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＊本研究は，文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「がん患

者の外見変化に対応したサポートプログラムの構築に関する研

究」（平成 21-22 年度）の助成を受けて実施された 
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連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 
Email:knozawa@yamano.ac.jp 

2) HOSONO Ako 
国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科 
        

外見のサポートによる小児がん患児の外見のサポートによる小児がん患児の外見のサポートによる小児がん患児の外見のサポートによる小児がん患児の QOLQOLQOLQOL 改善プログラムの作成改善プログラムの作成改善プログラムの作成改善プログラムの作成    
Creating a program that enhances the QOL of children with cancer through 

improving the patient outward appearance    

 

 野澤 桂子 1)   細野 亜古 2)  

抄 録 

がんに罹患した場合，手術・抗がん剤治療などの外見に対する侵襲性の高い治療が集約的に行われるため，思

春期小児がん患児も外見の変化を広範囲に体験して，心理的苦痛を感じていることが明らかになった。そこで，

小児がん患児の QOL を改善して治療意欲を向上させるために，「外見のサポートを通じた小児がん患児の QOL
改善プログラム」を作成する一連の研究を行った。研究１は，外見サポートプログラムに必要な構成要素を検討

するため，実際に患児が体験した具体的な問題やニーズを明らかにした。研究２では，思春期患児の外見変化に

対する養護教諭の意識を調査した。それらをもとに研究３として，小児用外見サポートプログラム（第 1 案）の

作成を試みた。 
 
キーワード：小児がん 外見 美容 サポートプログラム Quality of life（QOL） 
 

I. 背景 

小児がん治療においては，脱毛や皮膚色の変化を伴

う抗がん剤治療および放射線治療，顔面や身体の一部

の切除といった侵襲性の高い手術が行われる。そのう

え，10 代半ばから 20 代前半が，生涯を通じて最も公

的自己意識が高まり，外から見た自分の姿が気になる

年齢であるということも心理学上明らかになっている

1)2)。それゆえ，思春期患児の外見変化による心理的苦

痛は著しいものがあると予測される。しかし，がんの

領域においては，疾病の重大性ゆえに生存率や延命率

が重視され，心理的苦痛についての研究や適切な外見

ケアプログラムの作成研究は，ほとんどなされてこな

かった。 

そこで，我々は，医療現場で行われるべき外見に関

する患児のサポートプログラムの構築とその効果的な

実施のために，基礎研究（平成 20年度：小児がん患児

の治療に伴う外見変化と QOLに関する研究）を行い，

①外見に対する変化の実態，②変化が QOL に与える影

響，③患児のニーズ，を調査した 3)。その結果，思春

期小児がん患児の外見変化の症状は多岐にわたり，そ

の苦痛度は，一般的な身体症状より高いものもあった。

思春期の患児にとって外見変化の影響が高いことが示

唆された。また，外見変化への対処方法のサポートに

ついてはとりわけ年長の女児に高いニーズがあること

など，サポートプログラムの開発の必要性も明らかに

なった。 
以上をふまえて，今回は，応用研究として，「外見

のサポートを通じた小児がん患児の QOL 改善プログ

ラム（第 1 案）」（以下，小児用外見サポートプログ

ラムとする）の作成を試みることとした。外見のサポ

ートを通じて QOL を向上させることは，思春期患児に

必要な闘病意欲の向上や社会適応を促進するからであ

る。 
 小児用外見サポートプログラムは，単純に外見のケ

アを行うためだけのものではない。図 1 のように，変

化した外見をカモフラージュする方法を具体的に指導

することで，変化自体を少なく見せるとともに，先輩

の体験談や気に入ったウィッグをつけて遊ぶウィッグ

タイムなどの楽しい感情体験を通じて，マイナスの認

知に働きかけることが重要な要素になっている。そし

て他者からのネガティブな評価を担任教諭の環境調整

などによって軽減する。それらによって，マイナスの
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自己認知から自尊感情の低下，ひいては不適応行動と

いう負の連鎖を改善することを目指すものである。 

図１．プログラムのモデル図 
 
本研究は，以下，３つの小研究から構成される。小

児用外見サポートプログラムに必要な構成要素を検討

する（研究１）だけでなく，患児の復帰にあたっての

代表的キーパーソンの一人である養護教諭を対象に思

春期患児の外見変化に対する意識を調査（研究２）す

る。そのうえで，小児用外見サポートプログラム（第

1 案）として，実際に行われている成人対象のプログ

ラムをもとに，小児がん患児のための外見ケアプログ

ラム案を作成する（研究３）。 
    

II. 研究１ 

―外見サポートプログラムを構成する要素の検討― 

 

１．目的 

 思春期小児がん患児が外見の変化を抱えながら社会

適応して行く中で生じた具体的問題，それに対してど

のように対処したのか，どのようなサポートが有意義

であったと考えているかを明らかにする。 
 
２．方法 

調査対象者：A がん専門病院小児科に入院または外来

通院中の患児で 13 歳以上の者 
調査方法：半構造的面接によりデータ収集を実施した。

用いた質問項目は，思春期女児 B（17 歳）と小児科医

1 名，臨床心理士 1 名で討議のうえ検討した。回答内

容については逐語録にし，KJ 法 4)を参考にデータの分

類・整理を行った。 
調査項目：①患児の基本情報（性別・治療歴・年齢）  
②外見の変化に関する実態調査（実際に体験した外見

のトラブルと対処行動のエピソード）③小児外見サポ

ートプログラムへの提案（小児サポートプログラムを

作成するとしたら，自らの経験をふまえて，どのよう

な内容や運営方法が妥当と考えるか） 

 
３．結果及び考察 

①調査対象者：回答のあった患児は男子 1 名・女子 6
名，平均年齢は 15.29 歳(13 歳～22 歳)であった。7 名

全員が，手術・抗がん剤治療・放射線治療を体験して

いた。 
②外見変化に関する実態：体験エピソードと対処方法 

 面接内容を分析した結果，【外見の変化に関するエピ

ソード】【対人関係に関するエピソード】【生活の不便

さに関するエピソード】の３つのカテゴリーが抽出さ

れた。以下，カテゴリーを【 】で，サブカテゴリー

を≪ ≫で，生データを「 」で示す。 
【外見の変化に関するエピソード】 

 脱毛エピソードが語られることが多かった。手術部

位が，義眼や胸部を除いて他者から見える場所になか

った患児が多かったために，外見上の変化として脱毛

のみが目立ったことが関連すると考えられる。そして，

「高い」「どこで買うか悩む」などの≪ウィッグに関す

る疑問や不満≫，「体育でドッジボールと一緒にウィッ

グが飛んだ」などの≪外見についての恥ずかしい体験

≫のサブカテゴリーが抽出された。 
【対人関係に関するエピソード】 

 このカテゴリーでは，3 つのサブカテゴリーが抽出

された。「普通に接してくれると嬉しかった」「ウィッ

グが取れた時，友人がひよ子だぁ～と言ってくれて和

んだ」などの≪周囲の肯定的対応≫，「校長先生が全校

集会で，小児がんで頑張っている学生がいます，と話

したが，自分が休んでいたので皆にばれた」「義眼でい

じめられた」「人の多いところで，ヅラなの？って連呼

されて困った」「興味本位で聞いてくる」などの≪周囲

の配慮不足≫，「学校に復帰するとき，なんて言ってよ
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いかわからなかった」「旅行のとき，皆と一緒にお風呂

に入れなくて少しさみしい」などの≪患児自身の戸惑

い≫の３つである。 

【生活の不便さに関するエピソード】       

「手術の痕があって，おしゃれができない」「風の強

い日は，かつらが取れそうになるのでなるべく外出は

避ける」「体育の授業は，種類によって参加した」「プ

ールは無理」などの≪日常生活での不便さ≫，「修学旅

行は不参加」「旅行中，トイレで頭の汗を拭いた」「遊

園地は，ウィッグの固定を強化してフードをかぶった

ら全部乗れた」などの≪イベントでの不便さ≫の２つ

のサブカテゴリーが抽出された。 

③小児外見サポートプログラムへの提案 

 面接内容を分析した結果，プログラムの内容に関す

る【外見変化の知識】【外見変化に対処する方法】【後

輩へのアドバイス】と，運営方法に関する【プログラ

ムの運営方法】の４つのカテゴリーが抽出された。 
【外見変化の知識】 

 「脱毛や色素沈着，放射線ならへこんじゃうことも

あるから，この治療のデメリットや対処法，例えばど

んな変化があるのかとか，その原因について医者に十

分説明してもらうことかな」「髪が抜けるのを聞いてい

たから驚かなかった」などの≪医学的知識≫，「いつ戻

るかも教えて欲しい」「1 カ月単位で写真があったらい

い」などの≪元への戻り方≫の２つのサブカテゴリー

が抽出された。 
【外見変化に対処する方法】 

 「どう隠したらいいか」「副作用で手がしびれた時で

も眉が描ける方法を知りたい」「ウィッグが傷まないケ

ア方法を知りたい」「外見について相談できる先生がい

ることを早く知りたかった」「むくみ解消グッズ」「つ

け眉毛やもみあげ」などの≪具体的な技術や対処方法

≫，「育毛剤やまつ毛美容液などは本当に効果がある

か」「髪が伸びるシャンプーの効果」などの≪口コミ情

報へのエビデンス≫の２つのサブカテゴリーが抽出さ

れた。 
 【後輩へのアドバイス】 

 「今では初めての人ならなんにも疑わないし，ウィ

ッグを拒否するメリットはない！」「ジェットコースタ

ーだってへっちゃら」「人毛なら染められるし，今は安

くなってる。親も子供には甘いからワガママ言っちゃ

え」などの≪具体的アドバイス≫。加えて，「自分がみ

んなと違うんじゃなくて，みなが違うんだよ♪ 外見

トラブルがあっても，そこだけみなと違うだけだよ」

「自分のストレスをぐちれる誰かをみつける」「自分に

自信をもって！人前に出るのは勇気がいることだけど，

きっと理解してくれる人がいる」「常に，自分が一番。

うらやましいから自分に注目するんだ，と勝手に思い

込んで学校にいけばいいよ」などの≪心理的アドバイ

ス≫の２つのサブカテゴリーが抽出された。 
 【プログラムの運営方法】 

 「楽しい司会者がやってくれれば元気が出る」「司会

者には経験者がいてもいい」「司会者とか人形も制服着

て，これに合うウィッグは～，って話したら安心する」

などの≪司会者に関する提案≫と，「男子と女子別々と

か，合同とか，いろいろあってもいい」などの≪運営

方法に関する提案≫の，２つのサブカテゴリーが抽出

された。 
 
４．まとめ 

本研究の結果，以下のことが明らかになった。 
① 患児は，闘病生活の中で，脱毛などの外見変化そ

のものの体験だけでなく，その変化によって対人関係

に起こる様々なエピソードや，社会生活を送るうえで

不便さを体験している。とりわけ，同じ外見変化を体

験しても周囲の反応が肯定的か配慮不足かによって，

患児の受け止め方が異なるため，患児に関わる医療ス

タッフはもちろん，学校を運営する教職員への理解を

求めて行くことも必要である。 
② 闘病生活の中で問題となる対処場面は，体育の授

業や修学旅行など成長期の教育に必要な行事に関連す

ることが多く，明らかに成人の場合のそれと異なって

いる。 
③ 具体的で技術的な対処方法だけでなく，自分の認

知自体を変化させる方法まで，患児は個人レベルで試

行錯誤を繰り返しながら社会生活に適応していること

が示唆された。 
④ 患児は，思春期小児がん患児を対象とした外見プ

ログラムの作成に関して高いニーズをもち，その内容

も具体的にイメージできていることが示唆された。今

後は，外見に関するサポートも治療生活の重要な支援
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30.3% 39.4% 24.2% 3.0% 3.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない その他

24.2% 48.5% 24.2% 3.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

0.0% 30.3% 30.3% 39.4%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

12.1% 42.4% 42.4% 3.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

の一つとして位置づけ，病院の中で情報提供をするこ

とが期待される。 
Ⅲ．研究２ 

―思春期患児の外見変化に対する 

養護教諭の意識調査― 

１．目的 

 患児が治療にともなう外見の変化に対処して心理社

会的に適応して行くためには，本人や家族の努力だけ

でなく周囲のサポートが必要である。そこで，患児の

社会復帰を支える院内学級の教員がどのように外見の

問題をとらえているか，その意識を調査する。 
 

２．方法 

調査対象者：T 地区に属する大規模病院の院内学級に

勤務する養護教員 
質問紙法：教員研修会の際，質問紙を配布・回収 
調査項目：①対象者の基本情報（性別・年齢・外見懸

念の有無）②小児がんや外見の問題に関する基本的知

識③外見の問題に対する態度 ④外見上表れる障害や

病気をもつ生徒との関わりの中で，対応に迷った経験

の有無と内容 
 

３．結果及び考察 

調査対象者：養護教員 36 名に配布したところ，33 名

から回答が得られた（有効回答率 91.67%）。性別は，

男性 8 名（24.2%）・女性 25 名（75.8%），年齢は 22
歳～59 歳（平均年齢：38.90 歳±11.03 歳）であった。  
自分の外見に関する懸念の有無は，懸念ありが 28 名

（84.8％），懸念なしが 5 名（15.2%）であった。 
 なお，性別や年代（39 歳以下の若年群・40 歳以上の

中年群），外見重視の傾向の有無によって，質問の回答

傾向が異なるか，全ての質問についてχ2検定を実施し

た。しかし，いずれの要因も有意な差は認められなか

った。 
①小児がんや外見の問題に対する基本的知識 
Q．同じがん治療でも，子供の方が大人の治療より身

体的に厳しいと思う 

 

 

 

          図２ 

20 年度に実施した小児研究 3)と，成人を対象に実施

した研究 5)を比較すると，身体症状及び外見症状はほ

ぼ全ての項目において小児の方が発生頻度と苦痛が高

かった。一般に小児がんの場合，抗がん剤の大量投与

が著効を示すこともあり成人の身体に比して大量の投

薬がされるため 5)，治療的には厳しい体験をしている

ことを示している。小児に関わる教員はその治療の大

変さを理解することが求められるが，確信をもってい

るのは，30.3%しかいない。この知識の普及も必要で

ある。 
Q．外見にトラブルがある人につい目がいってしまうの

は良くないことだと思う。 

  
 
          

 図３ 

一般に，外見にトラブルのある人に会った場合，ど

のように反応して良いかわからず罪悪感をもったり，

見られた側も不快感をもちやすい。しかし，心理学上，

人の視線は自分の普段目にしているものと違う形態に

自然に反応することが明らかになっており 7)，外見に

変化のある人につい目が行ってしまうことはそれ自体

悪いことではない。外見が変化した患児を迎える場合，

教員にその知識があると，事前に双方にその旨を伝え

ることで無用なコミュニケーションのトラブルを避け

ることができる。72.7%の養護教員が，よくないこと

だと考えており，正しい知識の普及も必要である。 
②外見の問題に対する態度 

Q．中学生や高校生のうちは，外見を気にすべきではな

い。 

  
 
 
          図４ 

養護教員の 60.6%が，外見を気にすることを許容し

ている。 
Q．人間はやはり見た目が重要だと思う    
 
 
 
