成長します。そして、エストロゲンの働きで

月経を迎え、妊娠、出産に向けた体を作ります。

骨形成・骨粗鬆症の予防

骨は新しい骨を生成する骨芽細胞の働きと、古い骨を溶かす破骨
細胞の働きが※拮抗（きっこう）して形成され、エストロゲンは
破骨細胞を減らして骨芽細胞を増やしたり、食事と日光浴で体内
にとり入れたビタミンＤを体内にとり込みやすい形に変えたり、
骨形成に重要な役割をはたしています。

女性が更年期を迎えると、同年代の男性より骨密度が減り
骨粗鬆症になりやすくなります。

つまり、女性が骨粗鬆症に悩まされる原因は、閉経によりエスト
ロゲンの分泌が低下してしまうためなのです。

※二つの要因が互いにその効果を打ち消し合うように働く作用。
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自律神経の調整

女性は閉経を迎える40歳代後半ごろから、卵巣の機能が低下し
てエストロゲンの分泌が徐々に減り、月経が遅れ始めます。
月経周期が不安定になると自律神経にも乱れが生じやすくなり、
カラダは交感神経が優位な緊張状態が続きます。

交感神経と副交感神経の切り代わりが不安定になり、
更年期特有の不快な症状であるめまい、のぼせ、動悸、頭痛、
イライラ、不眠などの症状が現れます。

脂質代謝の促進

エストロゲンは、肝臓で悪玉コレステロール（LDL）の代謝を
促進する働きがあります。
そのため閉経を迎えてエストロゲンの分泌量が減った女性は、
血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪が増えやすく、動脈硬
化による病気を引き起こす確率が増えます。ホルモンバランス
を整えることで、血液中の脂質代謝が促進されます。

女性ホルモンは、私たちの健康を保つために重要な役割を担っ
ています。ホルモンバランスの調整には、日々の食事や生活ス
タイルを整えることが大切になります！

エストロゲンの役割を知り、美容や健康作りに役立てていきま

しょう。
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＜プロゲステロンの役割＞

プロゲステロンとは、排卵直後から卵巣でつくられる女性
ホルモンの一つで、受精卵が着床しやすいよう子宮内膜の環境を
整え、体温を上げる作用があるため「妊娠を助けるホルモン」
ともいわれます。

基礎体温を上げる

プロゲステロンには体温を高める作用があり、受精や着床が
しやすくなる環境をつくります。基礎体温が高温期に入るのは、
プロゲステロンが分泌されているからです。
逆に、プロゲステロンが正常に分泌されない場合、基礎体温が
上がらず、常に低温期のままになります。

子宮内膜を維持する

卵子が成長する卵胞期の子宮内膜の厚みは数ミリほどですが、
排卵期の前後には10～15mm程になります。
プロゲステロンには、排卵後に子宮内膜やその周辺の血流量を
上げる働きがあります。血行が良くなることで十分な栄養
を子宮内膜に与えて、子宮内膜をふわふわで厚くした状態に
キープさせます。

乳腺を発達させる

受精卵が子宮内膜に着床すると妊娠が成立し、女性の体は
赤ちゃんを産む準備を始めます。プロゲステロンは、出産後の
準備のために乳腺を発達させます。
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女性ホルモンの影響で女性は様々な影響を受けます

初潮、生理痛、体系の変化、妊娠、産後クライシス、

更年期、閉経、女性疾患、乳癌・子宮癌etc…これらは全て

女性ホルモンの影響によるものです。

その他にも…

肩こりや腰痛

女性は男性よりも筋肉量が少ないため、もともと肩こりや腰痛
を抱えがちです。

また、更年期によるエストロゲンの低下が、更にそれに悪影響
を及ぼします。

エストロゲンには、関節を動かす潤滑油のような働きもある
からです。

女性ホルモン（エストロゲンやプロゲステロン）は様々な病気
から守る作用もあります！！

男性よりも女性の方が、心臓病や骨粗しょう症などになりにく
いとされます。

また、ストレスに対しても男性より強いとされています。

もちろん、ストレス耐性は女性の中でも個人差がありますが、
基本的には女性の方が強いです！！

これは女性ホルモンによる恩恵ともいえるでしょう！
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＜生理が始まる目安＞

初潮は小さな女の子が健康な「女性」となり、新しい命を
産めるからだになっていくための大切な出来事です！

時期としては、女性への成長を促す女性ホルモンをつくる環境
が整った頃です。ですが、女性ホルモンが出来たかどうかは目
に見えるものではありません！！

目に見える変化として…

身長が１５０センチ前後、体重が４２キロ、体脂肪率が１７％
を超えた頃。急に身長や体重が増えてきたら、生理が始まるの
が近いかもしれません。

生理（初潮）が始まる前兆

✩第２次性徴が始まり、陰毛が生え、胸が大きくなる
✩ニキビや吹き出物がでてくる
✩骨盤が発育して体が丸みを帯びてくる
✩おりものが下着につくようになる
✩髪質や肌質が変わってくる

