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開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は。国立がん研究センターがん対

当地カフェ in 福井」を開催する予定になってい

策情報センター長の若尾です。本日は、本当に寒

ます。そういう形のパッケージも用意していると

い中、お集まりいただきありがとうございます。

いうことです。

今日は第 12 回がんサバイバーシップオープンセ
ミナーになります。
この「がんサバイバーシップオープンセミナー」

この公民館カフェとご当地カフェは、どちらか
と言うと、交流がメインの目的として開催してい
ますが、少し学問的なことも深めようということ

について、これまでの経緯を簡単にご紹介させて

で始めたものが、2015 年度から始めた「がんサ

いただきます。私ども、がん対策情報センターが

バイバーシップオープンセミナー」です。年に 4

んサバイバ―シップ支援部は、患者さんの生活の

回のペースでさせていただき、今年度が 3 年目で、

中で支援を考えるためには、病院の中ではなく「ま

今日が 12 回目となります。

ちの中」で、それも医療者や患者さん、周りの支

今日のテーマは「アピアランスケア」で、国立

援する方々が、医者は白衣を脱ぐなど、それぞれ

がん研究センター中央病院アピアランス支援セン

が平等の立場で自由に話をする場が要ると考え、

ターの藤間勝子先生にお話しいただきます。そも

2013 年から「公民館カフェ」という会を、もん

そも「アピアランスケア」という言葉は、国立が

じゃ焼きで有名な中央区月島の月島区民館で始め

ん研究センター中央病院にアピアランス支援セン

ました。そこでやり始めたものがなかなか良いと

ターができて、普及した言葉です。本日は、それ

いうことになり、2014 年からは、東京だけでは

がどういうものなのかについてお話しいただきま

もったいないということで、地域に出て行く「ご

す。

当地カフェ」という形で、沖縄から北海道まで全

アピアランスケアと言ってもみなさん思ってい

国を回っています。2 月 3 日には福井に行き「ご

ることが違うと思いますので、今日はそこをお聞
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きいただいて、その後、意見交換等をできればと

りあげるのは、2 回目となります。前回よりもさ

思います。

らに学問的なことも深めてご報告いただき、最後

実は今ご紹介した 3 つの研究会の内、最初の「公
民館カフェ」の 2014 年 5 月に、同じくアピア

に意見交換ができればと思っています。
本日は短い時間ですが、ぜひ活発にご質問等い

ランス支援センターの野澤先生に来ていただき、

ただければと思います。どうかよろしくお願いい

みなさんにウィッグを試着していただくという回

たします。

を開催いたしました。したがってこのテーマを採

開会の挨拶
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セミナーを始めるにあたって

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさま今晩は。がんサバイバーシップ支援部

ンセミナー「アピアランスケアって何だろう？

長の高橋です。一昨日は大雪でみなさま大変だっ

がん患者の外見ケアを考える」と題しまして、国

たと思います。大丈夫だったから本日はご参加い

立がん研究センター中央病院アピアランス支援セ

ただけているのですよね。お疲れさまでございま

ンターのスタッフであり、臨床心理士の藤間勝子

した。今日も、
「帰り道が心配だから」と参加をキャ

先生にお話しいただきます。

ンセルされた方々がたくさんおられます。みなさ

進め方ですが、まず 1 時間、藤間先生にお話

まも、今日は終了後、本当にお気をつけてお帰り

をいただいて、30 分質疑応答をゆっくりさせて

ください。

いただきます。それでは藤間勝子先生、よろしく

本日は、第 12 回がんサバイバーシップオープ
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アピアランスケアって何だろう？
がん患者の外見ケアを考える