         図５ 
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87.9% 12.1% 0.0%0.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

63.6% 33.3% 3.0%0.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

66.7% 30.3% 3.0%0.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

51.5% 48.5%

はい いいえ

養護教員の 54.5%が，見た目の重要性を肯定してい

る。 

Q．人間はやはり心が重要だと思う    
 
 
 
           図６ 

100％の養護教員が，心の重要性を肯定している。 
Q．自分は，外見にトラブルのある生徒に対しても公正

に接することができると思う 

    
 
 
  
           図７ 

63.6%が自信をもって，全体では 97%の養護教員が

公正に接することができると答えている。 
Q．思春期のがんの子供に対して，外見関連の指導をす

るプログラムは必要だと思う 

    
 
 
 
           図８ 

 否定したのは 1 名で，97%の教諭が必要性を肯定し

ていた。 
③外見上表れる障害や病気をもつ生徒との関わりで対

応に迷った経験の有無と内容 

Q．今まで，特に外見上あらわれる障害や病気をもって

いる生徒さんとの関わりや，その生徒を含む学級運営

の際に，困られた経験や対応に迷った経験があります

か。 
 
 
 
           図９ 

養護教員の約半数が，対応の際に迷った体験を有し

ていた。 
具体的内容は，「白血病の治療中，普通学級に交流に行

く際，本人や普通学級の児童がどう思うか，気にはな

ったが特に指導できなかった。」「むくみ・抜毛など，

同じ疾患でない児童が，本人が気にしていることと分

からずに話題にする場面がある。」「頭髪のないお子さ

んが被っている帽子が授業中にぽろっと脱げてしまっ

たこと。片足切断のお子さんのことについて，本人に

適切な対応が出来ない担任がいた。」「高校受験や英検

受験の願書に貼る写真が脱帽指導だったときにどうの

ように撮るか（どう伝えるか）困った。面接のときに

帽子を脱ぐことの抵抗についての励ましのことばがで

なかった。」など，外見の変化に関して患児本人に対し

てのみならず，患児と他の生徒との関係での指導につ

いて戸惑いを感じていることがわかった。 
 
４．まとめ 

 養護学校教諭として日常，病気や障害をもつ児童に

接しているためか，回答傾向に男女差・年齢差などが

なく，柔軟な価値観で生徒に向き合っていることがわ

かった。 
病気になっても，中学生や高校生として外見を気に

することや，その変化に対処することについても，柔

軟に肯定している。養護教諭の 100%が心に価値をお

きながらも，外見の大切さも感じていた。今後，プロ

グラムの運営などに際して，積極的なサポートが得ら

れる可能性がある。 
 しかし，その一方で，治療の強さや外見の問題に反

応することなどの基礎的情報の不足が示唆された。ま

た，半数の先生が現実場面での対応の困難さを経験し

ていた。今後は，基礎情報や対処方法の研修などをし

てゆくことで，患児が外見の問題を乗り越えて社会生

活に適応することのサポートを強化できる可能性があ

る。 
 

Ⅳ．研究３ 

―思春期小児用外見サポートプログラム 

（第 1案）の作成― 

 

１．目的 

 外見関連の情報提供を中心とした小児がん患児に対

するサポートプログラムを作成する。 
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２．方法 

 Aがん専門病院で成人向けに実施している外見関連

患者支援プログラム「コスメティックインフォメーシ

ョン」8)9)に，研究１・２から得た知見と患児・患児の

保護者・医療者による検討を加えて，小児用外見サポ

ートプログラム第 1 案を作成した。 

 
３．結果及び考察 

①プログラムの内容及び提示資料 

 図 10 以下に抜粋したとおり，パワーポイントにて

20 枚のスライドを作成した。 
内容は，先行研究 3)や本研究 1 の結果をもとに，「Ⅰ．

情報とスキル編」「Ⅱ．メンタル編」「Ⅲ．先輩のアド

バイス編」「Ⅳ．オプション編」の４編に分け，情報提

供と遊びを取り入れたプログラムになっている。特に

小児の場合は，遊戯療法のように，遊びによってカタ

ルシスを得ることも多いため 10)，ウィッグやネイルで

変身願望を満たしつつ遊ぶことが，病気に対する外見

変化の受容を促進すると予測される。 

コスメティックインフォメーション
in 小児科小児科小児科小児科

by コスメチーム

 

図 10 

 
各編の内容とスライド（抜粋）は，以下の通りである。 
 

Ⅰ．情報とスキル編 

 はじめに，「外見変化の内容」「メカニズム」「経過」

など，外見変化を通じて病気に対する理解を深めるた

めの教育的介入を行う。そのうえで，「髪」「まゆ毛・

まつ毛」「皮ふ」「爪」など患児が気にしやすい身体部

分についての具体的ケア方法について紹介する。 

さあ準備しよう
① 髪のカット：長い髪は短くカットすると、処理が楽だよ

② ウィッグ：いつ買ってもいいけど、抜け始める前に
ウィッグを用意したほうが、気分的には楽かな

注意 ＊かぶり心地も値段もさまざま、何回くらい使うか相談してみよう
＊普段帽子で過ごし、月に1回くらいしか使わない人は、パーティ用の

安いのでいいかも
＊自分が自信をもてるヘアスタイルがいちばん
＊つけ毛もうまく利用しよう

③ 室内用キャップ：フィットキャップ・バンダナなど
＊手作り品・市販品

④ 外出用帽子
⑤ 抜け毛対策：コロコロクリーナー・ガムテープ

抜け毛の目立たない服（脱毛初期）

優しいヘアケア

 

図 11 

Ⅱ．メンタル編 

 思春期・青年期は，人生の中で最も公的自己意識が

高くなる時期である。そのため，患児も外から見える

自分の姿が気になるにもかかわらず，周囲から「病気

のことだけ考えなさい」「気にしなくていいのよ」と一

方的に言われ，本人がその苦悩を表出できずストレス

に感じることが多い。そこで，外見の変化を気にして

も大丈夫ということを伝えるための教育的介入である。 

外見のこと気にしても気にしなくても
大丈夫！

すごく気になる人

実は、君たちの年齢は、人間の人生で一番、
外から自分がどんなに見えるか気になる時期

→気になっても大丈夫

→ただ、気になって眠れない、外に出られない

なんて事があったら、先生に相談しよう

ぜんぜん気にならない人

今までどおりに生活しよう

 

図 12 

 

Ⅲ．先輩のアドバイス編 

 先輩の体験談を通して具体的な対処事例を伝えてお

くことで，心理的準備を促進する。ただし，個人的な

例の一つに過ぎないことを述べたうえで各患児にあっ

た柔軟な対応を勧めることが必要である。 
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２．こんな時どうする？

帽子やウィッグが雨にぬれたり汗かいた時：

トイレや個室で外して拭く

旅行：先生に相談してお風呂を一人に

ルームメートだけにウィッグを打ち明けた

ジェットコースター完全制覇（ヨットパーカー）

体育：出来る範囲で参加

授業の席：先生が一番後ろにしてくれたので

ウィッグを気にしないですんだ

 
図 13 

 

Ⅳ．オプション編 
 アメリカのがん患児に対する「Look Good…feel 
Better」プログラムの中のティーンズプログラム 10)（図

14）のように，実際にウィッグに触れたり，美容製品

で遊ぶことを取り入れる。それによって，病気の状態

にある自分であっても，元気な普通の学生と同じ面の

あることを実感してもらい，自己受容が促進されるか

らである（図 15）。 

Teens Program 13歳～17歳

 
           図 14 

変身して遊んじゃおう！タイム

ウィッグをかぶって違う自分になってみる！

つけまつ毛に挑戦！

オシャレな爪にしてみよう！

 

           図 15 

②プログラムの運営方法 

 プログラムの実施時期は，治療方針が決定した後，

院内で受けられるようにすることが望ましい。できれ

ば，大人のファシリテーターだけでなく，病気を克服

した先輩などに参加してもらえると良い。 
 本プログラムは，具体的な情報提供が主目的なので

はない。それを介入手段として，病気になった自分の

自己受容を促進させ，治療意欲を高める意義があるか

らこそ病院でスタッフが行うのである。小児の発達プ

ロセスを知る医療スタッフや，トレーニングを受けて

チーム医療を担うことができる美容専門家が，知識中

心ではなく，明るい遊びの雰囲気で実施することが重

要である。 
 所要時間は，一通りの説明と体験が可能であること

や，思春期小児の集中力持続時間，病院内での実施可

能時間を考慮して，1時間～1時間30分が妥当である。 
  
４．まとめ 

 前年度の研究 3)，今年度の本研究１・２をふまえて，

現時点でベストと思われる小児用外見サポートプログ

ラム「コスメティックインフォメーション in 小児科」

（第 1 案）を作成した。今後は，実施をするなかで，

さらに検討し改良を重ねて行く必要があると考えてい

る。 
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1) TAKASHIMA  Naoko  

山野美容芸術短期大学 

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530 

美容専攻短大生が抱く 

カウンセリングについてのイメージ 

An Image of Counseling  

for the College Students of Aesthetics 

 

高島 直子 1) 

 

抄 録 

美容専攻短大生女子 143 名を対象に、カウンセリングの授業開始前にカウンセリングのイメージについて質問

紙調査を行った。その結果、カウンセリングや心理テストに興味を持ち、接客等への効用を期待していること、

カウンセリングを専門的で理論的なものと認識し、通俗的イメージは低い一方、血液型性格類型を信用している

ことなどがわかった。質問項目の主成分分析の結果、５成分が見出されたが、項目の妥当性の点から再検討の余

地も認められた。 

 

キーワード：カウンセリング  イメージ  美容専攻短大生   質問紙調査  効用への期待 

 

I. はじめに 

美容を専攻とする本短期大学では、開学以来、美容

技術に優れていることはもちろんのこと、接客技術に

おいても顧客により高い満足感を提供できる、質の高

い美容師を育成することを目標としている。そのため

のカリキュラムの一つとして、自分自身や顧客を人間

として深く理解し、より望ましいコミュニケーション、

対人関係を築くことをめざして、心理学およびカウン

セリングの科目が設定されている。このうち筆者が担

当するカウンセリングの授業科目に求められている

のは、心理臨床の分野で体系化されてきたカウンセリ

ングの理論や技法を、美容技術の実践の場で、顧客の

要望を丁寧に聴き出し、真に顧客の求める美を創り上

げるための一助とすること、また問題の解決には至ら

ないまでも、雑談の中で日常生活上の愚痴などに真摯

に耳を傾けることによって、心の安らぎや癒しを与え

られるようになること、言い換えればより高いホスピ

タリティを提供するための手段として応用できるよ

うにすることであろう。 

しかし昨今、カウンセリングという言葉は、深刻な

心理的問題に対応するために医療・保健および教育機

関などで行われる専門的なものから、さまざまな職

種・立場で行われる比較的簡単な情報提供や営業目的

のものに至るまで、かなり広範囲で用いられるように

なってきた。そのため心理学を専門としない学生にと

って、カウンセリングという言葉から抱くイメージは

かなり多様であることが想像される。履修要項のみで

前述のような科目開設の意図が学生に正確に理解さ

れているかどうかは心もとなく、中には美容という自

分自身の専門分野とカウンセリングという授業科目

との関連性を理解し難く感じる場合もあり得よう。し

かしこのことは、カウンセリングの授業への

motivation にも係る重要な問題を含んでいる。そこで

カウンセリングを受講する前の美容専攻学生にとっ

て、カウンセリングがどのようなイメージでとらえら

れているかを測定することは、授業の効果を高めるた

めにも必要なことと考えられる。 

学生を対象として「カウンセリング」のイメージを

扱った研究はさほど多くはなく、あったとしてもその

内容が「学生相談室」などの相談機関についてのイメ

ージであるものが多い（木村１））。この場合の「カウ

ンセリング」は当然ながら学生生活に係るさまざまな

悩みごと、とくに心理的問題に関する相談を中心とし

ており、本学カリキュラムにおける美容に関する「カ

ウンセリング」よりも高度に専門的なカウンセリング

を意味している。またこれらのほとんどが、相談室等

の援助サービスの利用率が欧米と比べて低い原因を

探るなど、援助要請（help-seeking）に係る問題とし

て扱われていて、方法としても試行的に自由記述を分

類しているものなどが多い（例えば森田２）、真覚他３）、
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荻原他４））。その中で数的な測定データを扱ったもの

としては、櫻井他５）がＳＤ法によって学生相談センタ

ー、カウンセラー、カウンセリングの３概念について

測定し、第１因子「受容性」では３概念とも positive

なイメージ、第２因子「内面性」では暗いイメージを 

得たとの報告例がある。前述のように心理的・内面的

問題に関するカウンセリングを前提としていること

が、「受容性」において positive なイメージをもつ反

面、「内面性」において地味、深刻なといった暗いイ

メージを抱かせている一因と考えられる。また坂本６）

が「カウンセリング」「カウンセラー」「カウンセリ

ングとカウンセラー」それぞれのイメージと悩みの程

度、相談ニーズ等について調べた質問紙調査では、カ

ウンセリングについて全体としてあたたかい、受容的

な印象が高く、自分の問題について考えていく場であ

るというイメージを抱いていること、この傾向は女

性・高学年に強く、低学年・男性では相対的にネガテ

ィブなイメージが見られること、カウンセリングに受 

容的・肯定的で、何をするかについての具体的なイメ

ージを抱いているほど、相談ニーズが高いことなどを

見出している。 

またカウンセリングを直接扱ったものではないが、

関連分野としての心理学についての学生のイメージ

を調査した研究例としては、五十嵐他７）および高島他
８）が美容専門学校生を対象に、受講前の心理学につい

てのイメージを質問紙（藤本９））を用いて調べたもの

がある。ここで用いた質問紙は、藤本９）が初学者を対

象とした心理学テキストの冒頭に掲載した、15 項目、

5 件法の簡単な尺度であるが、心理学を学ぶ以前に学

生が心理学について抱いているイメージと、学問とし

てあるいは科学としての心理学の立場との間にズレ

がある可能性を考慮し、あえて通俗的、非科学的とさ

れるイメージも含めて測定する目的で作成されたも

のである。結果としては、男女とも心理テストへの興

味が高く、心理学やその実用性への期待が特に女性で

高いこと、一方受講前には学問としての心理学のイメ

ージは定まっておらず、マスコミなどでしばしば取り

上げられるような非科学的で通俗的なイメージに影

響される傾向も特に女性に強くみられることなどが

見出されている。 

これらをふまえ本研究では、五十嵐他７）および高島

他８）でも用いた藤本９）の質問紙を、心理学ではなく

カウンセリングのイメージを測定するためものとし

て一部の項目に修正を加え、美容専攻学生がカウンセ

リングについて抱いているイメージがどのようなも

のであるか、試行的に測定する。そしてその結果が、

心理学の一分野としてのカウンセリングの立場と一

致するものであるかどうかを検討し、学生がカウンセ

リングの意義をより深く理解し、授業効果を高めるう

えでの参考資料としたい。 

 