これらは良く見られる生理（初潮）の前兆ですが、その子
その子により様々なので、必ずしもこれが当てはまるという
わけではありません。

中には、

✩微熱が続く ✩頭痛を訴えるようになる ✩鼻血が良く出る
などの体調の変化で現れることもあります。

これらの変化が見られたら、すぐに娘さんの体に起きているこ
とについて、わかりやすく説明してあげましょう。
決してごまかさず、娘さんが理解できるまで繰り返し説明しま
しょう！
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＜更年期とは＞

閉経の前後5年を合わせた40代半ば～50代半ばの10年間の
ことを指します。この期間に起こる症状を「更年期症状」
といい、さらに更年期症状によって日常生活に影響が出る
状態を「更年期障害」と呼びます。

更年期障害はなぜ起きる？

年齢と共に卵巣の機能が低下すると、女性ホルモンの1つ
「エストロゲン」が大きく揺らぎながら低下します。
このエストロゲンの変化が、更年期症状や更年期障害を引
き起こす主な原因になります。

閉経後も女性ホルモンは無くならない？

女性は母親から卵巣内に約200万個の原始卵胞をもらい生まれ
ます。

思春期以降はこの原始卵胞が毎月１つずつ成熟し排卵されます。

女性ホルモンが盛んに分泌される時期は２０−４５歳です。

年齢とともに卵巣機能が低下し、エストロゲン分泌量も減少
します。そして５０歳前後で多くの人が閉経を迎えます。

しかし、体内のエストロゲンが全てなくなるというわけでは
ありません！！

それは、女性ホルモンは副腎や甲状腺とも関係していて、
副腎からもエストロゲンが分泌されるためです。
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＜乳がんと女性ホルモンの関係＞

乳がんの原因やがん細胞の増殖には、女性ホルモンの一種で
あるエストロゲンが大きく関わっていることが多いです。

何らかの発がん刺激によって傷ついた細胞がエストロゲンの
影響を受けて増殖し、がん化すると考えられているのです。

また、食生活の変化、経口避妊薬の使用や閉経後のホルモン
補充療法、晩婚少子化など、女性の生活スタイルの欧米化に
よって、体内でより多くのエストロゲンが存在するように
なったことも乳がん患者を増やす要因となっているようです。

乳がん発症のリスクが高まる因子として、
以下のようなものがあります。

・母親や姉妹に乳がんになった人がいる・40歳以上である
・初産年齢が遅い・閉経年齢が遅い・出産経験がない（少ない）
・授乳経験がない（または短い）
・閉経後に肥満した・身長が高い・飲酒習慣がある
・ホルモン補充療法（HRT）を長期間続けている
・経口避妊薬（OC）を長期間使用した

女性ホルモン（エストロゲン）に長期間さらされると、その
影響を強く受けることになるため、乳がん発生のリスクが上昇
するといわれています。
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＜閉経後、肥満だと乳がんになりやすい！？＞

エストロゲンの分泌量が増えることで乳がんのリスクが高まる
なら、閉経後はエストロゲンが減少するから心配する必要は
ないのでは…と思うかもしれません。

しかし、閉経後も乳がん発症のリスクはあります。

閉経するとエストロゲンが減って肥満になりやすく、肥満に
なると脂肪組織からアロマターゼという酵素が分泌されます。

アロマターゼが副腎皮質から分泌されている男性ホルモンで
あるアンドロゲンをエストロゲンに変換します。

そのため、閉経後に肥満になると、閉経後であっても乳がんの
リスクを高めてしまうのです。

＜イソフラボンが乳がんリスクを低下させる？！＞

国立がん研究センターによると、閉経後の女性の場合、大豆
に含まれるイソフラボンの摂取量が多い人ほど乳がんリスクが
下がるという結果が得られているそうです（最大で70%低下）

イソフラボンは、エストロゲンと化学構造が似ています。
そして、乳腺細胞のエストロゲン受容体にエストロゲンより
先に結合するため、結果としてエストロゲンの働きを弱める
ことに繋がり、乳がんのリスクを低下させるのではないかと
考えられています。

豆腐や納豆、煮豆、味噌などバランスよく食事に取り入れ
ましょう。
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＜乳がんの症状＞

代表的な症状は以下の4つです。

・乳房やワキの下にしこりがある
・乳房にくぼみ、ひきつれがある
・乳頭に湿疹・ただれ・分泌物がある
・乳房の皮膚に発疹・腫れ・ただれがある

お風呂おっぱサイズでは、これらの項目のチェックを体を洗う
一連の動作の中で確認していただくことが出来ます。

ただし、ごく初期の段階だと、わからないくらい小さなしこり
であったり、痛みや体調不良などの自覚症状もないことが多い
ので、注意が必要です。

乳がんは放置しておくと、リンパ節や他の臓器に転移しやすい
ので、少しでも違和感を感じたら、できるだけ早めに医療機関
で検査を受けることが大切です。

早期発見をする為にも、日々自分の胸を見たり触れる習慣を
日常的に取り入れていく事が大切になります！！
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第4章：おっぱいの仕組み

＜おっぱいの構造＞

胸は乳腺と脂肪組織で構成されていて、大胸筋や
小胸筋に支えられています。
そして、表面は皮膚に覆われています。

乳腺と脂肪組織の割合は1：9程度と言われています。
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＜＞
＜乳腺＞母乳を作り出す重要な器官。