藤間

勝子

国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センター／臨床心理士

た。

はじめに

本日は「アピアランスケアって何だろう？」と
いうテーマでお話しさせていただきますが、まず

国立がん研究センター中央病院アピアランス支

「アピアランスケアって何だろう？」という話と

援センターの藤間と申します。よろしくお願いい

実際にどういうことをやっているのか、またどの

たします。私は、国立がん研究センター中央病院

ように手入れをしているかについて興味のおあり

アピアランス支援センターには、臨床心理士とし

の方もおられると思いますので、サワリだけなの

て勤めていますが、もともとは化粧品会社で、美

ですが、そういった内容についても少し準備をし

容部員さんなどにお化粧を教える仕事をしていま

ています（スライド 1）。

した。それを 15 年ほどやり、お化粧や美容の心
理というのはおもしろいと思い、その後、心理学

アピアランスケアとは何だろう？

の勉強をして、今は、がん患者さんだけではなく、
他では精神科の患者さんや高齢者、緩和病棟の

アピアランスケアは、「appearance ＝外観・

方々に美容を使った交流をしています。最初にお

外見」の「care ＝手当・世話・ケア」をすると

話ししておいた方が今日の話でのスタンスが分か

いう言葉ですが、本日のセミナーの前からこの言

りやすいかと思い自己紹介をさせていただきまし

葉を知っていた方はどのくらいおられるでしょう
か。たくさん手を挙げていただきました。けっこ

スライド 1

本日のコンテンツ
スライド 2

アピアランスケアという言葉をご存じですか？

アピアランスケアって何だろう？
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う色々な方が知って

スライド 3

がん治療による外見の変化

いらしたのだなと
思って、アピアラン
スケアという言葉も
だいぶ普及してきた
のだと思い、驚いて
い ま す（ ス ラ イ ド
2）。
がん患者は外見の
変化を強く苦痛に感
じている
がん患者さんの場
合、がん治療によっ
て外見は変化するこ
とがあります（スライド 3）。3 大療法のひとつ

スライド 4

がん治療による外見の変化の実例

である化学療法の場合、脱毛したり、皮膚に変化
が現れたり、あるいは爪に変化が現れる場合があ
ります。放射線療法の場合、皮膚炎が起きたり、
皮膚萎縮や色素沈着が起きたりします。手術の場
合はもっとダイレクトに身体の部分を欠損した
り、瘢痕化したりして大きな傷となって残ること
があります。また私どもの病院では、造血幹細胞
移植をやっていますから、移植患者さんの場合は、
皮膚に GVHD（graft-versus-host disease：移
植片対宿主病）が出てきます。それらの外見の変
化に対する対応の一部も私たちはしています。
最近は脱毛だけでではなく髪の毛の色が抜けて

除の方が苦痛であったという結果です。他でも男
女を問わずトップ 20 の中に、たくさんの外見の

しまうとか、皮膚などにも色々な形で影響が出て

症状が入ってきています。患者さんにとっては、

きます（スライド 4）。

今まで医療者が注目していた身体の痛みや発熱や

治療に伴う身体症状の苦痛を、私どものアピア

吐き気というもの以上に外見に現れる症状が苦痛

ランス支援センターで野澤（桂子）センター長が

であることが、この調査の中で明らかになってき

中心になって調べたことがあります（スライド

ています。

5）。この結果を見ても身体症状の中でも、外見

実はこうした苦痛度も、昔は吐き気や気持ちの

に関わるものの苦痛度が非常に高い結果が出てい

悪さの方が先に立っていましたが、年を経るにつ

ます。とくに乳がん患者さんは、治療に伴う吐き

れてだんだんと心理社会的な影響の方が、患者さ

気や嘔吐、しびれや痛みよりも、脱毛や乳房の切

んの苦痛として上位に上がってくるようになりま
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スライド 5

治療に伴う身体症状の苦痛 TOP20(638 名・平均 60 歳 )

した。その中でも外見というのは、患者さんの苦

スライド 6

化学療法を受けたがん患者の苦痛

痛として注目が集まっているということがありま
す（スライド 6）。
なぜ今外見のケアに関心が集まるのかと言いま
すと、ひとつは制吐剤の開発などで、治療時の身
体の苦痛が比較的軽減されてきたことが挙げられ
ます。もちろん楽だとは言いません。しかしかな
り軽減されてきて吐き気でのたうち回って苦しむ
と言うよりは、どちらかと言うとそうした症状を
抑えて、逆に他のことにも目が向くようになりま
した。その中でも外見などの心理社会的な要因が