Ⅱ. 方 法 

【被調査者】都内の美容芸術短期大学学生のうち、

2010 年度にカウンセリングの授業を選択した学生。

このうち第１回目の授業に欠席した者および回答に

不備のあった者、また極めて少数（8 名）の男子学生

を分析から除外し、分析対象者は女子のみ、美容芸術

学科 1 年 29 名、美容保健学科 1 年 67 名、2 年生 47

名の計 143 名とした。美容保健学科では、カリキュラ

ム改編の移行期のため、カウンセリングの開講が 1 年

次の学年と 2 年次の学年が混在していたが、両学年と

もカウンセリングの受講前に心理学を履修していた。 

美容芸術学科 1 年生は入学直後の受講であり、事前に

心理学を受講していなかった。 

【調査時期】2010 年 4 月（美容芸術学科 1 年および

美容保健学科 2 年）および 2010 年 10 月（美容保健学

科 1 年）。 

【材料】藤本９）が作成した心理学のイメージに関する

15 項目、5 件法の質問紙のうち、「心理学」という言

葉を「カウンセリング」に変更して使用した。その結

果カウンセリングのイメージを測定するには内容と

して不適切と考えられた 4 項目（「神秘的である――

神秘的でない」「科学的である――科学的でない」「文

系である――理系である」「頭の良し悪しは知能テス

トでわかる――わからない」）を除き、代わりにカウ

ンセリングのイメージを測定するのによりふさわし

いと考えられる新たな 5 項目を加え、計 16 項目の質

問紙とした。使用した項目の内容と尺度は表 1 のとお

りで、このうち新たに加えた項目は番号に＊印をつけ

た 5 項目である。 

【手続き】カウンセリングの第 1 回目の授業の最初に

質問用紙を配布し、各質問項目に 5 件法で回答するよ

う求めた。全員の回答終了後、用紙を回収した。 

 

Ⅲ.  結果と考察 

表 2 に、各項目に対する分析対象者全員の平均評定

値と標準偏差を示した。図 1 はそのうち平均評定値を

表わしたものである。測定内容が「心理学」と「カウ

ンセリング」で異なり、また被調査者も専門学校生と

短大生で異なるため単純な比較はできないが、五十嵐 
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他７）や高島他８）の美容学生に関する結果と照らし合

わせてみると、項目 2（心理テストに興味がある）の

評定値が 4.34 で最も高く、次いで項目 4（カウンセリ

ングは役に立つ）や項目 1（カウンセリングに興味が

ある）の評定値が 4.0 前後と高いことは、「心理学」

に関する結果と同様である。つまり学生たちは心理学

領域の中でも心理テストに強い関心を持っており、ま

たカウンセリングについても心理学と同様に関心を

持ち、役に立つものと期待していることがわかる。ま

たカウンセリングの具体的効用に関する項目 9以降の

中では、項目 15（カウンセリングを学べば、接客がう

まくなる）の評定値が最も高く（3.60）、項目 11（相 

＊は新たに加えた項目 

 

手の悩みが解決できる）と項目 14（人づきあいがうま

くなる）がこれに続いており（いずれも 3.3 以上）、 

自身が専攻する美容の分野への直接的な効用や人間 

関係への効用を期待していることも見てとれる。 

また、項目 6（カウンセリングは誰でも簡単にでき

る）や項目 8（カウンセリングは占いと関係が深い）、

あるいは項目 16（カウンセリングを学べば、異性にも

てる方法がわかる）の評定値は相対的に低く（2.51～

2.80）、逆に項目 7（カウンセリングには専門的知識

が必要である）や項目 5（カウンセリングは理論的で

ある）の評定値が比較的高かった（3.78 と 3.46）。こ

のことは、カウンセリングが理論的で専門知識を要す

る学問的なものであって、誰でもできるような簡単な 

表 1 質問項目の内容と尺度 

項目   

番号 
項 目 内 容 

そ
う
思
う 

や
や
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

そ
う
思
う 

  

  1 カウンセリングに興味がある 5 4 3 2 1 興味はない 

  2 心理テストに興味がある 5 4 3 2 1 興味はない 

  3 血液型で性格がわかる 5 4 3 2 1 わからない 

  4 カウンセリングは役に立つ 5 4 3 2 1 役に立たない 

  5＊ カウンセリングは理論的である 5 4 3 2 1 理論的でない 

  6＊ カウンセリングは誰でも簡単にできる 5 4 3 2 1 簡単ではない 

  7＊ カウンセリングには専門的知識が必要である 5 4 3 2 1 必要ではない 

  8 カウンセリングは占いと関係が深い 5 4 3 2 1 関係はない 

  9 
カウンセリングを学べば、人の心を読めるように 

なる 
5 4 3 2 1 

ならない 

 10 
カウンセリングを学べば、相手の性格がわかるよう

になる 
5 4 3 2 1 

ならない 

 11＊ カウンセリングを学べば、相手の悩みが解決できる 5 4 3 2 1 できない 

 12 
カウンセリングを学べば、自分の心がわかるように

なる 
5 4 3 2 1 

ならない 

 13 カウンセリングを学べば、自分の悩みが解決できる 5 4 3 2 1 できない 

 14 カウンセリングを学べば、人づきあいがうまくなる 5 4 3 2 1 なれない 

 15＊ カウンセリングを学べば、接客がうまくなる 5 4 3 2 1 なれない 

 16 
カウンセリングを学べば、異性にもてる方法がわか

る 
5 4 3 2 1 

わからない 
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もの、占いのようなどこか怪しげなものとは異なると

いう認識を示しており、恋愛のような通俗的な効用へ 

の期待は低いと考えられる。項目 5、6、7 は今回新た

に加えた項目だが、項目 8 については「心理学」のイ

メージにおける専門学校女子学生の評定値は 3.0 を超

えてむしろ高めであったため、短大生のカウンセリン

グについてのイメージは、専門家の側から見てより正

当なものと言うことができよう。 

また一方で、項目 3（血液型で性格がわかる）の評

定値は 3.48 で、専門学校生に比べればやや低いもの

の、全 16 項目の中では相対的に高かった。これは心

理学のいわゆる非科学的イメージの典型と考えられ、

藤本１０）によれば心理学の研究者の間では項目 8 と同

様に評定値が非常に低い（1.2～1.3）項目である。前

述のように短大生のカウンセリングのイメージは全

体としてかなり正当であるように思われるものの、マ 

スコミ等で取り上げられる機会の多い「血液型性格類

型」の影響は相変わらず大きいこともわかった。 

続いて各学科、学年によって評定値に違いがみられ

るかどうか、項目ごとに一元配置の分散分析によって

評定平均値の差を検討したところ、項目 15 にのみ有

意差が認められた（F=5.383 ; df=2, 140 ; p<.01）。多 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 各項目の平均評定値と標準偏差 

項目番号 平均評定値 標準偏差 

1 3.95 0.842 

2 4.34 0.903 

3 3.48 1.027 

4 4.09 0.830 

5 3.46 0.776 

6 2.51 0.926 

7 3.78 1.056 

8 2.80 1.085 

9 3.03 1.141 

10 3.21 1.027 

11 3.38 0.949 

12 3.22 0.907 

13 3.08 0.986 

14 3.35 0.959 

15 3.60 1.022 

16 2.60 0.980 
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重比較の結果、美容芸術学科 1 年生（評定平均値 4.10）

と、美容保健学科 1 年生（同 3.57）、同 2 年生（同

3.34）との間に有意差（いずれも p<.05）があり、「カ

ウンセリングを学べば、接客がうまくなる」との期待

は、美容芸術学科の学生の方が美容保健学科の学生よ

りも高いということがわかった。この差を生じさせた

要因が何かについては判断が難しいが、専攻する学科

の違いというよりは、事前に心理学を履修したかどう

かが影響している可能性が考えられる。つまり入学直

後で全ての科目を初めて受講する美容芸術学科の学

生は、「カウンセリングを学べば、接客がうまくなる」

と将来の職業に直結する効用を比較的安易に期待し

ていたが、カウンセリングに先んじて心理学を学んで

いた美容保健学科の学生は、答えが１つとは限らない

心理学の難しさなど、その本質を知るにつれ、カウン

セリングについても短絡的に効用を期待するにはや

や慎重になった可能性がある。 

 次に、本調査はあくまで試行的なもので、項目の妥

当性の検討や尺度の再構成を目的にしたものではな

いが、参考として、使用した質問項目を構成する要素 

を探るため、質問項目の因子分析（回転なしの主成分

分析）を行った。表 3 に、その結果因子負荷量.40 以

上を示した項目とその因子負荷量を示した。なおここ

では前述のような理由から、２つの成分にある程度高

い負荷量を示し、妥当性という点では本来除外した方

がよい項目もそのまま示している。 

第 1 成分に含まれるのは、カウンセリングの具体的

な効用を扱う項目 9 以下の 8 項目と、項目 4（カウン

セリングは役に立つ）の計 9 項目と判断される。これ

らは「カウンセリングの効用」に関する項目と考えて

よいだろう。（なお第 1 成分では項目 3 および項目 5

も.40 以上の負荷量を示している。） 

第 2 成分を構成するのは、項目 1（カウンセリング

に興味がある）、項目 2（心理テストに興味がある）

と、項目 5（カウンセリングは理論的である）の 3 項

目とみられる。（項目 4 の負荷量も.50 を超えて高い。）

これらはカウンセリングや心理テストのもつ「理論性

への興味」を表わすものと考えられる。 

第 3 成分に含まれるのは、項目 3（血液型で性格が

わかる）と項目 8（カウンセリングは占いと関係が深

い）の 2 項目である。これらは前述のように心理学・

カウンセリングへの「非科学的イメージ」とみてよい

だろう。 

第 4 成分は、単独で負荷量が高いのは項目 6（カウ

ンセリングは誰でも簡単にできる）のみだが、項目 8

および項目 16（異性にもてる方法がわかる）の負荷量 

も.40 を超えている。これらは占いとの関連や恋愛へ

の効用を含めた「手軽さ」の成分と考えられる。第 5

成分は項目 7（カウンセリングには専門的知識が必要

である）のみとなり、「専門性」の成分といえる。 

なお第 4 成分と第 5 成分で、高い負荷量を示したの

は項目 6 と項目 7 のそれぞれ１つずつとなったが、こ

れらはともに今回新たに加えた項目であり、妥当性の

点からは再考の余地があると考えられる。この他の点

でも、本研究で用いた質問項目は妥当性を十分に検討

したうえで使用したものではないため、結果の解釈は

あくまでも参考程度にとどめるべきものと思われる。 

 

以上のように限定的ながら本研究の結果から、美容

を専攻する女子短大生は、カウンセリングの授業を受

講する前のカウンセリングに対して、興味・関心をも

ち、接客や相手の悩みの解決、人間関係などにおいて

具体的な効用を期待していることがわかった。またカ

ウンセリングは簡単なものではなく、怪しげな占いの

類とは関係が薄いと認識され、恋愛などの通俗的な効

用への期待は低い一方、理論的で専門知識を要する、

学問的なものであると認識されていて、そのイメージ

は専門家の立場からみてかなり正当なものであると

 表 3 各項目の因子負荷量 

項目   

番号 

成  分 

1 2 3 4 5 

1   .646       

2   .625       

3 .412   .724     

4 .580 .511       

5 .434 .551       

6       .742   

7         .788 

8     .491 .423   

9 .643         

10 .689         

11 .774         

12 .740         

13 .729         

14 .746         

15 .698         

16 .718     .415   
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考えられた。また一方で、非科学的イメージの典型と

される「血液型性格類型」の影響は相変わらず大きい

こともわかった。 

学科・学年別に各項目の評定平均値の差を検討した

結果では、「接客がうまくなる」の項目評定値だけが、

美容保健学科よりも美容芸術学科の学生で高いこと

がわかった。この理由については明言し難いが、美容

芸術学科の学生は入学直後の受講で関連する予備知

識もなく初めて学ぶ科目だったために、将来の職業に

直結する効果を比較的安易に期待したが、美容保健学

科の学生は事前に心理学を学んでいたため、その難し

さも理解しており、短絡的な効果への期待にはやや慎

重になった可能性が考えられた。 

また質問項目の構成要素を探るために行った主成

分分析の結果では、第1成分「カウンセリングの効用」、

第 2 成分「理論性への興味」、第 3 成分「非科学的イ

メージ」、第 4 成分「手軽さ」、第 5 成分「専門性」

の５つの成分が見出されたが、第 4 成分・第 5 成分は

ともに単独で高い因子負荷量を示した項目が 1つずつ

しかなく、妥当性の点からは再考の余地があると考え

られた。 

 このように美容専攻短大生は、一方で非科学的な

「血液型性格類型」を信用しながらも、専門的なカウ

ンセリングにそれ以上の正当な関心を持ち、また効用

への期待も高いことがわかった。したがって美容師を

めざす者としてカウンセリングを学ぶ意義をより深

く理解し、カウンセラーとしての基本的姿勢、心構え

や技法を美容の仕事や日常の人間関係に応用できる

よう、身近な例を中心に実践に重点をおいた授業を展

開することが重要と考えている。 
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SHIMOIE Yukiko 
山野美容芸術短期大学 
〒192-0396 東京都八王子市鑓水530 

現代に生きるマゲ現代に生きるマゲ現代に生きるマゲ現代に生きるマゲⅤⅤⅤⅤ    

““““お相撲さんのお相撲さんのお相撲さんのお相撲さんのにおにおにおにおいいいい””””の歴史の歴史の歴史の歴史    

――――――――梳油梳油梳油梳油
す き あ ぶ ら

ものがたりものがたりものがたりものがたり――――――――    

Mage in Modern Life Mage in Modern Life Mage in Modern Life Mage in Modern Life ⅤⅤⅤⅤ    

History of "Sumo wrestler's smell"History of "Sumo wrestler's smell"History of "Sumo wrestler's smell"History of "Sumo wrestler's smell"    

―Sukiabura―Sukiabura―Sukiabura―Sukiabura（（（（Hair oilHair oilHair oilHair oil））））    story―story―story―story―    

下家 由起子 
 

抄録抄録抄録抄録 

明治維新の断髪令が強力な政府の意思を持って施行されたなか、男子社会で断髪をまぬがれ、マゲを許され

て生き残ったのが大相撲のマゲであった。以来力士たちは実生活の中で、マゲを結い、日本の伝統和風文化を

実践してきた。土俵には屋形、四色の房といったしつらえ、神事における所作という演出のもと、マゲに廻し

の力士たちが力と技を競い合う相撲競技は、江戸時代の趣を現代に魅力的に伝えている。その力士たちの整髪

料である「梳油」には髪を漆黒に輝かせ、髪を整えるという本来の目的のほかに、特有のにおいを発するとい

う大きな特徴がある。上は横綱から下は新弟子に至るまですべての力士が平等に用いる整髪料の香りは、いま

では多くの人に「お相撲さんのにおい」と印象付けられている。本稿は、この梳油の周辺を調査し、主に「に

おい」という観点から、梳油に関する歴史的、比較文化的な考察を試みたものである。 

 

 

キーワード：日本髪 髪油 におい 結髪 伝統 

 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 筆者はこれまで、日本の伝統文化の一つとしての大相撲

に着目し、力士の象徴であるマゲを入口に、それを支える

床山たち、力士の生活に息づいている和装文化、大相撲を

ビジュアルに表現する意匠文字（相撲字）について調査し

てきた。今回は、マゲを改めて研究するにあたって、これ

までどおりにひとのマゲや結髪の過程を第三者として観察、

鑑賞するだけでなく、マゲを結ってもらう力士の気持ちも

体験するために、自身の地毛で大銀杏を結うことを思い立 

 