最も大切な器官です！

乳腺と脂肪組織の割合は、1：9程度と言う様に、バストアップ
をしたい場合は乳腺を発達させるのが効率的です！

乳腺１に対して脂肪が9つきます。ですので！脂肪を1増やして
も乳腺は2つにはなりません。しかし！乳腺を1増やすと脂肪は
18になるので効率的にバストアップできます。

乳腺はエストロゲン作用によって増殖し、プロゲステロン
によって発達します。※バランスが大切！

イソフラボンは豆乳などで摂取できますが、ただ摂取するだけ
では意味がないです…。
※イソフラボンは、エストロゲンと似た化学構造と働きをします。

健康なおっぱいをつくる為には、冷えやストレスは大敵！
血行を悪くし、胸に栄養が十分に届かない状態になってしま
います。

これらを軽減させる為にもお風呂おっぱサイズで胸周辺の血行
を良くする事は大切です。

乳 腺

脂

脂

脂

脂 脂

脂

脂

脂

脂
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＜クーパー靭帯＞ コラーゲン組織の束

乳腺を皮膚や筋肉につなぎ止め、胸の下垂を防ぐ役割がある。

＜大胸筋＞ 胸の土台になる筋肉

クーパー靭帯に並んで、カタチの美しい胸をキープするのに
必要な筋肉。ただし、鍛えすぎると筋肉は短く・硬く・強く
なるので、胸も硬くなります。更に筋肉が短くなることで肩が
前に入り猫背気味になり、胸は下垂します。

＜乳房内脂肪組織＞乳房内の脂肪のこと

乳腺と脂肪組織の割合は、1：9程度なので、バストアップに
おいて必要な要素です。
脂肪量が多ければ多い程、胸にボリュームは出ますが脂肪は
流れやすいので、自分の胸に合ったブラジャーやナイトブラを
つける事が大切になります。

大 胸 筋

乳腺（1割）
+

脂肪（9割）

クーパー靭帯エストロゲン プロゲステロン

＜胸の組織の関係性のおさらい＞
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＜母乳とオキシトシンの関係性＞

オキシトシンは出産と授乳、子育てに重要な働きをするホルモン

オキシトシン受容体の機能は、女性ホルモンのエストロゲン
によって向上します！なので男性より女性の方がオキシトシン
により様々な事が影響されます。

授乳でのオキシトシンの役割

母乳を作るプロラクチン放出を促進する

母乳に関係するホルモンの代表は、プロラクチンとオキシトシン

プロラクチンは、乳汁分泌ホルモンと言われ、妊娠中乳腺を
発育させ、出産後は乳汁の分泌を促進するホルモンです。

母乳を作り出す「プロラクチン」
作られた母乳を分泌させるのが「オキシトシン」

授乳中に放出したオキシトシンはプロラクチンの放出を促進します。

赤ちゃんに母乳を飲ませるほど、オキシトシンとプロラクチン
が分泌されて、母乳の出もよくなります。
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乳頭への刺激

オキシトシン
・母乳を噴出する
・幸福感

プロラクチン
・赤ちゃんを
守る力を作り出す

母親の体は出産を経ると、子供とのふれ合いや絆を生み出すと
同時に、ストレスを抑える効果のあるオキシトシンと、子供を
勇敢に守るために恐怖心を払い去るプロラクチンの分泌が促進
されます。

これらのホルモンによって

女性の脳は強くて優しい母親へと生まれ変わるのです！！

＜豆知識＞
赤ちゃんに授乳しようとすると、胸にツーンとするような痛み
を感じた事はありませんか？この胸のツーンとした痛みの感覚は
催乳ホルモン「オキシトシン」の作用によるものです。

もし胸がツーンとしなくなったり、この感覚が分からなくなって
きたら、それはお母さんが強いストレスを感じていたり、体調が
悪くなっているサインです。
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＜授乳をしない場合の妊娠初期からのおっぱいの変化＞

（妊娠初期）

妊娠してから妊娠5ヶ月目くらいにかけて、サイズが
約1カップ上がります。これはホルモンの作用で乳腺が
発達するためです。

（妊娠後期）

赤ちゃんが生まれる直前である妊娠10ヶ月目くらいの
時には、2カップほどサイズがアップします。出産後すぐ
に母乳が出るようにおっぱいも準備期間に入ります。

（産後初期）

産後1～2ヶ月後あたりから乳腺脂肪が減り始めるので、
徐々におっぱいが小さくなってきます。6ヶ月後くらいには
おっぱいは最大のサイズから1カップくらい下がります。

（産後後期）
出産後半年～1年にかけて急激におっぱいがしぼんでいき、
元の大きさまで戻ります。この時が一番おっぱいが垂れや
すい時期になります。

32

＜断乳・卒業後のママのおっぱいの見た目の変化＞

・胸がたれる・胸がしぼむ・胸の形が悪くなる
・胸が前より小さくなることも・胸がしわしわになる

＜産後のおっぱいが垂れる理由＞

エストロゲンなどの減少とクーパー靭帯へのダメージ

妊娠すると女性ホルモンであるエストロゲンが分泌され、乳房は大きく
なります。しかし、赤ちゃんへの断乳や卒乳後は、自然とエストロゲン
やオキシトシンといった女性ホルモンはどんどん減っていきます。
それにより、大きく張りのあったおっぱいがまるで風船がしぼむ勢いで
小さくしぼんでしまうのです。