て普通にお勤めをしたり、周りの人とコミュニ

出てきたということがひとつあると考えていま

ケーションを取ったりする状況が増えてきまし

す。

た。そうなるとやはり人の中に入っていくので、

もうひとつ、入院期間短縮や通院治療環境が

自分の外見が変わった、職場に戻る時に脱毛をど

整ってきて、患者さんが昔は病院やお家で横に

うしようかというような悩みが出てきます。社会

なっているのが常態でしたが、今は社会に出てき

生活を送りながら治療を継続する人が増えたとい

アピアランスケアって何だろう？
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スライド 7

なぜ今、外見に関心が集まるのか？

スライド 8

就労時の問題

うことも、やはり外見のケアに関心が集まるひと
つの要因ではないかと考えています。

融機関を辞められた方に聞くと「実はそういうの

それから「外見重視の時代」になったというこ

はあります」ということでした。外見がその人の

とを挙げられます。少し前ですが『人は見た目が

これからの人生、あるいはその人の家族のこれか

100％』というテレビドラマが放映されました。

らの経済面に影響する、現実的に非常に大きな問

インスタグラムも流行っていますが、外見が非常

題としてあるということです（スライド 8）。

に重要視され、見た目、ビジュアル的なものが注
目される世の中になってきますと、どうしても外

アピアランスケアの定義：その人らしく生きる

見の変化を意識させられるようになってくるので

ことをサポートすること

はないかと考えています（スライド 7）。

外見のケアは就労時に非常に重要だというこ

この外見の問題が顕著に出てくるのが就労時で

と、あるいは他のことにも重要だということもサ

す。たとえば名刺交換の時に男の人でも爪の色が

ラッとお話しさせていただきました。この外見に

変わってしまい、それを聞かれたらどうしようと

関するケアを、私たちはアピアランスケアと呼ん

か、あるいは脱毛でがん患者だと分ると、周りか

でいます。先ほど若尾先生からも説明がありまし

ら過剰に心配され、本当はできることでも「やら

たが、アピアランスケアという言葉は、実は当院

なくていいよ」などと言われてしまうと、どうし

で作られた言葉です。外に向って使い出したのは、

たらいいか分からないと言われる患者さんもおら

2012 年ぐらいからですが、その前から院内では

れます。

ちょこちょこ使っていた言葉です（スライド 9）。

また、若い AYA 世代の患者さんでは、就職活

なぜこういう言葉を作るようになったのか説明

動の履歴書の写真は、ウィッグで撮るべきか、は

いたします。以前から治療による外見の変化に対

たまた本来の自分を出すべきかという悩みもあっ

しては、色々な対処方法がありました。たとえば

たりして、そういう相談もあります。また非常に

ウィッグやメイクであったり、爪のケア、スキン

大きな問題としては、自営業の患者さんでは、脱

ケアというように、ひとつひとつの症状に対処す

毛でがん患者だと分ると銀行からの融資が止まっ

る方法がありました。それから皮膚科的な治療や

てしまい、事業が立ち行かなくなってしまうこと

形成外科的な治療もあります。ケアではなくて審

があるそうです。もちろん金融機関に聞くと「そ

美的な義手、義足、補綴物などというものもあり

んなことはないです」と言います。ただ実際に金

ます。こういうものを使って外見の変化に対して
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スライド 9

アピアランスケアは当院で作られた言葉です

色々対処してきたのですが、やはりひとつひとつ

スライド 10

アピアランスケアとは？（1）

スライド 11

アピアランスケアとは？（2）

が独立していて、たとえば脱毛している患者さん
に、脱毛と爪の問題と顔の色素沈着の問題などで
全部バラバラに対処しているような状態でした。
これを広い意味の美容とか化粧という言葉でまと
めていたのですが、美容とか化粧という言葉を外
見の変化に対応する言葉として使うと、どちらか
と言うと女性の患者さんが行う手入れの印象が強
くなってしまい、男性患者やお子さんなどには自
分は関係ないという印象になってしまうところが
あり、ニュアンス的に「違うな」という思いがあ
りました。