った。そのため、大きな髻を結えるまで2年以上を掛けて

髪を伸ばした。そして実際に大相撲の床山に大銀杏を結っ

ていただき、結髪から断髪までを一気に経験した。そこか

ら改めて見えてきたものは、大銀杏結髪における、いわゆ

るビンツケ（この社会では「梳油」と呼ばれる独特の髪油）

の効用と魅力だった。 
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（本論）（本論）（本論）（本論）    

１．整髪料としての梳油１．整髪料としての梳油１．整髪料としての梳油１．整髪料としての梳油    

    

髪油について髪油について髪油について髪油について    

髪は古来より、古史や埴輪などの考証によって、単な

る人体の一部としてではなく、宗教的なものであったり、

特別な意味合いを持っていたとされる。そして、日本では

男女ともに艶のある髪が尊重され、美しいとされてきた。

（これは、中国・朝鮮半島との行き来により風俗の影響を

おおいに受け、直髪*で漆黒の髪は憧れの象徴であったの

だろう・・・*古来の日本人にも縮毛の人はいたが、ここ

でいう直髪はアフリカ人などの丸く短く縮んだ縮毛との違

いをあらわす） 

そのため、男女ともに髪の色艶をよくし、また結髪の

かたちを整えるために、頭髪に油を塗ることが古来より行

なわれてきた。その髪油は植物性の脂肪を原料とした膏油

であったといい、日本において頭髪に油をつけることは、

上古よりすでに行われていたらしい。 

奈良時代の話という「日本霊異記（日本現報善悪霊異記）」

によると、ある茶会の席で、髪に色艶を出そうと猪の油を

つけた女性が、その髪のあまりの臭さに、茶会を催した僧

侶から、席を外させられたという話が記されている。これ

が、おそらく後世の鬢付け油（以降ビンツケと表記する）

の初めであろうといわれている。 

その後、上流階級を中心に、「油綿」といって綿に丁子

油を浸して用いることが行なわれていた。 

中世の頃になると五味子（さねかずら）の茎を水に浸し

てそれから染み出る粘液を利用した。江戸時代（貞享・元

禄年間）には特に盛んに使われたという。そのため五味子

は俗名を美男葛といわれるようになった。ビンツケは、も

ともとローソクの蝋の流れに松脂を入れて油を作ったもの

で、はじめは町人の男伊達など髭の垂れないように用いた

のであったが、のちにはこれに香料を加えて練り上げ、髪

の乱れるのを防ぐこととなり、結髪の際の必要品となっ

た。 

 また「伽羅油（きゃらあぶら）」は寛文年間に多く使用さ

れたが、これはビンツケに「伽羅油」を配合して、その高

い香りも称美したものである。この頃の男子は伽羅油、女

子は五味子を用いていたという。「梳油」もまた、この時

代に現れ、毛髪を梳く際にこれをつけて毛髪の垢を除く必

需品となっていた。 

武士や、武士に仕える者たちが、威勢を張ろうとひげ

を生やしていた.そのうえひげをピンとさせることができ

ればなお格好がよい。そのためにもにおいのいい油にこだ

わった。 

 日本髪を美しく結うためには、髪のまとめやすさ、櫛の

通りやすさ、乾いた後の艶や感触、見かけの張り等までも

念頭においた髪油が必要だった、言い方を変えれば髪油が

発達したことによって髪の形も変わっていくことになる。

髪油なくして日本髪はない。その日本髪のための髪油の発

達には男マゲ側の要請が、大きくかかわってきたのであ

る。 

    

男髪を取り入れて発達した日男髪を取り入れて発達した日男髪を取り入れて発達した日男髪を取り入れて発達した日本髪本髪本髪本髪    

 明治維新の際、唯一断髪令を免除され、自身の頭にマゲ

を残した大相撲の力士たちは、女性の髪型にもとても敏感

だった。彼らが好んで口ずさむ唄に相撲甚句というものが

ある。短く粋な前唄、長めの物語唄である本唄、そして

次々と謳われる唄と唄の間をユーモアたっぷつなぐラップ

調のハヤシ唄で構成されている。戦後にうたわれたという

そのハヤシ唄に次のようなものがある。 

 

（アー ドスコイ ドスコイ！） 

あー 髪の形も数ある中で （ハイ） 

ちょいと巻いたがハイカラで （ハイ） 

娘結うのが高島田 （ハイ） 

小粋で小憎い丸髷か（ハイ） 

銀杏返しは二心（ハイ） 

親の意見は耳隠し（ハイ） 

モダンガールは断髪で（ハイ） 

パーマネントは雀の巣（ハイ） 

誰が付けたか～  

相撲
す も

取り頭を 

チョンマゲー、チョンマゲッ！ 

（アー ドスコイ ドスコイ！） 

 

以上のような、女の髪型を列挙し、巡業などで披露す

ると、なんとないおかしみに多くの拍手が沸くようだ。 

ここでこの歌詞を持ち出したのは、日本人のマゲへの

こだわり方は昔から同じで、日本髪の代表とされる島田髷

のお洒落が、もともと男性の若衆髷に触発されたところか

ら始まったものだというところにある。 
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歴史的に見ると、女性は垂髪が上古以来の本来の風俗。

しかしこれだと実生活では非常に動きづらい。そこで庶民

の生活の知恵として日用の便宜のために行われていたのが、

結髪という手段だった。だが、男たちはすでに髪を結んで

動きやすさからおしゃれまでを楽しむようになっていた。

江戸泰平の代になると、「日髪（ひがみ）」といって毎日結

髪に髪結床に通って髪を直す洒落者の男たちまで現れたほ

ど。 

女髪に変革をもたらしたのは、当時の自由人であった

遊女たちだった。一種異様な風体で演じることが喜ばれた

女歌舞伎を演じるに当たって、彼女たちは若衆髷をヒント

にこれを改良し、純然たる女髷を再生し、近世に至る女性

風俗を作り上げていったのだ。ちなみに女歌舞伎が生まれ

たのは、江戸時代の始まる慶長８年（１６０３）、年表的

にも社会環境の変動と社会思潮を雄弁に物語っている。 

 

時代は無臭に向かう！？時代は無臭に向かう！？時代は無臭に向かう！？時代は無臭に向かう！？    

 振り返って見ると、日本では香道が発達し、身の周りに

溢れていたので、女髪のほうでは総じて髪油までことさら

香料を用いてその香をきく必要はさほど感じてていなかっ

たように思われる。文献を見ても、後に梅花香が登場する

程度で、洗髪したり、整髪するにあたって、香料の記述は

ほとんど出てこない。特別の日の日本髪を除いて、香道の

強烈なにおいはにおい消しに使われていた。 

 その後現代に至って、日本髪を地毛で結う人が少なくな

り、カツラのほうが優勢になると、さらににおいのしない

方を多くの人が好むようになった。余談だが、あるカツラ

業者の話によると、いまでいう「おめでた婚」が急激に増

えた昭和 40 年代後半、式や披露宴の最中、料理を初め身

おいが強いものが出てくると、気持ちが悪くなる花嫁が続

出したという。その頃までは、結婚式だけは洋装だけでは

なく、やはり日本髪でも行うのが好ましいとされた時代だ

った。特に自分の鼻に一番近いカツラのにおいに反応する

人が増えたので、式場からもにおいをできるだけ取る方向

に向かったのだった。 

 

 

２．匂いのニューファッションの登場２．匂いのニューファッションの登場２．匂いのニューファッションの登場２．匂いのニューファッションの登場    

 

相撲協会御用達の梳油メーカー相撲協会御用達の梳油メーカー相撲協会御用達の梳油メーカー相撲協会御用達の梳油メーカー    

前髪（まえがみ）、鬢（びん）、髱（たぼ）、髷（まげ）

と４つの部分（以下見た目の読みやすさを考慮して、本論

では、髪のみ漢字を使用し、その他をビン、タボ、マゲと

表記する）からなっている日本髪は、従来その部位によっ

て硬さ（３種類）の違う油を使い分けてきた。カツラ業界

でも、前かき・かき上げの部分は軟らかいもの（梳油＝す

きあぶら）、後ろに張り出すビンは硬い油（ビンツケ）で

極め、額の横のタボの処理にはその中間の硬さのもの（中

練り）を用いるのが常識だった。 

 しかし、もともと個人のセンスに頼る技術であるため、

基本は以上のようであっても、床山によって油の使い方も

違ってきている。今では中練りだけで結う人もいるとい

う。 

 さて、力士のマゲを結うのに用いられている甘くも強烈

な香りを放ち、「お相撲さんのにおい」として知られてい

る整髪料は、一般にはビンツケ油とされているが、大相撲

では梳油と呼ばれている。ただ、梳油とはいうものの、日

本髪用と比べると油はかなりの硬め。力士の床山たちが用

いるのはほとんど、この梳油一本。ごく稀に天然パーマ系

統の力士の髪に苦労したり、より丁寧な仕事をと志す床山

がビンツケを用意して用いている程度だという。 

 現在この力士結髪用の純植物性の油（商品名『オーミす

き油』）を製作し販売しているのはただ一社、東京は江戸川

区江戸川の「島田秋広商店」である。それゆえ当主の島田

秋広氏と跡継ぎの次男・陽次氏は、島田と言う苗字よりも

“油屋さん”として大相撲の世界に親しまれている。現在

島田秋広商店では、力士用の梳油のほかに、ヘアローショ

ンや花嫁支度のカツラに使う油など主に頭髪関係の商品や

印刷に使う油も扱っている。 

さて、秋広氏が入店した当時の浅草の川原商店では『近

江』という商標でビンツケ油やポマード、水油、椿油など

整髪料を中心として化粧品を作り、販売していた。 

「あのころ、ビンツケ油を作っていた店は浅草周辺だけで

も４～５軒あったんじゃないかなあ。お相撲さん用の油も

作っていて、わずかだけどそれぞれにおいも違っていたの

で、お相撲さんも使い分けていたようですよ」 

 ただし、香料の値段が高いこともあって、そのころはに

おいにしても微香という程度の品物だったらしい。 

 

現在の現在の現在の現在のにおにおにおにおいいいいのののの確定確定確定確定…………実は新しい梳油実は新しい梳油実は新しい梳油実は新しい梳油のののの歴史歴史歴史歴史    

 戦後という言葉がまだまだひっきりなしに使われていた

時代、生活をはじめ人心も趣味も急速に様変わり、中でも



山野研究紀要 第 19 号 2011                                                                     18 
 

下町娘から花柳界に至るまで、急速に日本髪離れが進んで

いった。その中で店主も次なる需要を見出だすべく、各方

面に働きかける努力を重ねた。マゲと切っても切り離せな

い大相撲に目を向けたのもその一つ。力士のマゲに対する

愛着をより深め、彼らのマゲ姿をより引き立てるための新

製品を志したのだ。 

昭和３０年頃、出入りしていた２軒の香料屋と何度も

検討を重ねては試作品を作り、相撲部屋に持ち込んでは髪

を結ってもらい、力士の感想と意見を繰り返し聞くことを

した。 

さまざまなやり取りがあり、最終的ににおいは2種類か

ら1種類に絞られた。さらに賛否両論はあったものの、力

士はよく汗をかき、体臭が強い上、長い髪を洗うのも５～

７日に１度のペースだから、香料もやはり、体臭を消すな

ど、さえぎるぐらいににおいの強い方がいいという意見が

多数を占め、ようやく現在の梳油が完成したという。歴史

的に評価すれば、大相撲の一大ファッション革命とも言う

べき新製品の登場である。 

以来半世紀を超え、今では誰もが「お相撲さんのにおい」

と信じて疑わない。新しい伝統がこのとき確かにできたの

である。それ以来、この梳油の製法、匂いの調合は一切変

わっていない。今の力士たちはもちろん親方たちも入門し

たときからこの匂いで育ったひとたちばかり。ほかの整髪

料を使うことなどもはや思いつかない。土俵や四色の房、

締め込みや明け荷などと同じように伝統様式美の一部とし

て認識されている。特注品はなく、天下の横綱から昨日入

った新弟子まで同じ品を使う。それでいい、それがいい、

が、力士の髪を扱うプロ集団・大相撲のベテラン床山さん

たち 23人へのアンケート（2008年。山野研究紀要16号）

から得られた、この梳油に対する姿勢である。 

問 13．力士のマゲに、プライベート等でおしゃれの可能

性があるとしたら 

１ 今のままでいい。何も変える必要はない   （１７） 

２ 金銀・紅白の元結などの使用        (０)         

３ すき油に代わる新しい整髪料、香料の採用  （２） 

４ 昔のように違った形のマゲがあってもいい   （３） 

５ カンザシ、飾りグシなどアクセサリーをつける 

              （０） 

６ その他                       （１） 

 

 

話は戻るが、浅草の日本髪関係の店も昭和 39 年の東京

オリンピックを境に斜陽産業となった。「ウチの店がつぶ

れたら、お相撲さんも明日から困るだろう」という言葉を

店主から受けて、島田さんは独立を決意した。時に昭和

40 年。以来、大相撲の“伝統”は島田氏一家の手によっ

てしっかり守られている。 

 

 

 

３．梳油の製造事情 

 

梳油の主要成分 

 力士になくてはならぬ整髪料。しかし、その存続には思

いもかけぬ危機もあった。平成３年、長崎の普賢岳が噴火

したときである。なぜなら、梳油を作るのに欠かせぬ木蝋

の原料となる最高級の櫨（はぜ）の木の産地だったからだ。

それが火砕流で全滅。翌年は気候の変動で凶作。完全に品

薄の状態になってしまった。ただそこの蝋を扱う蝋屋さん

とは何十年も１軒だけの契約をしていたので、「相撲界の

ためになんとか…」と頼み込み回してもらった。そんな努

力も含めて国技の一翼を担っている心意気と誇りが、温和

な職人の表情から見て取れた。 

 主成分である「櫨の木」と木蝋については辞書に次のよ

うなわかりやすい記述がある。 

 ※はぜのき【黄櫨・櫨】ウルシ科の落葉喬木。高さ薬10

メートルに達する。ちの山地に自生。葉は羽状複葉。５、

6 月ごろ、葉腋に黄緑色の小花をつける。果実は灰黄色扁

円形。実から蝋を採り、樹皮は染料となるので栽培される。

ハゼ。ハジ。ハジノキ。ハジウルシ。ハゼウルシ。ヤマハ

ゼ。漢名、野漆木。（以上広辞苑） 

 ※もくろう【木蝋】ハゼノキの果皮から圧搾または浸

出して得る脂肪。主成分はパルミチサングリセリドで、化

学的には蝋ではない。採取したままのものを生蝋（きろう）、

脱色・精製したものはさらし蝋という。日本特産で蝋燭の

ほか、艶出し・化粧品・医薬品などに用いる。はぜろう。

はじろう。（スーパー大辞林） 

むかし一般に梳油とされていたものは、和蝋燭とほと

んど同じ成分だった。つまり植物から採る油としてはかな

り硬い脂肪の塊だったこと、そして「櫨の馬鹿蒸し」とい

う言葉もあるほど、少しの加熱でも溶けやすい性質がある

ため、手で延ばしやすく、持ちもよいので、梳油として使



山野研究紀要 第 19 号 2011                                                                     19 
 