おっぱいが大きく重くなるとおっぱいを支えているクーパー靭帯に負担が
かかり、それに伴い皮膚も伸びてしまいます。

授乳が終わり、大きくなったおっぱいが元の大きさに戻る事でおっぱい
の脂肪の量も減ります。脂肪がなくなり、伸びきった皮膚はキチン
と保湿やケアをしていかないと、きめの粗い肌になりそのままの状態に
なります。



おっぱいを綺麗に保つための授乳の仕方

首が座る前の赤ちゃんは、横抱きでの授乳になります。

その際に、必ず授乳クッションを赤ちゃんの下に置き、

高さの調節をしましょう。

新生児のうちは授乳クッションの下に、更にクッション
を置くと、高さの調節がしやすいです。

これをする事で、赤ちゃんに乳首を下に引っ張られる
事が防げ、おっぱいの垂れや乳首の伸びを防止できます。

外出時の授乳では、クッションの代わりに、バックや上着を下
に置き高さ調節をすると良いです。外出先での「ま、いっか！」
が一生の後悔に繋がります。※伸びた乳首は元には戻りません。

首が座りだしたら、横抱きでの授乳から、縦抱きでの授乳に変え
ていくようにします。
お猿さん親子の様な、縦抱きのポーズがおっぱいの垂れを防ぎま
す。

大きくなってきたら、縦抱きから、再び横抱きにかえて、高さ
調節をすると良いです。

添い寝しての授乳をする場合は、必ず左右で同じ様にあげま
しょう。

どちらかのおっぱいばかりであげていると、卒乳後に大幅に
左右の大きさに違いが出ます。
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おっぱいが萎まない卒乳の仕方

断乳をする日を決めたら、半年かけて徐々に断乳する事が大切！

授乳後、張っていた皮膚が垂れてしまったり、さらにクー
パー靱帯が伸びてしまうことが胸がしぼむ原因となります。

クーパー靱帯とは、胸を綺麗な状態で支える役割があ
り、妊娠中に急激に大きくなった胸と共に伸びていき
ます。卒乳後、クーパー靱帯は何もしないままでは縮
むことができないので、伸びきったまま…。

そのため胸がしぼんでしまったり、垂れてしまいます。

そこで！！卒乳を決めたら最低でも3ヶ月かけゆっくり
と胸のケアをしていく事が大切です。
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＜１・授乳の回数を1ヶ月ごとに徐々に減らしていく＞

1日～2日で授乳を辞めると、大きく膨らんだ風船が急激に萎
むのと同じように皮膚がたるみ、クーパー靭帯も伸びきった
ままになります。

急激なバストの変化にバスト皮膚の収縮が追いつかない状態。

徐々に授乳ブラからナイトブラに変え、授乳が減り始めたら
普通のブラに変えていきましょう！

＜２・保湿をまめにする＞

胸の皮膚も顔と同じで、皮膚には変わりありません。
保湿がとにかく大切です！
顔も乾燥するとたるむのと同じで、胸も乾燥するとたるみが出た
り、肌のキメが荒くなり、胸にシワ感が出ます。

最近は、バスト専用のクリームやオイル、ベタつきが苦手な方で
も使えるテクスチャーなど充実して種類豊富に出ていますので、
授乳を減らした日中につけるようにしましょう。
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＜３・おっぱサイズをする＞

胸が徐々に萎んでいく中で、お風呂おっぱサイズはとても有効。

体の温まっているお風呂タイムに、胸周りのリンパや血流の流れ
を良くする事で、バストアップのカギとなる乳腺と大胸筋の新陳
代謝が促進されます。

乳腺は、胸の脂肪に守られた組織。胸のリンパを流す事で乳腺
の新陳代謝が促進され、乳腺が発達します！！

乳腺組織は加齢と共に脂肪へと変わっていきます。結果、脂肪
の多いハリを失った、たるんだ胸になってしまい、胸が完全に
下垂してしまうので乳腺を保つことは胸を綺麗に維持するため
には何よりも大切です！！
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ブラジャーは何十種類も形があり、それぞれ構造や用途が違い
ます。その中でも大きく分けるとデイリーブラとナイトブラの
2つに分けることが出来ます。

デイリーブラとは…

日中（活動時）の胸の揺れやバストの自重による下垂を

防止をサポートすることが役目です。

バストラインを整えることがデイリーブラジャーの大きな役目

バストラインを整えて、トップスを着たときに美しいスタイル
をつくることも大切な目的の１つです。

その為、バストラインをどう見せたいかによりブラジャーの形
を変えていく事、自分の胸の肉質やカタチに合わせてブラジャー
を選ぶことはとても大切です。

実際、自分の胸に合ったブラジャーを着けている人は１割にも
満たないと言うデータもあり、それがバストの崩れの原因の
１つとも言われています。

第5章：ブラジャーの必要性
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ブラジャーの種類をいくつご存知ですか？