います。
当初、アピアランスケアという言葉は「外見の

それから実は外見の変化に関わる部分では、美

サポートを通じて、患者の QOL を向上させる取

容や化粧だけではなく治療や医療的ケアもありま

り組み」という非常に簡単な、分かりやすい簡潔

したし、もうひとつ心理社会的な支援も、院内で

な定義をしていました。それが 2012 年ごろか

も色々とやっていました。そういうものを美容と

ら外に対しても使うようになってきて、「アピア

か化粧だけで括ってしまうのはこちらも「違うな」

ランスケアとは、女性がん患者が、ウィッグやネ

という思いもあり、全体としてアピアランスケア

イル、化粧などおしゃれを楽しむこと」という解

という言葉を当てはめたところ、がん治療に伴う

釈が広がってきた印象がありました。実際、アピ

外見変化に関するケアのすべてをひとつにまとめ

アランスケアに関連する美容サービスや、別の病

た包括的一概念として表現することができまし

院の院内の患者教室で「メイクしてイキイキ元気

た。これなら性別や年齢を問わず必要なケアとい

に！」とか、「闘病中でもキレイでいたい」とか、

うように、こちらも言いやすくなりました。院内

「がん患者でもオシャレを楽しむ」というような

で他の医療者にも言いやすく、認められやすく

キャッチコピーのものがたくさん出てきてしま

なった、分かりやすくなったということで、この

い、男性の患者さんや子どもさんではなく、女性

言葉を使うようになり、今は外に対しても使って

の患者さんだけの楽しいこととしてやっているも

アピアランスケアって何だろう？

�ん本.indb 109

がん患者の外見ケアを考える

109

2018/03/24 14:57

のという印象になってきたということがあります
（スライド 10）。

「自己イメージの変化」や「社会における関係
性の変化」というのは少しややこしい変化で、な

そこで、私たちは、アピアランスケアの定義を

ぜそれが患者さんの苦痛なのかということがある

もう一度、磨き直しました（スライド 11）。「医

かと思いますので、そこを説明します。実は私た

学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の

ちは、以前、乳がん患者さんに脱毛への対処のイ

変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の

ンタビュー調査をして、その対処行動をまとめた

苦痛を軽減するケア」ということで、非常にやや

ことがあります。そこで脱毛による不安には 2

こしいものになっています。簡単に言うなら、色々

つあるということが分かりました。「自己像の揺

な方法を使って外見の変化を整え、外見の変化が

らぎ」と「他人との関係性の変化への懸念」とい

元になっている患者さんの辛さを弱くします、和

う 2 つです（スライド 13）。

らげますというケアを、私たちはアピアランスケ

それを分かりやすくイラストに描き直していま

ア と 呼 ん で い ま す。 こ の 目 的 は ビ ュ ー テ ィ

す（スライド 14）。ひとつは、外見が変わって

（Beauty）ではないです。ビューティではなくサ

今までの自分ではないみたい、自分が大切にして

バイブ（Survive）です。キレイになって元気に

いた部分が失われてしまったという、今までの自

なることが主たる目的ではなく、その人がその人

分とは違うボディイメージになったり、自己概念

らしく生きること、社会とつながることをサポー

が変容してしまったことへの喪失感やとまどい

トすることにあると、私たちは考えています。

で、自分自身に関わる問題がまずひとつあります。
もうひとつは、外見が変わってしまった自分に、

外見の変化に起因する苦痛とは何か

周りの人は今までと同じような態度で接してくれ

外見の変化に起因する苦痛とはいったい何か。

るかしらということです。たとえば、この人はか

何となく分かるようで分からないような感じがあ

わいそうな人だと思われ、やたらに親切にされた

るので、そこを説明していきます。私たちの間で

りする。あるいは、私にもできることなのに、
「い

は、外見の変化に起因する苦痛は、まずひとつは

いよ、いいよ」と言われて、まるで能力のない人

「自己イメージの変化」と考えています。それか

のように扱われたり、同情されたり、迷惑がられ

ら「社会における関係性の変化」です。このいず

たりしないかしらということです。外見変化に伴

れか、あるいは両方を対象としています。がんや

う他の人との関係性が変わってしまうのではない

がん治療によって外見の変化があり、この 2 つ

かという思い、今までと同じ対等の人間関係でい

の苦痛を患者さん本人が感じている時にアピアラ

られないのではないかという他者との関係性の変

ンスケアの対象となります。それは性別や年齢を
問いません。症状の多少や多寡は問いません。ど

スライド 12

外見の変化に起因する苦痛とは？

のように小さなシミや傷のようなもので、人から
は分からないようなものでも、ご本人たちの苦痛
になるのであれば対象になります。たとえば腕を
切断したというような非常に大きな変化であって
も、ご本人がそれは苦痛ではなくご自分なりに対
処されているのであれば、私たちはアピアランス
ケアの対象とはしていません（スライド 12）。
110
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スライド 13