った場合も、髪の形を長く保つことができるためだったと

いう。  

 機械の発達している現代だが、力士の梳油だけは今でも

手作りで、練りが重要工程のためかなりの力仕事。原料は

櫨（はぜ）の実から作った木蝋とひまし油、菜種油、そし

て高級輸入品の香料からなっている。 

 工場には大きなガス台、攪拌機、濾過器。まず直径 50

センチ、深さ 40 センチの鍋に、まず製蝋業者から仕入れ

た木蝋（白蝋）を入れて火にかけ溶かし、そこに菜種絞油

を混合する。そしてこれを火から下ろして冷まし、直径

60 センチほどの真鍮の大鍋に移し換える。これをもう一

度１００度くらいに熱し、自然冷却すると徐々に固まり出

す。頃合いを見て香料を加え、樫で作った練り棒で練り叩

きし、粘りと光沢を見ながら仕上げていく。 

これが大変な重労働。見る見るうちに固体化していくの

で、鍋の中をくまなく混ぜ続けなければいけないし、少し

も手を休めることができない。しかも重い。 

「やっぱり確かなのは機械より長年の勘なんですよ。粘

着度が高くないと、粘りや艶の微妙なところは出てこない

し、ここで失敗するとせっかくの髪形も崩れることになる

のでね」と島田氏。使い勝手を考えて冬は軟らかめ、夏は

硬めに練っている。真鍮製の大鍋は普通の鉄鍋と違って

「熱の伝わり方がやわらかい」ので、江戸時代から使われ

ているものなのだそうだ。 

 そしてこれを先代から譲り受けた榛（はん）の木で作っ

た台の上に移し、練りながら缶に詰めていって、ようやく

製品となる。ビンツケはもう一工程こねたたきの手間をか

けるという。 

 

香料の配合は門外不出香料の配合は門外不出香料の配合は門外不出香料の配合は門外不出    

 さて、肝心の「お相撲さんのにおい」である香料の詳し

いところはやはり“企業秘密”。現在３軒の香料屋から取

り寄せたものをブレンドしているが、香料屋自体も自分の

ところの商品の配合を教えてくれることはないという。そ

の香料もピンからキリまである中で、梳油の魅力となって

いる化粧用の香料は高級輸入品で、それも相当量を使わな

いと、ここまでの匂いは出せないという。  

また、たとえ香料の原液の配合を他人が何かの拍子で

知ったとしても、こういった微妙な化粧品は製品となって

できあがったものをトータルで見ないとわからない。第一、

出来上がったばかりの品は生産者にもにおいがツンと来る

という。何日か経って落ち着き、完全な商品となっても、

この店をようやく訪ねてきて「お相撲さんが髪の毛に使っ

ている油をください」と言って購入するお客さんの中には、

缶に納まった梳油のにおいをかいで、「あのお相撲さんの

においと違う」と首をかしげる人がいるというぐらい微妙

なものなのだ。 

「要するに油は生きているんですよ。外気に当たって飛

ぶものあり、残るものあり。その繰り返しだから、毎日の

使い方によってもどんどん違ってくるんです。その中でも

甘い香りは相当残ります」と島田氏。 

 力士は毎日は洗髪することはないので、油も付け足し付

け足し使っている。飛んでしまうにおいとそうではないに

おいがここで入り混じる。だから同じ油を使っていても力

士によってにおいが違い、日にちによっても違いを生じて

くる。同じものを付けていても様々な要素が絡んで、皆が

同じにおいとは限らない。缶の油と力士が漂わせるにおい

が違ってくるのは当然なのである。 

 昔から「お相撲さんのにおい」の大本は丁子にあるので

はないかといわれている。つまり、アロマテラピーが普及

した現在、エッセンシャルオイルとして販売されている

「クローブオイル」ではないかと。もちろん島田氏はこれ

を肯定も否定もしない。だが、「オーミ梳油」の実物は、

素人が嗅いでももっと複雑なものだ。そこでにおいの成分

の分析はさておき、においに関心のある人（香りの専門家

や美容師）たちに梳油のにおいの感想を聞いてみたところ、

様々な回答があった。 

なかでもある香りの専門家は、「これから花柳界に遊び

に出掛けようとするお相撲さんの心の華やぎ」という表現

をした。確かに、仕事に向かう感じではない。ましてこれ

から激しく闘おうとする男に適するにおいでは決してない。

あくまでも土俵を離れたプライベートな時間に属するにお

いだろう。 

もしこれから整髪料として梳油の人気がでて今までと

は違った香料の油を使ったとしたら、大いに流行るのでは

なかろうか。 

そんな話をし、失礼ながら新商品の試作品などを作っ

てみたらどうか、と意見をぶつけたところ島田氏からはあ

っさりこんな答えが返ってきた。「時折そういうお勧めも

いただきます。でも、商品の性格上、お客さんのお土産に

するといっても数は限られてくるし、これを主に消費する

のは力士たちですからね。それにそういった場合はパッケ
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ージも換ええなくてはいけないし、第一、そう拡販できる

ものではありません」 

 

  

「オーミすき油」メモ「オーミすき油」メモ「オーミすき油」メモ「オーミすき油」メモ    

○ 値段＝靴墨缶大の缶の容器に 60 グラム入り 希望小

売価格＝１０５０円 

大昔は縦横 3センチぐらいの丸いボール箱にパラフィ

ン紙に 16～18 グラム包んだものを入れていた。戦後

時代が落ち着いてからは缶に入れて売るようになり、

現在の缶のパッケージは昭和 59 年にデザインを一新

したもの。今となってはこの道一筋を示す証拠ともな

っている。 

 

写真①，丈夫な缶に納められた梳き油① 

 

 

写真②，梳き油② 

 

 

○ 梳油を使っていると髪が黒くなる。力士の頭がその証

明――といわれているが、これは髪自体がもともと油

を付ける光沢も出て黒く見える性質を持っていること

を示すもの。土俵上では髪黒々と見える力士でも、洗

髪して油を完全に落としてみると、そこそこ赤い毛の

持ち主も少なくない。油に天然のビタミンを加えてい

るが、これは油の酸化を防ぐほうに作用していると思

われる。 

○ １人の力士が使用する量は、５～７日に１回髪を洗う

として１週間に一個が平均。洗髪したときに大量に使

い、後は髪を結うたびに少しずつ使っていく。 

○ 髪油の生産者としての要望＝最近は相撲部屋によって

は床山と関取衆の数のバランスが崩れているため、急

いで大銀杏を結う必要が出てきた。そのため十分にク

セ揉みをして髪を延ばし、油を刷り込む時間が足りな

くなってきている。だから油がよく溶け切れず、結髪

の際に細かい油の屑となって力士の肩に落ちたりする

事例が増えた。しかしこの油は十分に手の平で練り延

ばしし、体温で熱して溶かせば、よく髪に染み込み、

艶も粘着力も出るように作られている。ビンやタボの

並び具合、隣り合った髪の毛のくっつき具合が不自然

な場合が出てくるのも、急いだ場合である。ぜひ時間

をしっかりとって力士の髪のケラチン分子に水と油を

染み込ませ、マゲをきれいに“セット”してあげてい

ただきたい。 

 

写真③，ビンツケ油は使いやすい円柱形に整えられ、パラ

フィン紙に包まれている 

 

 

写真④，同社の硬さが違うカツラ用の油3種 

（左から、すき油、中練り、びん付） 

 

 

写真⑤，日本相撲協会からの（梳油製作への）感謝状 

 

大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた    

床山の技術と、梳油の床山の技術と、梳油の床山の技術と、梳油の床山の技術と、梳油のにおにおにおにおいの効用いの効用いの効用いの効用    

 今回私の頭を結っていただいたのは、元大関霧島の陸奥

部屋の床山・床大（とこだい）氏。後ろ髪が腰のところま

で伸びた私の髪の毛を、これだとちょっと長いが、ほんと

うにこの髪を切って調節していいのかと、まず本気で心配
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してくださった。 

 間違いなくいらない先端を先ず切り落とし、前髪が鳩尾

（みぞおち）の長さになったところから、作業は始まっ

た。 

 女性である筆者の髪の毛は、河童のように頭の中央を刈

り、剃りを入れて（これを中剃りという）、髪の毛の量を

調整している力士と違ってかなり多いはず。床大氏はまず、

タオルで髪全体に水を付けながら髪をもみ始めた。これは

髪に水分を含ませて軟らかくし、伸ばす狙いがある。 

 次いで、缶から油を一つまみ取り出しては左手の平に置

き、右の親指でつぶし広げ、両手の平をこすり合わせて延

ばしながら、毛を前髪、後ろ髪、両タボ部分四つに分ける

と、頭の生え際から毛先まで両手で揉みながら、それぞれ

の髪に丁寧に油をつけ始めた。通常の作業では力士たちの

髪には洗髪したとき以外はきちっと油が回っているのでく

しのすべりもよく、この作業がいらない。まして今回は髪

が多いので大変だ。 

15 分ほどかけてようやく髪全部に櫛が通るようになっ

た。次に髪を上に引っ張りながら  

髪をまとめ、根をそろえていく。鏡を見ていても見ていて

も、髪がどんどんまとまり一つの生き物のように形が整っ

ていくのがわかる。 

 一通りまとまり、根が揃ったところで、指尺で髪の毛の

長さの割合を量って確認する。そして第一元結を掛けた。

元結の片方を奥歯で噛み、左手で髪をつかみながら、右手

で元結をくるくるッと回し、ぎゅっと締めて結ぶ。両先端

は切らずにそのまま残している。この元結を強く結ぶ作業

は並の女性では力不足になるという。昔から大相撲に女性

の床山がいない理由でもある。長い間やっているうちにそ

の男性の床山の歯もボロボロになるという。床山はそれほ

ど激しい力を要するもののようだ。 

 その間も、床大氏は要所で結髪の要領を教えてくれる。

髪の毛を上手に引っ張られる心地よさと、梳油の甘い香り

に載せて、静かながらも豊かな会話が弾み、時間が過ぎて

いく。改めて梳油の効能に驚かされる思いがした。 

 もとどりもきちんと決まり、いよいよ念願の大銀杏に取

り掛かる。マゲ棒を使い、チリッ・チリッ・ゾリーッと快

い音を立てながら、ビンやタボが張り出されていく。結わ

れるほうにも緊張感が走る。 

 形もある程度出来上がったところで、張り出し部分を両

手で上から押さえ、落ち着かせる。 

 そしていよいよマゲと先端部分の処理に入る。髪が多い

ので、ふだん見慣れた土俵上の大銀杏よりもその昔、西洋

人がマゲを初めて見てピストルだと驚いたという銃身の部

分の太さが気に掛かる。床大氏はマゲ棒を第一元結の結び

目に先端を当てると額で押さえながら、銃身を親指でこす

りながら笹の葉のように広げ始めた。その髪の固まりの不

思議さ、形の美しさ！ 人の結う大銀杏を眺めているだけ

の時には、単なる過程としか認識していなかった場所だけ

に、この発見には感動せざるを得なかった。 

分厚い笹の形を作り終わると、次に一番広がり凹みを

つけた部分に、太めの紐を掛けた（これを先縛りという）。

それからそこを中心にグイッと髪を前方に折り返した。こ

れがいわゆるマゲの部分である。そこで元結が掛けられた。

折られた部分は野菜料理で言う銀杏切りのような形。 

最後の仕上げは先端部分。ここに大銀杏を大きく美し

く開かせるのだ。前回挑戦したときは頭頂よりぐっと後ろ

でそれも小さいものしかできなかっただけに、期待は大き

く高まる。このために何カ月も髪を切るのを我慢してきた

のだ。 

床大氏はゆっくり両方の親指を使って器用に先端を広

げると、次に左手の平をその銀杏に当てながらマゲ棒の先

端を使って櫛のように細かく目を通しながら形を整えてい

く。 

そして遂に完成。著者の頭に見事な銀杏が咲いた。刷

毛先に、後頭部に、そしてマゲ部分に――。ビンからタボ

への流れもきれいに揃って美しい。 

大きな汗を拭きしながら少しも手を抜くことなく時間

を掛けて仕事をしてきた床大氏の目は真剣そのものだった。

そして、ごく短時間で慣れたこの強烈な梳油のにおいが、

約 25 分の結髪中、不思議なことに要所要所で新鮮に、優

しく感じられたことを思い出していた。それだけこのにお

いは大相撲の世界の人々の嗜好と心理に叶ったすぐれもの

だったのだ。 
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写真⑥，⑦，⑧，⑨，⑩，⑪，（左上上段より） 

上段は今回結ったもの 

下段は２年前に結ったもの 

長さは10数センチ違うが、マゲの大きさ、マゲの先端（銀

杏）部分、タボの張り出し方の違いに注目していただきた

い。 

 

 

結論結論結論結論    

 力士がマゲを結うのに用いている唯一のブランドで商品

の「オーミすき油」は強烈なにおいを持つという点で、歴

史的にもユニークな整髪料であり、大相撲の人間もこれを

魅力と感じている。その画期的な発明以来わずか半世紀し

か経っていないが、日本中の人々が大相撲300年の力士の

伝統と認識している。開発当時の必要性、時代の趣味から

誕生したものがこのようなにおいとなっていることは、こ

の強烈な「におい付け化粧品」が、一般の使用に耐えなく

とも、大相撲の世界の特徴を多いにアピールするのに欠か

せぬものであることを物語っている。 

 大相撲は、危機を迎えるたびに、驚くべき改革によって

甦ってきた社会であることが知られている。古臭い別社会

のように思われながら、実は思い切った変革を豪気果断に

繰り返しながら、国技のイメージにふさわしい“伝統”を

新しく作り出しているのが、大相撲の持つパワーと実績な

のである。 

 昨今、様々な問題に揺れ動き、その存続すら危ぶまれて

いる相撲界であるが、筆者はそのたくましい残り腰を期待

し、今後も、“大相撲の大いなる伝統”にまつわる見事な

知恵を、様々な観点から学び、研究を深めていきたい。 

謝辞謝辞謝辞謝辞    

 力士の梳油の製造販売を一手に引き受けている島田秋広

商店ご一家には、お忙しいところ長時間の取材に快く応じ、

あらゆることに示唆を与えてくださったことに深く感謝申

し上げたい。日本髪の門外漢といってもいい人間だった筆

者にとって、職人中の職人の熱い情熱と強固な信念、日本

髪業界・社会の趨勢に対する分析眼はまことに的確で魅力

的だった。今後も大相撲のために、日本の伝統文化のため

にさらなるご活躍をお祈りするものである。 
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表１　高齢者が快適に美容室を利用し続けることができる要件