フルカップブラジャー 1/2カップブラジャー 3/4カップブラジャー

1/4カップ
（通称：シェルフカップ） 三角ブラジャー

シリコンカップブラジャー スポーツブラ

ナイトブラ

フロントホック
ブラジャー

授乳用ブラ

アナタのブラジャーはどのタイプですか？
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＜ワイヤー入りブラジャー＞

ワイヤーが入っているブラジャー

ブラジャーにワイヤーが入っていることで、胸を揺れから

守れたり、胸を下から支えることができます。

また、胸を本来の正しい位置で固定する事ができるので、

胸のラインがキレイに整い、洋服を着たときのシルエット

を美しく見せることができます。

＜ノンワイヤーブラジャー＞

ワイヤーを使用していないブラジャー

ワイヤーによる締め付けがないため、ラクな付け心地です。

しかし動いている時の胸を十分に支える力が弱いので、
リラックスタイムの際に着用することをオススメします。

39



ナイトブラとは…

就寝時の胸を固定し、肉の横流れや寝返り時に起こる摩擦での
肌へのダメージをサポートすることが役目になります。

睡眠を妨げないことがナイトブラの大きな役目

睡眠を妨げないという目的の為、肌ざわりや着用感を重視した
作りになっています。肌がデリケートな人は、購入する時には、
内側の素材が綿である素材の物を選ぶと良いです。

ナイトブラは、血流やリンパの流れを妨げない構造になってい
ますが、着用した時に窮屈感を感じない物、でも決して緩すぎ
ないサイズの物を選ぶようにしましょう。

買い替えの目安時期はデイリーブラ（6ヶ月）
ナイトブラ（3ヶ月）と考えましょう

（洗濯回数で言うと90回～100回）

アンダー、肩紐が緩くなった時はすぐに買い替えましょう
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寝てるときは胸が横に流れます。

横向きで寝ると、どちらかの胸に向かい横流れし、左右
で形や大きさが変わります。

うつ伏せ寝は胸が横に流れ、脇や背中に癒着し始めます。

ナイトブラは横に流れるお肉を止める構造

デイリーブラは縦からの揺れを防ぐ構造

起きて行動をしているときは胸は縦に動きます。

歩いている時、走る時、胸は縦に動きます。この縦揺れ
こそが、クーパー靭帯をキズつける原因！

そして、胸は横に広がる習性があるので脇流れをしない
構造の作りになっている物が多いです。
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第6章：乳がんの予防に必要な事

遺伝が原因の乳がんは全体の5～10%
（2020年時点での調査結果になります）

年間1万人が命を落とすとされている乳がん

その数は年々増加しています。

なぜ増えているのでしょうか？それは女性のライフスタイル
と大きく関わっているといわれます。

どんな人、どんな習慣が乳がんになりやすいのでしょうか？

＜年齢＞

日本人女性の乳がん発生率は30代から上がり、40代後半から
50代前半がピークになります。30代でも頭の片隅に置いて
おくことは必要ですが、特に40歳以上は要注意です。

＜遺伝的素因＞

乳がんにかかったことがある家族がいる方や、
またいわゆる遺伝的素因とはちょっと違いますが、乳房に
放射線を多く浴びたり、過去に良性の乳腺疾患にかかった
ことがあるなど、なんらかの形で遺伝子変異を起こしやすい
環境にいた方も気をつけるようにしましょう。
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＜エストロゲン＞

乳がんの発生にはエストロゲンが多く関わっていると言われます。

『エストロゲンにさらされている期間』＝『生理がある期間』

と大雑把に考えていただければいいと思います。

・初産の年齢が30歳以上の方 ・初潮年齢が早かった方
・出産経験のない方（＝妊娠している間は生理はないです）
・閉経年齢が遅かった方
・ホルモン補充療法を長期間続けている方
・経口避妊剤を長期間使用した方

以上の方は少し注意が必要ということになります。

＜肥満＞

閉経後の肥満の人も注意が必要です。これは、閉経後は
脂肪組織のなかでエストロゲンが作られるからです。

太っていると、その分エストロゲンが多くなるので乳がんに
なりやすいといわれています。

ただし！
閉経前の肥満は逆に乳がんのリスクを下げるといわれています。
女性の体は閉経前と閉経後でかなり変わる事の一例です。

こう考えると女性の社会進出、少子化、早い初潮年齢、
どれをとっても乳がんの危険因子が最近増えていますよね。

乳がんの発生が年々増加しているのもうなずけます。

その他出生時体重が重い、高身長などの方も注意が必要な
ことがわかっています。
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＜乳がんになりやすい習慣＞

・喫煙：リスクを上げる可能性が高いです

・食事：閉経後の脂質の取りすぎはリスクを高めます

・アルコール：ほぼ確実にリスクを上げます

アルコールの摂取はホルモン代謝に大きく作用して、エストロゲ
ンの体内レベルを上昇させるので、なるべく飲まないようにしま
しょう。

・夜間勤務：リスクを上げる可能性があります

※夜間勤務は、夜中に光を浴びるとメラトニンという生体の時間
リズムの調節に関わっているホルモンの分泌が抑制され、それに
伴って卵巣からのエストロゲンの分泌が亢進し、乳がんリスクが
高くなるという仮説があります
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＜欧米化する食生活が乳癌を増加させている？＞