脱毛への対処行動の構造

スライド 14

外見に起因する苦痛とは？

外見変化の補完の考え方とその方法
この中で私たち外見の変化に起因する苦痛を軽
減していくのですが、外見の変化を補完するとは
どのようにするかを説明いたします。実は私たち
は患者さんの外見の変化に対して、必ずしもその
変化した外見を加工し、変化前の外見に戻そうと
は考えていません。昔と同じ格好にします、昔と
同じ状態に戻しますとは一切言っていません。元
と同じでなくてもご本人の苦痛が軽減されて日常
生活が支障なく送れれば、それで良いという考え

化に関わる問題です。
この 2 つが外見の変化に起因する苦痛の大き
な 2 本柱だと、私たちは考えています。アピア
ランスケアは、この 2 つに関してどのように対
処していくか、どのように苦痛を軽減していくか
ということを色々やっています。

方です。もうひとつ認知的な変容の促進という、
少しものの見方を変える。これはこうだと思い込
んでいることを本当にそうですか、少し考え直し
てみませんかというように、一緒にお話ししてい
く中で、この見方は偏っていた、こう考えなくて
も大丈夫だと分かっていただくことで苦痛が軽減

アピアランスケアって何だろう？
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することもあります。こうした認知の変容という

美的に美しく変えるという方向に持って行っても

方法も取っています（スライド 15）。

あまり快適にはなりません。この人の自分らしさ

なぜ元と同じ外見に戻すことを目的にしていな

が感じられない美しい姿ではしようがないので

いかについてお話しします。まずその人の治療前

す。またこの人がすごく美しくなっても元の人間

の外見があります。スライド 16 の縦軸は、上に

関係に影響してしまったら意味はないのです。し

行くと「審美的に良い、あるいは社会的に良いと

たがってこれは方策としては「違う」ということ

容認される外見」、下に行くと「審美的に良くな

です。

い外見」という軸です。脱毛が始まり外見が変化

もうひとつ、それなら元に戻せば良いと考え、

してきた時に、一見これは審美的に良くなくなっ

元の方に持って行くという考えももちろんあるか

たととらえがちなのですが、先ほど説明したよう

もしれません。ところがこれも私たちはめざして

に患者さんの苦痛は、見た目が美しくなくなって

いません。なぜかと言いますと、たとえばこの人

困っているとか辛いということではなく、自分ら

は、今はこういう人かもしれませんが、もしかし

しさが感じられない、自分と他人との関係が変

たらお勤めしていた時のビジュアルは違うかもし

わってしまうこと、変化してしまうことが苦痛だ

れません。またたとえば PTA でどこかに行く時

と感じているのです。したがってこれに対して審

のビジュアルはまた違うかもしれません。年齢や
場面やその時々によって変ってきます。非常に疲

スライド 15

外見の変化を補完するとは？

れていれば弱った感じかもしれません。あるいは
もう少しラフな感じの時もあるかもしれない。は
たまたお呼ばれなどでは少し盛ってみるかもしれ
ない。こういう感じで、実はその人らしさは、意
外に幅があるということを、私たちは言っていま
す。まったく同じ姿に戻さなくてもその人がその
人らしい色々なあり方があります。自分らしさに
は幅があり、必ずしも治療前と同じ外見でなくて
も自分らしいビジュアルはありうるし、自分らし
さを感じる姿はあるので、そこをねらっていきま

スライド 16

治療前の外見に戻すことだけが目的ではない

せんかというのが私たちの考えです。もしかした
らこの幅の中に審美的に美しいと言われる状態も
入るかもしれません。しかし私たちはべつに美し
くなることをめざしてくださいとは言っていませ
ん。その人らしさの幅の中で、どこを取っていく
かを一緒にご相談しながら選んで行くという作戦
を取っています。
元通りをめざさない―その人らしさを追及する
実例という形で、写真を出しても良いというご
許可をいただいたものをお示しします（スライド
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17）。スライドのタイトルに「その人らしさは様々