１　高齢者の身体的負担に配慮すること

（１）自宅から美容室への移動にかかる身体的負担を少なくする

（２）美容の施術にかかる身体的負担を少なくする

２　美容師が利用客である高齢者を良く理解すること

（１）美容師が高齢者と馴染みの関係を作る

（２）美容師が高齢者の望むヘアスタイルを提供する

３　美容師が質の高いサービススキルを身につけ提供すること

（１）美容師がマッサージとシャンプーの心地良さを提供する

（２）美容師が高齢者にトータル美容の知識と技術を提供する

４　利用客同士による交流があり、馴染みの関係ができること

５　美容室の利用へつながる身近な人の存在があること

平成21年度調査研究まとめから

高齢者の美容ニーズに合わせた美容室の実態調査高齢者の美容ニーズに合わせた美容室の実態調査高齢者の美容ニーズに合わせた美容室の実態調査高齢者の美容ニーズに合わせた美容室の実態調査    
An Investigation of the AAn Investigation of the AAn Investigation of the AAn Investigation of the Actual Conditions in Hair Salonsctual Conditions in Hair Salonsctual Conditions in Hair Salonsctual Conditions in Hair Salons    

Pertaining to thePertaining to thePertaining to thePertaining to the    Needs of the ElderlyNeeds of the ElderlyNeeds of the ElderlyNeeds of the Elderly    

松下能万 1 ) 佐伯久美子 1 ) 武藤祐子 1) 曽 婉君 1 ) 

抄抄抄抄    録録録録    
 昨年度の調査研究で整理した「高齢者が快適に美容室を利用し続けることができる要件」を踏まえ、本年度

は、美容室を対象としたアンケート調査により、高齢者の美容ニーズに合わせた美容室の実態を整理すること

とした。結果は、アンケートの回収率が 8.52％と極端に低く、信頼度の高い調査結果といえるものではない。

しかし、本調査に協力いただいた範囲内でまとめると、①高齢者等の受入れに係る条件等が整備されている店

舗は多くないが、その必要性を認識している店舗は少なくないため、②高齢者等へ配慮した店舗は、適切な情

報提供が行われれば、より広がる可能性があると考える。 
 
キーワード：高齢者 美容ニーズ 店舗づくり 
 

１ はじめに 

 日々の整容行為は、生活を営む私たちにとって基

本的なニーズである。特に女性にあっては、齢を重

ねても、いつまでも綺麗でいたいと願うものであり、

いつまでも美容室に通い続けることは、その人らし

く元気に生活を続けるための要件といえる。 

 高齢化が進むわが国において、顧客ターゲットを

高齢者層とする美容室の拡大はひとつの重要な課題

である。しかし、それ以上に重要な課題は、その美

容室をより快適に使用し続けることができる環境を

構築することである。 

 そこで、平成 21 年度には、某市老人クラブ連合会

の協力を得た、グループインタビューによる質的研

究を実施し、高齢者が快適に美容室を利用し続ける

ことができる要件を整理した（表１）。本年度は、こ

の調査結果を踏まえ、実際の美容室を対象としたア

ンケート調査を実施することで、高齢者層の美容室

の利用状況とともに、各美容室の高齢者等へ配慮し

た環境の実態を整理することとした。 

２ 調査の実施概要 

(1)調査実施状況 

対象：調査研究拠点近郊２市に住所がある全美容室 

調査方法：郵送による無記名式の質問紙調査 

実施期間：2010年８月及び 10月 

回収数：65 件（発送数 763 件（Ａ市：464 店、Ｂ市 299 店）、

回収率：8.52％） 

(2)調査実施内容 

各美容室の基礎情報 7 項目とともに、各美容室にお

ける高齢者層の利用状況や、各美容室の高齢者等へ

配慮した環境整備の状況等に係る５項目の内容で調

査を実施した。 

３ 調査結果の概要 

 本調査結果は、回収率が 8.52％と極端に低いため、

データが偏っている可能性を否定できず、信頼度の

高い調査結果といえるものではない。しかし、本調

査に協力いただいた範囲内でまとめると、次のとお

りである。 

(1)店舗の状況 

①店舗種類（表２） 

 回答のあった 65 店舗は、53 店が個人店で 12 店が

系列店である。このうち系列店は殆どが駅前に存在

するのに対し、個人店にあっては比較的住宅地に存

在する傾向がある。 
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店舗の場所 1.個人店 2.系列店 計

1.住宅地に近い 64.2% 8.3% 53.8%

2.駅前に近い 32.1% 91.7% 43.1%

無効 3.8% 3.1%

計 100.0% 100.0% 100.0%

開設からの年数 1.個人店 2.系列店 計

1.１年未満

2.１年以上３年未満 3.8% 8.3% 4.6%

3.３年以上５年未満 7.5% 25.0% 10.8%

4.５年以上10年未満 9.4% 16.7% 10.8%

5.10年以上15年未満 18.9% 8.3% 16.9%

6.15年以上20年未満 11.3% 8.3% 10.8%

7.20年以上 49.1% 33.3% 46.2%

計 100.0% 100.0% 100.0%

スタイリスト数 1.個人店 2.系列店 計

1.1-3名 66.0% 16.7% 56.9%

2.3-5名 15.1% 33.3% 18.5%

3.6-10名 3.8% 25.0% 7.7%

4.11-15名 1.9% 8.3% 3.1%

5.16-名 8.3% 1.5%

ＮＡ 13.2% 8.3% 9.2%

無効 1.9% 8.3% 3.1%

計 100.0% 100.0% 100.0%

スタッフの平均年齢 1.個人店 2.系列店 計

1.20歳代 9.4% 58.3% 18.5%

2.30歳代 32.1% 16.7% 29.2%

3.40歳代 30.2% 16.7% 27.7%

4.50歳代 15.1% 8.3% 13.8%

5.60歳代 3.8% 3.1%

NA 9.4% 7.7%

計 100.0% 100.0% 100.0%

１か月の平均利用客数 1.個人店 2.系列店 計

1.-100名 24.5% 20.0%

2.101-300名 49.1% 16.7% 43.1%

3.301-500名 13.2% 25.0% 15.4%

4.501-1,000名 1.9% 33.3% 7.7%

5.1,001名- 1.9% 16.7% 4.6%

NA 9.4% 8.3% 9.2%

計 100.0% 100.0% 100.0%

店舗種類

店舗種類

店舗種類

店舗種類

店舗種類

表２　店舗種別にみる店舗の場所の状況

表３　店舗種別にみる店舗開設からの年数の状況

表４　店舗種別にみるスタイリスト数の状況

表５　店舗種別にみるスタッフの平均年齢の状況

表６　店舗種別にみる１か月の平均利用客数の状況

Q1.お客様層 1.個人店 2.系列店 計

1.学生・生徒

2.ＯＬ 5.7% 16.7% 7.7%

3.主婦 37.7% 41.7% 38.5%
4.中高年 37.7% 41.7% 38.5%

5.高齢者 9.4% 7.7%

無効 9.4% 7.7%

計 100.0% 100.0% 100.0%

店舗種類

表７　店舗種別にみるお客様層の状況

Q2.高齢者の利用状況 1.学生・ 2.ＯＬ 3.主婦 4.中高年 5.高齢者 無効 計

1.よくある 80.0% 56.0% 80.0% 100.0% 80.0% 72.3%

2.たまにある 20.0% 44.0% 20.0% 20.0% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

表８　お客様層別にみる高齢者の店舗利用状況

Q1.お客様層

②開設からの年数等（表３） 

 約半数が開設から 20 年以上経過している店

舗であり、その傾向

は比較的に個人店に

強い。 

③店舗の状況（表

４・５・６） 

 スタイリストの数、スタッフの平均年齢、１か月

の平均利用客数の状況は、個人店と系列店それぞれ

の特徴が明らかである。 

 具体的には、スタイリスト数は、系列店が３～10

名程度の店舗が過半数を占めるに対し、個人店は１

～３名で過半を占める。また、スタッフの年齢層は、

系列店の平均年齢が 20 歳代であるのに対し、個人店

は比較して高い。更に１か月の平均利用客数は、ス

タイリスト数に対応して、個人店に比して系列店の

方が上回っている状況がある。 

(2)美容室の環境 

①美容室の中心利用者層と高齢者層の利用状況 

 （表７・８） 

 高齢者層を対象とする店舗は僅かにあるが、多く

は主婦・中高年層を対象としている。しかしながら、

高齢者層の利用状況は、この中心利用者層とは別に、

いずれにあっても高く、その利用頻度も「1.よくあ

る」が「2.たまにある」をすべての層で上回ってい

ることから、高齢者層は、美容室側の中心利用者層

に依らずに、美容室を利用しているといえる。 

②美容室の高齢者等の受入れ環境（表９・10） 

 昨年度の調査研究によりとりまとめた高齢者等の

受入れに係る条件等のうち、美容室が準備できる設

備やサービス等に関する項目についての準備状況を

確認した。 

 これによると、「1.段差のない床」「2.車いすのまま

移動できる広いスペース」の２項目にあっては過半が

整備しているものの、それ以外は整備されていない。 
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あり なし

1.よくある 75.6% 66.7% 72.3%

2.たまにある 24.4% 33.3% 27.7%
3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 77.8% 65.5% 72.3%

2.たまにある 22.2% 34.5% 27.7%
3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 70.0% 72.7% 72.3%
2.たまにある 30.0% 27.3% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 76.9% 71.2% 72.3%
2.たまにある 23.1% 28.8% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 85.7% 68.6% 72.3%
2.たまにある 14.3% 31.4% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%
1.よくある 72.7% 72.2% 72.3%

2.たまにある 27.3% 27.8% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%
1.よくある 83.3% 68.1% 72.3%

2.たまにある 16.7% 31.9% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない
計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 100.0% 69.5% 72.3%

2.たまにある 30.5% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない
計 100.0% 100.0% 100.0%

Q3.の回答
計Q2.高齢者の利用状況Q3.高齢者等の受入れ環境

8.その他

5.介護技術を持つ

スタッフの配置

4.身体的負担のかからない

シャンプー台の配置

7.美容の出張サービス

3.車いすのまま入ることができる

広いトイレの配置

2.車いすのまま移動できる

広いスペース

1.段差のない床

6.美容室までの送迎サービス

表10　高齢者等の受入れ環境別にみる高齢者の店舗利用状況 Q4.高齢者の美容ニーズへの

美容室の対応状況
あり なし 計

1.年代に合わせた

ヘアスタイルの提案
89.2% 10.8% 100.0%

2.髪や肌に負担の少ない

パーマ液やカラー剤の用意
80.0% 20.0% 100.0%

3.白髪を自然に見せるための

カラーリング技術
67.7% 32.3% 100.0%

4.美容に関する悩みに

対応できる基本的な知識

（化粧品やファッション、マッサージ法、

薄毛対策など）

73.8% 26.2% 100.0%

5.その他 15.4% 84.6% 100.0%

表11　高齢者の美容ニーズへの美容室の対応状況

あり なし

1.よくある 70.7% 85.7% 72.3%

2.たまにある 29.3% 14.3% 27.7%

3.あまりない
4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 76.9% 53.8% 72.3%

2.たまにある 23.1% 46.2% 27.7%
3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 77.3% 61.9% 72.3%
2.たまにある 22.7% 38.1% 27.7%

3.あまりない

4.殆どない
計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 77.1% 58.8% 72.3%

2.たまにある 22.9% 41.2% 27.7%

3.あまりない
4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

1.よくある 90.0% 69.1% 72.3%

2.たまにある 10.0% 30.9% 27.7%
3.あまりない

4.殆どない

計 100.0% 100.0% 100.0%

Q4.高齢者の美容ニーズへの
美容室の対応状況

Q2.高齢者の利用状況
Q4.の回答

計

4.美容に関する悩みに

対応できる基本的な知識

（化粧品やファッション、

 マッサージ法、薄毛対策など）

3.白髪を自然に見せるための

カラーリング技術

2.髪や肌に負担の少ない

パーマ液やカラー剤の用意

1.年代に合わせた

ヘアスタイルの提案

5.その他

表12　高齢者の美容ニーズへの美容室の対応状況別にみる高齢者の店舗利用状況

Q3.高齢者等の受入れ環境 あり なし 計

1.段差のない床 63.1% 36.9% 100.0%

2.車いすのまま移動できる

広いスペース
55.4% 44.6% 100.0%

3.車いすのまま入ることが

できる広いトイレの配置
15.4% 84.6% 100.0%

4.身体的負担のかからない

シャンプー台の配置
20.0% 80.0% 100.0%

5.介護技術を持つ

スタッフの配置
21.5% 78.5% 100.0%

6.美容室までの

送迎サービス
16.9% 83.1% 100.0%

7.美容の出張サービス 27.7% 72.3% 100.0%

8.その他 9.2% 90.8% 100.0%

表９　各店舗の高齢者等の受入れ環境

 しかし、この状況を「Q2.高齢者の利用状況」の結

果にクロスさせると、「3.車いすのまま入ることがで

きる広いトイレの配置」を除き、いずれの項目も環

境整備がされている店舗の方が、より多くの高齢者

が店舗を利用している結果が示されている。 

 特に「5.介護技術を持つスタッフの配置」「7.美容

の主張サービス」は、環境整備をすることで高齢者

が頻回に利用している状況が明らかである。 

 更に「8.その他」での具体的記述は「手すりの備

え付け」「トイレの手すりや入口・シャンプー台への

手すり設置」「装飾も含めたゆったりとくつろげる店

内スペース」「駐車場の準備」などであるが、これら

高齢者等へ対応する環境に少しでも配慮する店舗も、

高齢者の利用率が高くなっている。 

③高齢者の美容ニーズへの美容室の対応状況（表11･12） 

 本項目では、昨年度の調査研究によりとりまとめ

た高齢者の受入れに係る条件等のうち、美容室その

ものではなく、スタッフが備える知識や技術等の状

況等を確認した。 

 その結果「その他」項目を除き、全項目で高齢者

の美容ニーズへの対応がされていることが伺えた。 

 しかし、この状況を「Q2.高齢者の利用状況」の結

果にクロスすると、「1.年代に合わせたヘアスタイル

の提案」を除き、いずれの項目も美容ニーズへの対

応がある店舗の方が、より多くの高齢者が店舗利用

していることを示している。 

 特に「5.その他」での具体的記述は、「美容以外の

気配りや目配り・対応」「時間がある時は、お話しを

聞いてさしあげている」「部分ウィッグの取扱い」

「ホームケア商品のアドバイス・販売」「１人のお客
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表13　高齢者等を意識した店独自の配慮と高齢者等を意識したお店づくりのかかる悩みなどの自由記述