一昔前は、今ほど乳癌になる女性が多くはなかったのは何故で
しょう？その原因の1つに食生活の欧米化があります。

もともと私達日本人は、和食が中心の食生活を送っていました。

その和食には、実は乳癌を防ぐと言われている食品が多く含ま
れていたのです。

その代表が「大豆」です。
大豆には「イソフラボン」という成分がありますが、この成分
が乳がんになりやすいホルモンを抑えてくれる役割があり、

味噌汁や豆腐など大豆製品を普段から多く食べている人の方が
乳がんの発症率は低いと考えられています。

日本人は昔から大豆製品を食べる習慣がありました。

醤油、味噌、豆腐、油揚げ、納豆・・・全て大豆製品です。

「私は何日も大豆製品を食べていない」と言う人は、かなり食
生活が欧米化している可能性があります。

この欧米化した食生活が、体内のホルモンバランスを崩し
乳がんを発症しやすくしているのかもしれませんね。
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＜乳癌にならない為に必要な思考とは！？＞

医学的に、メンタルや性格が乳がんと関係する事は証明は
されていません。が！がん患者を多く担当してきた医師に
よると傾向として、こういう性格の人がなりやすいと言う
のはあるようです。

もし、何か傾向があるのだとすれば、それを知る事で予防
できる事もあるかもしれない！という事でまとめてみました。

左 胸 右 胸

・精神的ストレスを蓄積
させる。

・男性との争いが多い。

・思考が男性的。

・しっかり者。

・頭脳明晰。

自分の頭の中で不満処理
ができ、ストレスの自覚
が鈍くなるタイプ。

・肉体の酷使。

・頑張り屋さん。

・他人を思いやる優し
さが人一倍ある。

・無理してまで人の為
に働く。

責任感が強いので、身
体の不調をごまかして
まで他人が喜ぶことを
する、サービス精神旺
盛のタイプ。

自分を後回しにしすぎたり、頑張りすぎる事が当たり前に
なると、人は自分の心身の叫びに気が付けなくなるので要注意！
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＜冷えと乳がんの関係性＞

乳癌に限らず「癌（がん）」は低体温を好みます。

手足が冷たいのが冷え性と考えられがちですが、実は！
暑がりで手足がほてっている人の中にも冷え性は多いです。

お腹を触ってみて冷たい人、汗かきの人は冷え性と言われます。

手足のほてりは体内の熱をが外に逃げていて、表面だけが
熱いと言われています。本来良い汗は、十分に運動した時に
かくものなので、運動をしていない時や食事をするだけで
かく汗は、体内の余分な水分を捨てて、体を温めようとする
反応です。

体温の低下が生じると体の全細胞、臓器の代謝が悪くなります。
心臓、血管系の働きも低下し、血流の流れの滞りとして現れ
ます。それが、東洋医学で言う「於血（オケツ）」です。
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＜体温が1度下がったら？！＞

免疫力は37％低下

…風邪や病気にかかりやすく治りにくい

基礎代謝が12％低下

…代謝が低下し、1ヶ月で体重が１～2キロ増える。

体内酵素の働きが50％低下

…栄養の消費だけでなく、エネルギー生産力も低下
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第7章：お風呂の大切さ

＜育乳とお風呂の関係性＞

何故、バストアップにはお風呂タイムが大切なのでしょう！？

お風呂タイムがバストアップに効果的な理由

１．新陳代謝をアップする

お風呂に入る事で、体が温められて血行やリンパの流れが
良くなります。すると新陳代謝もアップしますから、胸に必要
な栄養がしっかりと行き届いて、バストアップしやすくなる
のです。

また、お湯の水圧効果で、老廃物を排出する働きを促進して
くれます。

49



2. リラックス効果がある

お風呂につかると、浮力の効果で体が軽くなり、リラクックス
できます。ストレスが解消されることで、女性ホルモンの分泌
が促されて乳腺が発達し、バストアップにつながります。

また、入浴したあとは副交感神経が優位になるので、体温や
血圧が下がってカラダが休息モードに入ります。

深くて上質な睡眠は、女性ホルモンの分泌も盛んになります。
さらに、バストアップには欠かせない、成長ホルモンの分泌
も促進します。

入浴剤にアロマを使えば、相乗効果を期待できるので、オススメ
ですよ。

＜育乳の為の入浴のポイント＞

①37～39度くらいのお湯につかる

お湯の温度も大事なポイント。37～39度くらいのお湯は、
リラックス効果もあって、ストレス軽減や安眠効果が期待
できます。

③20~30分は入浴して体を温める

半身浴の際は、20~30分ほどはお湯につかり、じっくり体を温め
ましょう。
鼻の頭やおでこが汗ばんできたら、全身が温まった印。
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＜乳癌予防の入浴方法＞