お店独自の配慮

・サービスタイムの設置

・悩み相談に乗ったり、話し相手になる。

・施術の時間を短縮する。

・体調の変化で急に体調を悪くする方がいるため、マメに声がけする。

・移動の際、常に付き添う様にして立ち上がる、座るなどの補助をする。

・年配の方向けのスタイルブックを作っている。

お店づくりに係る悩み

・賃貸契約なので改装が難しい。

・特にシャンプー台を改善したいが、「高齢者」を意識したもので、これといったものがない。

・腰が曲がった方用のシャンプー台がないため、背中を流してしまったり、床が水だらけになるケースがある。

・長い時間１人に付ききりに対応できない。

・高齢者の美容料金に対する意識が低いので、費用対効果が難しい。

・送迎サービスを考えているが、どのようにしたらいいかよくわからない。

・多くの高齢の方が話したい方なので、狭い店内が落ち着かない。

・言葉のかけ方や介助の必要度、どのレベルまで手をさしのべたらいいのかの判断が難しい。

様の希望とカウンセリングに時間をかける」等があ

るが、これも先の「高齢者等へ対応する環境に少し

でも配慮する店舗」と同様、高齢者の美容ニーズに

より対応している店舗の高齢者利用率が高い。 

(3)その他（表 13） 

 当該項目は自由記述にての回答であったが、全回

答者の半数以上に記入がされていた。 

 内容からは、各店舗の設定する中心利用者層に依

らず、いずれの店舗においても、高齢者等を意識し

た店舗作りが検討されており、またその店舗づくり

に苦慮されている様子が伺えた。 

 店舗づくりに係る悩みにあっては、高齢者に対応

できない部分があることはやむを得ない範囲もあっ

た。しかし、高齢者を利用者として捉えた美容室の

環境整備に係る情報が少ない為の悩みも多くあるこ

とが明らかになった。 

４ まとめ 

 本実態調査結果は、回収率が 8.52％と極端に低い

ため、データが偏っている可能性を否定できず、信

頼度の高い調査結果といえるものではない。しかし、

本調査にご協力いただいた範囲のなかでまとめると

すれば次のとおりである。 

(1)高齢者の美容室利用状況 

 「高齢者」を中心利用者層とする店舗は僅かだが、

その中心利用者層とは別に高齢者は美容室を利用し

ている状況がある。ただし、高齢者等に配慮してい

る店舗は、配慮していない店舗よりもより高齢者が

利用する傾向が強い。 

(2)美容室の高齢者等の適応環境 

 各店舗の高齢者等の適応環境の整備状況はよくな

いが、多くが高齢者等に対する配慮をしようとする

姿勢を有している。 

(3)高齢者等へ配慮した店舗づくりの悩み 

 高齢者等へ配慮した店舗づくりについては、対応

できない部分があることはやむを得ない範囲もある

が、高齢者を利用者として捉えた美容室の環境整備

に係る情報が少ない為の悩みも多くあり、逆をいえ

ば当該情報が適切に提供されれば、より高齢者等へ

配慮した店舗づくりができると考えることができる。 

 このまとめを昨年度の調査結果まとめと比較する

と、利用客同士の交流なり、馴染みの関係について

は別として、多くの項目は、未だ設備的な整備は十

分ではないが、その必要性についての認識は広まっ

ているといえると捉えることができる。 

５ おわりに 

 本調査で使用した質問紙の自由意見欄に「時代に

合った調査だと思う。是非頑張ってほしい」「このア

ンケートを通して改めてバリアフリーの事を考えさ

せられた」「高齢者を意識したサービスを提供してい

なかったと気付くことができてよかった」「現在の店

は高齢者が使いやすいものではないが、これから考

えていくべき課題だと思う」などの記述があった。 

 調査票の回収率は高くはないが、このような思い

を抱く美容師が少しでも増えれば、僅かずつでもわ

が国の美容福祉は発展していくものと推察する。 
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抄 録 

近年，日本のがん医療の場でも，患者のクオリティオブライフ（QOL）を向上させ，社会復帰を促進するため

のサポートとして，副作用に伴う外見の変化やそのケアが注目されつつある。そこで，今回，外見のケア先進国

であるフランスを訪問し，がん治療で代表的な病院における外見に関する患者支援の概要や患者会などの取り組

みについて，インタビュー調査を実施した。訪問施設は，グスタフルーシー病院・キュリー病院・乳房センター・

ポンピドー病院・アメリカ病院・患者会エタンセル（資料 1~5 参照）である。外見に関する患者支援の現状と課

題を調査する中で，日本との相違点や今後生じる可能性のある問題が示唆された。 
 
キーワード：フランス がん患者 QOL 乳房再建 美容  
 

I. はじめに 

 

がんの治療は，手術や化学療法，放射線療法，ホル

モン療法の単独治療のみではなくその個人に適した集

学的治療が選択される。その結果，手術による身体部

位の変化や薬剤による脱毛・皮ふや爪の変化など，患

者は複数の治療による外見変化とそれに伴う苦痛を体

験していることが，筆者らの先行研究 1)でも明らかに

なっている。化学療法中，自分の外見で気になるとこ

ろがあると答えた患者の割合は，80.3%にも及んでい

た。 
近年，日本の医療現場でも患者のクオリティオブラ

イフを向上させ，社会復帰を促進するためのサポート

として，外見の問題が注目されつつある。例えば，国

立がん研究センター中央病院においても筆者を含む外

見関連患者支援チームが，患者の外見サポートプログ

ラムを実施している 2)3)。患者のニーズは高く，今後は，

このような取り組みが各地で広まるものと推測される。

そこで，今回，外見のケア先進国であるフランスの病

院や患者会などを訪問し，現状と課題についての調査

を試みた。現在は，インターネットで様々な情報が入

手可能となった半面，現場運営において重要な生の声

や臨床感覚が伝わりにくい時代である。本稿では，ま

ず，フランスの医療制度と治癒に対する考え方につい

て簡潔に触れたうえで，がん治療で代表的な病院にお

ける外見に関する患者支援の概要や患者会などの取り

組みについて，インタビューの結果を中心に報告する。 
 
        Ⅱ．方法 

 
調査時期は 2010 年 3 月 22 日～27 日で，訪問施設

（資料 1~5 参照）は，グスタフルーシー病院・キュリ

ー病院・乳房センター・ポンピドー病院・アメリカ病

院・患者会エタンセルである。 
インタビュー対象者は以下の方々である。 

① フィテゥス形成外科医師（Dr FITOUSSI） 
② ギュグリエルミナ婦人科医師（Dr Jean-Noël 

GUGLIELMINA） 
③ プランション腫瘍科医師（Dr Claude PLANCHON） 

④ アミエル博士（M. Philippe AMIEL） 
⑤ ドウシー博士（Mme Sarah DAUCHY） 
⑥ ウィンツ看護部長（Mme Lydie WINTZ） 
⑦ マゼラ看護師長（Mme Renée MAZERAT ayant travaillé 

avec Mme Borde-Eguimendya） 
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⑧ ダブ看護師 （Mme Fukud’AVOUT ） 
⑨ デュボア臨床心理士（MmeCarolineDUBOIS） 
⑩ ムーラ臨床心理士（MmeSylvia MOURA） 
⑪ ロールアレイ看護師&ルルックーズ 

（Mme Marie-Laure ALLOUIS） 
⑫ マーシャン元看護師&刺青師&エステティシャン

（Mme Fabienne MARCHAND） 
⑬ マリーピエールソシオエステティシャン

（MmeMarie-Pierre ：CEW) 
⑭ ジゼル&アレクサンドラ患者会事務局 

（Gisèle et Alexandra： ETINCELLE） 
 

 

Ⅲ.フランスの保険制度と治癒の意味 

 

フランスの保険制度は，加入者の職業形態により大き

く分けられる職能組合型の社会保障金庫によって運営さ

れており，実質は日本と同様に国民皆保険になっている。

例えば，現在のフランス公的医療保険の医療費の償還率

は，医師の診察料の 70％，看護師やリハビリ技師による

治療費の 60%，薬剤では 100，65，35，0%となっている。 

プ
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図１．公的保険の補償範囲 

保険制度の在り方自体は，日本と類似しているもの

の，外見のトラブルに対する補償は，明らかに異なっ

ている。がんの治療に伴う保険適用の範囲について，

図１に示す。フランスでは，「出来る限り元の姿に戻っ

た時に治癒した」と考えるため，数万円程度のウィッ

グや，欠損部分（例：鼻の切除）のプロテーゼなども

保険補償の範囲に含まれている。それに対して日本で

は「悪いところを取れば治癒した」と考えるため，病

巣部分の切除術や限定的な乳房再建術を除いて，治療

に伴い外見が変化した場合，補償がないのが現状であ

る。例えば，治療中は不可欠のウィッグ（一般的に数

万円～20 万円。オーダーは，40 万円～100 万円）も確

定申告時の医療費控除の対象にすらなっていない。ま

た，2006 年にようやく保険適用が認められた乳房再建

術も，フランスで一般に用いられている種類のプロテ

ーゼを使用した場合は全額自己負担になり，患者は 60
万円から 100 万円の出費を余儀なくされる。 
 

 

Ⅳ. 医療者が実施する外見のケア 

 

１）外見の問題に関する病院内の一般的な情報提供 

キュリー病院では，日本の病院と同様に，治療の結

果生じる副作用や外見の変化についてまず医師が説明

する。その上で，必要ならば心理士や看護師が患者の

気持ちを聞き，外見の変化に悩まないようにするには

どうしたらよいか，解決策を一緒に考える。例えば，

脱毛の可能性に驚く患者の気持ちを受けとめながら，

脱毛のプロセスを説明したうえで，具体的なアドバイ

スを受けられるようエステティシャンを予約する。そ

の際考慮するのは，15 歳から 25 歳の患者への対応で

ある。思春期の彼らが外見の変化をどのように受け止

めるかは，恋人や子供，友人からの影響が大きいこと，

また，がん＝死のイメージも強く，恥ずかしい病気で

あるという思いもあるため，周囲への対策や配慮も重

要である。これに対して 10 歳までの患児にとっては，

親の視線が重要である。 
一方アメリカ病院では，例えば化学療法が決まった 

 

写真１．アメリカ病院の入口 

患者に対して，腫瘍内科医の秘書が面談時間を設ける。 

時間をとって外見に生じる副作用について説明し，ウ
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ィッグの事前購入などの指導をする。 

 

写真２．ムーラ臨床心理士と筆者 

 

２）乳房再建 

キュリー病院では，年間約 2500 件の乳がんの手術を

実施し，その内 500 件が再建術（内 300 件が同時再建）

を行う。そのため，10 名以上いる外科医の中で，3 名

は再建術を専門にしており，外科手術を決定する面談

に再建を担当する形成外科医も同席して，より仕上が

りが良くかつリスクの少ない術式を選択することも以

前から行われている。再建術数が 90 年代は年 100 件

程度であったことからすると，5 倍になっており，乳

房再建術は飛躍的に伸びているといえる。このような

状況にもかかわらず再建しない患者は，①年配の方②

手術や異物を入れることが怖い方③がんなのにきれい

になると罰（例：再発）をうけるのではという宗教上

の恐怖心をもつ方である。 
フランスの術式は，自家組織を胸に移植する方法と

して①広背筋皮弁法（背中の脂肪と筋肉を使用）②腹

直筋皮弁法（腹部の脂肪と筋肉を使用），プロテーゼ（人

工乳房）を挿入する方法として③単純プロテーゼ挿入

法（直接プロテーゼを挿入）④組織拡張法（拡張器を

用いて皮膚を伸ばした後，プロテーゼに入替）方法が

ある。 手術時期も，「同時再建」「2 次再建」があり，

再建術の種類や時期は，ほぼ日本と同様である。 
その一方で，明確な違いも見られた。第 1 は，80%

以上のケースで，左右のバランスをとるために反対の

健康な乳房にも左右対称手術（symétrisation）がなさ

れることである。実際，同時再建術の時に左右の乳房

にプロテーゼを入れる人も，10%程度いる。第 2 は， 

表１．3種類の再建手術メリットデメリット 4)   

プロテーゼプロテーゼプロテーゼプロテーゼ 広背筋皮弁法広背筋皮弁法広背筋皮弁法広背筋皮弁法 腹直筋皮弁法腹直筋皮弁法腹直筋皮弁法腹直筋皮弁法

プロテーゼの
使用

○ 時々 ほとんどない

他の身体部位
への傷

なし 背中 腹部

他方の乳房の
対称整容手術

ほとんどいつも プロテーゼ使用時
のみ時々

めったにない

痛み 胸部 背中＋＋ 腹＋＋＋

筋力の減退 なし 肩± 腹筋

手術時間 １～２時間 ２～４時間 ３～5時間

輸血 全くない まれに 時々
（自家輸血＋＋）

入院期間 ２～５日 ４～８日 ５～10日

 

プロテーゼの種類やサイズの豊富さである。フィテゥ

ス医師のところでは，試験的に安い（30 ユーロ）青色

のプロテーゼを入れた後，500 種類のプロテーゼから

患者に も合うサイズや形を選択し用いていた。これ

は，プロテーゼのメーカーが 4 社あり，それぞれ 12
タイプの各種サイズを取り揃えているために可能な選

択である。第 3 は，フィテゥス医師のように，乳がん

の切除術から再建術まで一貫して実施する形成外科医

の存在である。従来は，形成外科医は外科医による乳

房切除術後の乳房再建に関与するのが通常であった。

しかし，形成外科と外科の知識，技術を併せ持つ医師

が腫瘍切除から一貫して関与することで，乳房温存術

を増やしたり，整容性の点でも患者満足度の高い手術

が可能になる。まだ乳がん治療も行う形成外科医はフ

ランス全体でも 50 名と少数派だが，医学教育の機会も

進んでおり，今後さらに増加するものと予測されてい

る。 

 
写真 3．フィテゥス医師 
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近の乳房再建に関連する新しい問題は，遺伝によ

る予防切除をした患者への対応である。一般に，特定

の遺伝子（例：BRCA1 や BRCA2）をもつ人は，75
歳くらいまでに約 80％が，50～60 歳くらいまでに約

40％が乳がんを発症するだろうといわれている。この

遺伝性乳がん患者は，ここ 15 年くらいで増加し，現在

は，1800 人の患者のうち，約 15%（200 人）が健康な

状態の乳房の予防的切除を実施した。しかし，予防的

切除は，患者にとってメリットしかない，乳がんに罹

患後の手術とは大きく異なるため，後の心理的問題が

大きいのである。実際は，遺伝子の存在が判明した時

ではなく，患者の意思決定を促進する具体的イベント

が生じた時に実施されている。例えば，家族性乳がん

のハイリスク患者が，フォローアップしていた時に，

一方の乳房にがんが見つかった場合や，近親者に乳が

んが見つかった場合，予防的切除を実施する患者が多

い。しかし，術前はがんになる怖さと胸を取る怖さが

拮抗し，また術後の心理的葛藤も大きい。そのため，

遺伝相談の時点から，カウンセリングのサポートなど

を用意しているものの，実際は心理的不適応をきたす

患者が多いため，現実には予防的切除術を実施する医

師も減少しているのが現状である。 

 
写真４．人工乳房（左上）と診察室 

 

３）フローズングローブとフローズンキャップ 

日本でも 近，臨床実験が行われているフローズン

グローブとフローズンキャップは，フランス人の実験

研究 5)で世界的に有名になったこともあり，既に実際

の化学療法の際に使われていた。フローズングローブ

は，抗がん剤の点滴中，－20 度に冷やした手袋で抹消

の血流を妨げ，爪の障害や指先の痺れを予防するもの

で，脱毛を防止する頭部用（フローズンキャップ）も

ある。キュリー病院やグスタフルーシー病院でも，抗

がん剤の治療中の患者に用いられていたが，指先のし

びれる患者にとって苦痛度が高いこと，一定の冷却温

度を保つための取り換えが大変であること，効果も人

によることが臨床現場の実感としてあり，100%実施し

ているわけではないとのことであった。 

写真５．キュリー病院の入り口と一般病室 
 
 
Ⅴ．病院内でコメディカルや美容の専門家によって 

行われる外見のケア 

 