体温を上げて癌予防？
湯治の効能とHSP(ヒートショックプロテイン)

健康な人の平熱は”36.5℃～37.1℃”

体が冷えていると、自然治癒力の低下や自律神経の乱れなどを
招き、便秘になってしまったり、アトピーやアレルギーの元に
なるとも言われています。

また、その他にも様々な内臓系の疾患や、乳がんなどになって
しまうとも…。

冷えを改善し免疫力をあげていく事が、健康維持や乳がん予防
には必要になります。

免疫機能などの”自然治癒力”の高さが、がんという病気になって
しまうか否かの大きなカギを握っていると言えます。
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HSPとは？

近年はHSP(ヒートショックプロテイン)というモノの存在も
明らかになってきています。

HSP(ヒートショックプロテイン)とは、”熱ストレス”により
細胞の中で増え、構造がおかしくなったタンパク質を修復
して元気にしてくれるものです。

医療の面以外でも、スポーツや美容関係など注目されています。

<入浴方法>

まず、タオルなどは浴室からすぐ手の届く所に置いておき、
浴槽のふたを開けたり床や壁にシャワーをかけるなどして
浴室内を良く温めておきます。

１・手、足、体の順に、心臓に遠いところからかけ湯をする

２・浴槽には、足から手、体の順にゆっくりと入浴する

＜HSPをふやす入浴法＞
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また、心臓疾患などがある方は、医師に相談してください。
高齢者の方は、半身浴でも問題ありません。
半身浴では、時々首までお湯に浸かったりしながら、肩を冷やさ
ないようにしてください。
HSPは、この入浴法を行った1～3日後頃まで増加しますので、
大体週2回程度この入浴法を行えば十分です。
ほかの日は通常通り入浴下さい。

3.肩まで湯につかる。体温が38℃まであがるのが理想

目安は、
42℃のお湯→入浴時間10分
41℃のお湯→入浴時間15分
40℃のお湯→入浴時間20分
※血行促進作用のある入浴剤を使用の場合は、40℃→15分

4.入浴後は「10分～15分」保温する
※この入浴法で一番大切なところが、最後の保温時間です。

体温を37℃以上に保つことで”熱ストレス”により体内のHSPが
増えますので、体についたお湯や汗をしっかりふき取り、体が
冷えないようにして10分以上は保温します。
夏などは、浴室でひたすらタオルで汗を拭くだけでも十分保温
効果があります。

※汗を拭かないと気化熱により体温が奪われてしまいます。
かなり汗をかきますので、こまめな水分補給を心がけ、その際には冷たい
飲み物を避け、常温、もしくは温かい飲み物を補給して下さい。
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＜自然治癒力を高めるために＞

１・自律神経を整える

自律神経を整える⇒血流が良くなり、必要な個所へ血液を
(免疫細胞も)送れるようになる⇒更に自律神経が整う
良い循環にしていきましょう！

乱れた自律神経を整えるには、おっぱサイズはとても有効です。

自律神経を整えるには

・規則正しい生活を心がける
・適度な運動
・深呼吸
・肩や背中の筋肉をほぐすようなストレッチ

血流が悪ければ、せっかくの免疫細胞もがん細胞などの必要
個所に到達できず、宝の持ち腐れになり、がん細胞が増加し
てしまう、ということになってしまいます。

チャクラぱっかん
ストレッチ

2・ストレスをためない

ストレスにより自律神経のバランスが乱れ、免疫力が低下します。
そんなときは、しっかりと睡眠をとりましょう。

睡眠は、不要な記憶を整理しますので、ストレスが軽減します。

寝て起きると悩んでいたことでも「なんで悩んでいたのだろう？」
と思えるのはそのせいです。

眠ることでリラックスした状態になりますので、自然治癒力も
高まります。
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３・バランスの良い食事をする

人間の体は、食べた物から作られるのはご存知のとおりです。
健康な体は、自然治癒力を高く維持できます。

健康な体でいるために、次の栄養素を積極的に摂りましょう！

たんぱく質：細胞やホルモンの材料（卵、肉、魚、大豆など）
ビタミンB2：疲労回復、代謝を高める（豚肉、納豆、魚など）
ビタミンC：殺菌、抗酸化作用（レモン、いちご、キウィなど）
食物繊維：腸内環境を整える（ドイフルーツ、海藻類など）

精神衛生（メンタル）・生活習慣・食生活
これらをバランス良く整えていく事が、自然治癒力を高く維持
し、免疫力をあげることに繋がります。

おっぱいマイスターさんは
・精神衛生（メンタル）
・外面美容（お風呂おっぱサイズ）
・内面美容（生活習慣・食生活）
を身に付け、女性の身心を守る存在として自信を持ち、

ママ世代の救世主として活動をしていきましょう！
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＜親子のお風呂タイムは子供を癒す＞

子供とのスキンシップが持つ癒しの力が自然治癒力を上げる！

子供と体のスキンシップを取る事で

・病んでいる心身を癒す効果
・元気を回復する効果

が得られ、身体が本来持っている自然治癒力を最大限に発揮
させる事に繋がります。更に皮膚に触れる事で、母子ともに
脳内に「オキシトシン」（別名：幸せホルモン・絆ホルモン）
と言う物質が分泌され、お互いを「幸福感で満たす」「お互い
の愛情を深める」と言う効果が得られます。

お風呂タイムやお風呂後の触れ合い時間は、子供に安心感を
与え、安心感は躾に繋がり、自己肯定感を生み

１・自分を大切にする気持ちが育つ
２・相手の気持ちもくみ取って考える事ができるようになる
３・行動範囲が広がることを恐れなくなる
４・相手の事を大切に思える心が育まれる

という効果を子供に与えることができ、子供の人格形成に
まで繋がります！
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第8章：お風呂おっぱサイズ

＜おっぱサイズをしてはいけない時＞

・妊娠中…予定日を過ぎている場合のみ、医師に相談の上可能。

・生理中…おっぱいを揺らすと血流がおっぱいに集まります。
生理中に行うと、経血が子宮から剥がれる為の
エネルギーをとられてしまうので、特に2～3日目は
お休みする。
※生理は月に１回のデトックス！出し切りましょう！

・癌の治療中…完全に完治してから行う様に指導する。
（癌を活性化する恐れあり）

・流産後…完全に血が止まり、体調が万全に回復してから行うよ
うにしましょう。

＜おっぱいを揺らす際の注意点＞

・おっぱいを持ち上げたら、持ち上げた
位置より下に絶対に下げない事！！

※胸の内側は乳癌ができやすい場所なので刺激しない。
内側の乳腺を押して刺激はしてはいけない。
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＜おっぱサイズの効果＞（朝晩１回ずつ）

１・血液・リンパの流れが良くなる

・肩こり・頭痛・首コリの改善に繋がります。

・授乳中にする事で血行が良くなり母乳が美味しくなり、
乳腺炎予防にもなります。

・生理前にする事で生理中のむくみが改善されます。

２・おっぱいの張りをだし、左右の形を整える

・萎縮しているクーパー靭帯に刺激を与える事で、弾力を
取り戻します。

・大胸筋に張り付いたおっぱいを剥がし、血液・リンパの循環
をよくし、形を整えます。

3・肌艶をよくする

・顔周りのリンパの滞りが改善し、血流が良くなる事で、血色
も良くなります。

・老廃物が流れる事により肌が綺麗になります。
（吹き出物改善にも）
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おっぱいの土台作り
～姿勢～

姿勢が悪く、いつも猫背の女性は、年を取るほどに
バストダウンしていくリスクが高まるので、ストレッチで
胸を開き、猫背を改善していきます！！

肩甲骨を寄せて、姿勢を正し、
ハートチャクラを開いていきます！
女性ホルモン促進効果もあり、
おっぱいの張りや弾力もアップします！

※左右行います

＜ハートチャクラパッカ～ンストレッチ＞
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～実践編～

・血液の流れが良くなるよう、心臓が有る左側から始めましょう！
・お風呂に入りながら、してはいけない日以外は毎日する事で
効果が上がります、（１）（２）は朝もすると顔色が良くなり、
むくみも取れます。

（１）壁に体をピッタリとつけた状態
で手をあげてゆっくりと、
大きく腕を後ろに回してきます。
腰をひねらない様に意識
（各５回～１０回）
この時に、脇の下や肩甲骨周り
が、しっかり伸びているかを
意識しましょう。

（２）手の平をデコルテにしっかりと、
添えた状態で、首を真上に上げ顎
を上に突き出す（各１０回）
左右も同じ様に行う。
リンパが流れていくのを意識
しながら行う事が大切。
首のしわ・二重顎予防にもなります

（１）（２）までをお風呂に入る前に行ってください。この動作で
リンパが流れだします。

この動作だけでも朝の顔のむくみが改善されます！！
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（３）体を洗いながら、指先から
脇の下に向かい、リンパを流す

（５回）
この時、1秒に５cmを意識する
事で、オキシトシンが分泌し
女性らしい体つきに導けます。
最後に脇の下をプッシュする。

（４）デコルテを洗いながら、
鎖骨の上下を少し圧を加え
ながら、脇の下にリンパを
流し込む（各５回）
脇の下をプッシュする。

（５）体をバスタオルで拭く時に
前屈みになり、バスタオル
で脇に張り付いたおっぱい
を剥がし、左側から上に向
かい揺らしていく。
右側も同様に

最後は両方を持ち上げ、
揺らす

＜毎日続ける入浴編＞

※大きく揺らすとおっぱいは大きく
小さく揺らすとおっぱいは小さく
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全ては子供達の未来の心身の為に

現代は何かしらの女性疾患を抱えている
女性が増えています。
乳がんを患う女性も、年々低年齢化してい
ます。その原因が食生活、生活習慣、心の
持ちようだという事を知らずに、ただただ
怯えている人が多いです。

その、誤った考え方を変えていき、正しい情報を
子供たちや周りに伝えられる母親を増やしていきたいと
思っています。

1人でも多くの母親世代に、必要な情報を届けていく事で
未来の子供たちの体が変わります！

バストケアを通じて自分の心身に向き合える女性を
増やしていきましょう。

～子供の幸せは、母親の幸せから～
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