１）デルモピグモンタシオン（Dermo-pigmentation） 

キュリー病院では，デルモピグモンタシオンという

皮膚組織への色素沈着術が院内で受けられるようにな

っていた。別名，タトゥアージュとも呼ばれ，眉やま

つ毛の脱毛をカモフラージュするためのアートメイク

（刺青の一種）である。キュリー病院でこの施術の導

入（月 3 回）を積極的に進めたのは，現場で患者の苦

痛を身近に感じている看護部長であった。 
 今回，自身がタトゥアージュテクニックを習得して

広めたいと考えている元看護師の話をうかがった。彼

女は看護師の仕事に従事していた際，1.5 年の研修期間

をもらいエステティック（髪以外の美容の国家資格）

を学んだのを契機に，シミオタトワージュ（化学療法

のためのアートメイク）を実施したいと民間資格

（Dermopigmentation esthétique et corrective：美容

と修正のためのアートメイク）を取得した。この手法
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は，初回に情報提供，2 回目に色で眉を描き，３回目

に初めてタトゥーを実施する。さらに 1 ヶ月後に修正

するという意味を込めて，Corrective（修正）と命名

している。実際は，抗がん剤で脱毛した患者の眉やま

つ毛に色素を入れるもので医療的な目的で行われる。

しかし，認定された国家資格ではないため，公には刺

青師であり，医療の世界では，有料で提供することが

できない。この点について元看護師は，重要な患者サ

ポートであり，病院で実施する乳輪タトゥアージュが

増加してきたことに鑑みて，看護師の仕事にするべき

だと考えている。技術的には，身体部位には生涯持続

するようなインク，眉は 3 年ほどで消えるようなイン

クを薄めて用いる。施術自体に痛みが伴うので，あま

りに早く消える施術ならやらない方が患者のためであ

る。化学療法中でも，免疫力が戻っていれば可能であ

り，問題となるのは患者の心理的安定性の確保である。

無理に勧めても良いイメージをもてないことも多く，

他の方法で眉の脱毛に対処可能な人はそれによるべき

である。 
なお，一般にアートメイクは，エステサロンでパー

マネントメイクアップとして実施されている。アイラ

インは 250 ユーロ，その他は 260～380 ユーロ程度で

ある。 

 
写真６．マーシャン元看護師（左）とキュリー病院の 

がん患者に対するアートメイクの実際

(http://www.curie.fr/upload/presse/dermo-pigmentation-Curie.) 
   
 
 
 

２）ルルッキング（Relooking） 

ポンピドー病院の看護師が始めた活動は，外見を元

に戻すためのルルッキングである。週 1 回火曜日，一

人の看護師がルルックーズ（Relookeuse：ルルッキン

グを実施する人）として，ウィッグ・帽子・スカーフ・

様々な色の布・アクセサリー・化粧品・人工乳房の入

ったワゴンを押して腫瘍科の病室を訪問（1 日に約 7
名・男女比は 3：7）する。「病気に対する 初の勝利

は，病人っぽく見えないこと」をモットーに，患者の

枕元に鏡を置き，その人に合った装いを提案している。

持参したパソコンに入力した様々な髪型の写真を合成

して，治療中の対処方法の指導だけでなく治療後の新

しい自己イメージを作って行く。 

 
写真７．ロールアレイ看護師兼ルルックーズ（右）と

入院中のがん患者への指導（左） 

 
ルルッキングの活動を始めた頃より同僚の関心や看

護学部生の論文が増加し，医師も患者を紹介するよう

になっている。また患者も，新しい治療法で副作用が

ひどくなってきたことや，この活動に対する情報が広

まったことから，現在は，こちらが提案したものを全

て受け入れてくれるようになってきている。患者に希

望をもってもらうことを第 1 に考えている。 
2001 年から，がん領域で働く看護師を対象としたイ

メージコンサルタントの研修会を企業の補助金を得て

実施している。研修テーマは，①外見への副作用②メ

イク方法③洋服・体型への合わせ方（例：首のカバー，

身体のサイズの測定方法）の３つである。現在は患者

への施術は無料だが，いずれ社会保障の対象に入れる

べきだと考えている。 
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３）個人の外見に関するアドバイス（Le Conseil en 

image personnelle）  

グスタフルーシー病院では，イメージコンサルタン

ト兼ソシオエステティシャン（準国家資格：医療・福

祉で働くための教育を受けたエステティシャン）が，

患者の自己イメージの改善のために活動している。彼

女は，医師や看護師の求めに応じて，患者に対するカ

ラーアドバイスを中心にした個別相談やソシオエステ

ティックによる美容ケアを行う。イメージコンサルタ

ントとは，服装なども含めて個々の患者に合致したト

ータルなアドバイスを提供することで，治療によって

変容した自己イメージを改善して安心して病気と闘え

るよう支援する。また，ソシオエステティックも，脱

毛・皮ふ変色などの局所的な副作用対策のみならず，

専門的なエステティックケアを通じて病気と身体のバ

ランスをとって行くことを促進する。 

Institut Gustave‐Roussy

 

写真 8.グスタフルーシー病院 

 

４）エステティック（ソシオエステティック） 

キュリー病院にも，グスタフルーシー病院にも，ボ

ランティア団体（Cosmetic Executive Women）が部

屋を借り，エステティシャンが派遣されていた。CEW
は，美容関連企業の幹部によって構成される団体で，

苦悩する人に静かで穏やかなオアシスのような時間を

贈るため，病院にエステティシャンを派遣している。

エステティシャンは，CEW から賃金をもらい，1 日約

６～7 人の患者（一人約 1 時間）に施術をする。 
派遣当初は院内の認知が低かったエステティシャンも，

医療スタッフに積極的にコミュニケーションをとるよ

うにし，信頼関係ができて以来，紹介者は，圧倒的に

看護師が多い。今は，看護師も美容ケアの重要性を認

識するようになっている。施術内容は 6)7)，顔のエステ

ティックマッサージ（61%），メイクアップ(12%)，マ

ニュキュア(11%)，顔の脱毛(10%)，フットケア(4%)，
頭と首のマッサージ（1%），背中のケア(1%)であった。

対象患者は，キュリー病院の約 50 床が乳がんで占めら

れているため，圧倒的に乳がん患者が多いものの，

近は，消化器，皮膚，小児のがん患者も増加している。

対象年齢は４～5 歳から受け付けており，年齢制限は

ない。小児の場合は，スキンケアをすることもあるが，

イベント的な変身メイクをすることで副作用が軽減し

たり治療に前向きになったりすることも多いとエステ

ティシャンは感じている。 
エステティシャンが患者と接するときには，自分と患

者との距離感に配慮し，言ってはいけないことを無意

識にも言わないように気をつける。自分自身が外の世

界との接触や自分の世界をもち，客観的に自分をみつ

めることができれば，上手に距離をとることができ，

自分のためにも患者のためにもなる。すなわち，この

分野のエステティシャンは，繊細さをもって人の話を

傾聴することができる能力が必要であると同時に，感

じたことを処理する強さも必要である。また，自分の

中で動揺したり迷いが生じたりする危険を避けるため

には，死に対する肯定的な考え方をしっかりもってい

ることも重要である。具体的には，必ず医療スタッフ

と話し，心理的なつらさを含めて状況を共有すること

や，年に 3 回のソシオエステティシャン研修に参加し

て，臨床心理士などから講義やワークショップを受け

るようにしている。他の病院でもこのような研修は必

要である。

  写真 9. 院内で患者に実施されるエステティック 
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５）ラビドゥプリュベル講習会(La vie, de plus bell…) 

キュリー病院でも，グスタフルーシー病院でも，「よ

り素敵な日々を（La vie, de plus bell…）協会」に

よる２時間の患者向け教育研修会が行われていた。こ

のプログラムは，美容ボランティアから，患者が抗が

ん剤治療の副作用に対処するための具体的なケアやウ

ィッグの扱い方，メイクアップ方法などを学ぶことを

通じて，治療中も自尊感情や QOL を維持しようとする

ものである。1981 年にアメリカ（look good…feel 
better）から始まり，世界 18 カ国に広がって，フラン

スにも 2001 年に協会が設立された。現場でプログラム

を実施しているのは，美容師やエステティシャンで事

前研修を受けた者である。キュリー病院では，2010 年

は年 18 回（月１～2 回の火曜日）が予定されていた。 
 
６）オンコエステティック（L’onco-esthétique） 

キュリー病院では，オンコエステティック（がん患

者のためのエステティック）という新しい概念が，院

内の雑誌などに用いられていた。これは，キュリー病

院の看護師たちが，院内で実施されている美容ケア

（CEW や La vie, de plus bell…の活動）の意義を評価

して，命名したものである。ボルドエギモンジャ（Borde 
-Eguimendya）看護師長らは，医療者の会合や化粧品

会社の研究所が主催する研修会に参加して美容ケアの

効能を訴えた。内容は，上記４・５と同じであるが，

他の活動と異なり，医療者主導でその効能を訴えよう

としたところに，大きな意義があるといえる。 
 
 

Ⅵ．患者会による外見のサポート 

 

 フランスには多くの患者会があり，活発に活動して

いる。例えば，大きな団体（La ligue）では患者の自

宅訪問など個人向けのサポートのみならず，国に働き

かけて肺がん予防のイベントを小学校教育の中に取り

入れたり，がん治療に取り組む研究者に研究資金を援

助したりするなど長期的ながん撲滅活動も積極的であ

る。 
 患者会エタンセルは，2004 年設立当初，乳がん患者

のサポートに特化していたが，2006 年から全ての女性

がん患者に対して門戸を開いた。活動内容は，看護師

による相談や患者のグループカウンセリング，アート

セラピー，ファイナンシャル相談などの８種類の相談

会を実施しているほか，美容や健康面でのサポートに

も力を入れている。例えば，週２回のエステティック

やダイエット相談，リフレクソロジー，指圧，太極拳

などのプログラムも７種類用意されていた。 

 
写真 10．患者会エタンセルが市から借りている建物 

 
加えて，月１回の割合で，ウィッグやアクセサリーの

相談会（販売はしない），乳房再建についての相談会，

３か月に１回の割合で，人工乳房の説明会があり，お

よそ外見に関する相談が受けられるようになっている。

設立から５年以上が経過して事務局長が感じる変化は，

「悲しい人」が少なくなったことである。自分がイニ

シアチブをとって患者会に来ること，つまり，積極的

に外の世界に関わることは，それ自体が自分を豊かに

変えていくことになる。外見のケアは，社会に参加し

てゆく手助けの一つになると位置づけている。 
 

 
写真 11．エタンセルの中のエステルーム 
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Ⅶ．おわりに 

 

筆者は，1996 年~1998 年のフランス滞在以来，フラ

ンスにおける医療，とりわけ患者の QOL や外見の問題

の扱い方に関心をもち，2001 年，2003 年，2006 年，

2010 年と，調査を実施してきた。病院が教会から始ま

ったという歴史や伝統的なキリスト教精神をベースに

したボランティア活動，寄付制度などを社会背景に，

患者の QOL は豊かに支えられているといえる。本稿で

は触れないが，ウィッグメーカーの中にも，アニイダ

ブレー（ANY D’AVRAY）のように患者の語り会

（Groupes de paroles）や美容講習会(Atelies Beauté)
を実施しているところもあった。アートメイクやリラ

クセイションを目的としたエステティックマッサージ，

人工乳房，メイクアップ指導も，患者の QOL 向上活動

として取り組んでいる。 
外見の変化に対する 初の情報提供者は医師や看護

師であり，日本と同様のシステムであったが，今回，

医療に関わる美容専門家や施術内容のバリエーション

が以前より増加していることがわかった。それと同時

に，例えば，イメージコンサルタントとルルックーズ，

ソシオエステティックとオンコエステティックなど，

類似した概念も増えているため，今後は淘汰され整理

されてゆくと予測される。そして着実に医療分野にお

ける美容ケアが広がりをみせる一方で，美容専門家の

関わりに対する報酬の問題が今後の課題となっている

ことがわかった。また，乳房の再建術や予防切除術に

関連する心理的問題は，どのように術式が進んだとし

ても，将来，日本でも大きな問題になり得る。しかし，

日本は，ようやく 2006 年に乳房再建術の一部が保険適

応になり，遺伝外来も設置され始めたばかりなのが現

状である。一部の病院で外見のケアに関する取り組み

が進むなど，少しづつ変化してきているが，改めて，

日本でも広めて行く必要性や，美容ケアの可能性を認

識した。 
後に，今年から，がん患者に対する大規模な美容

の介入効果実験を開始するというグスタフルーシー病

院のアミエル博士とドウシー博士と，今後も研究結果

の交換や議論を重ねて行こうと約束をしたことをここ

に明記し，自戒として研究を継続して行きたい。 

 
写真 12. 筆者とアミエル博士（中央）とドウシー博士 
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今回の調査にあたって，多大なご協力をいただいたア
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病院資料 

１）グスタフルーシー病院 
（ Institut Gustave Roussy：39 rue Camille Desmoulins 

94805 Villejuif）臨床（病院）・研究・教育の３部門から

なるヨーロッパ 大のがんセンター：病院部門は 368
床，新規登録患者数年 10,711 人，外来実施件数 14.2
万件，研究部門は 14 ユニットに分かれ，研究者 300
名，教育部門は年 2600 人の研修生，4200 講義（2007
年）    
２）キュリー病院 
（Institut Curie：26 rue d'Ulm 75248 Paris）研究部門と病

院部門からなり，とりわけ乳がん治療で有名：354 床

（+43 床：24 時間未満病床），新規登録患者数年 7,765
人 外来実施件数 16 万件(2009 年) 
３）ポンピドー病院 
（Hopital Europeen Georges Pompidou：20, rue 
Leblanc75 Paris）2000 年にパリの４つの公立病院が

統合されて設立：758 床（+69 床：24 時間未満病床） 
４）アメリカ病院 
（L’ Hôpital Américan：63,Bd Victor Hugo 92202 
Neuilly-sur-Seine）1910 年アメリカの基金により設立

され，社会保険償還率 20%（それ以外は私的保険でカ

バー）という特別な私立総合病院：187 床 
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４）患者会エタンセル 
（Etincelle：27 bis avenue Victor Cresson 2130 
Issy-les-Moulineaux）女性がん患者のための患者会 
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編 集 後 記 
山野研究紀要第 19 号に掲載された諸論文の主題は外見とがん患者の支援、大相撲のマゲに

関する論考、高齢者の美容ニーズに関する調査、美容専攻学生のカウンセリング観など多岐に

わたります。美容を鍵概念として芸術や健康科学、社会福祉学など多様な視角からこれにアプ

ローチする本学の教学の特徴は本号にもよく表れています。 
 平成 23 年度には既存の諸学科を改組し、英語コミュニケーションと美容を融合した国際美

容コミュニケーション専攻が加わって本学の教育研究はより拡張されました。次号にはこうし

て新しい時代を迎えた本学教員によるさらなる研究の成果を掲載できるよう願っています。 
 山野研究紀要第 19 号の刊行にあたって、各執筆者をはじめ多くの方々にご協力いただきま

した。どうもありがとうございました。 
 

平成 23 年 3 月吉日 
研 究 委 員 会   

 五 十 嵐 靖 博  
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