スライド 17

その人らしさは様々に表現できる

スライド 18

 んなに自然で美しくなっても苦痛では意味
ど
がない

に表現できる」と書かせていただきました。もと
もとこの患者さんは、がん患者歴が 40 年近い、
がん患者大先輩の方です。わりに早く脱毛されて
いて、髪の毛はずっとなく、むしろそれが自分ら
しい感じで過ごされていた方です。アピアランス
支援センターに関わっていただくようになってか
ら、少し色々なものを試させてくださいとこちら
からお願いして、させていただきました。眉毛を
描いたらこんな感じ、眉毛と帽子ではこんな感じ、
眼鏡をかけてみたらこう、眼鏡や帽子は止めて
ウィッグにしてみたらと色々やり、結局おさまり
が意外に良かったのは、ウィッグと眼鏡ですごく
まとまった感じになりました。ただどれでもこの
人としては「あり」だと思います。色々な形があ
りうるということをご理解いただければ良いと思
います。この患者さんは、モデルになっていただ
いたからか、病院に来る時にもお洒落を意識され
て来られるようになったので、男性側のファッ
ションリーダーとして活躍していただいていま
す。
こういう感じで色々と自分らしさは表現できる
ので、必ずしも元に戻らなくても良いということ
を覚えておいていただくと良いと思います。どう

も、良いという人もいれば、いやだとなる方もい

しても元に戻らなくてはおかしいのではないかと

ます。最終的にどれほどきれいになっても、その

か、元の髪型に戻らないと人に何と説明したら良

方が外見を気にする苦痛でお家の中に引きこもっ

いのだろうと聞かれる方もいます。ただ髪を切っ

たり、今まで通りの社会生活ができないというこ

たり、髪型を変えた時に、普通はわざわざ説明を

とになってしまうと、アピアランスケアとしては、

していません。脱毛してウィッグをかぶった時も

失敗だと思っています。私たちは患者さんが、周

同じなので、私たちは説明しなくても良いとお話

りとの関係を持ちながら、自分らしく今までと同

ししています。

じような生活ができるようになることをめざして

どれほど美しく自然な状態と言っても本人が苦

お手伝いしています（スライド 18）。

痛だったら意味はありません。脱毛してもそのま
までも元気で大丈夫という人もいます。帽子をか

認知の変容で外見の変化による苦痛を和らげる

ぶれば良いという人もいます。帽子をかぶっても

もうひとつ認知的な変容、ものの考え方を少し

だめな人もいて、ウィッグで良いという人も、い

変えてみませんかということをどのようにやって

やだという人もいます。非常にきれいに着飾って

いるかについてお話します。これから脱毛する、

アピアランスケアって何だろう？
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ウィッグをかぶって人と会わなければいけないと

向こうも悪気がないのだけれど、今の私はそう受

いう方は、ウィッグだということが人に分かられ

け取れないからちょっとごめんというように思っ

てしまうと、おかしいとか変だなと思われてしま

ていただくと、気持ちは意外と楽になります。こ

うんじゃないかと、非常に不安に思われています。

れは変なのではないか、自然なウィッグでなけれ

そういう方には、次のように説明します。お友だ

ばだめなのではないかという気持ちが、少し落ち

ちが髪の毛を切ったり、髪型を変えたりした時に、

着くということを臨床現場で、私たちは経験して

あなたは、声を掛けますかと聞きます。みなさん

います。このように少しだけ、実はあなたが普段

はいかがでしょうか。声を掛けると言われた方の

の時はどうだったとか、病気になる前にどうだっ

中で「髪切った？

たというちょっとした問い掛けをして、少しだけ

髪型変えた？」と言うのを、

職場の嫌いな上司や七面倒くさい近所の方や小う

ものの見方を見直してもらうと、意外と外見の苦

るさい親戚に対しても言うという方は、どのくら

痛が楽になるということも色々あります（スライ

いいらっしゃいますか。そういう人にも私はチャ

ド 19〕。

レンジングに言うという方です。（会場挙手ゼロ）
意外にいないもので、ゼロですね。
「髪切った？

化粧でイキイキはするが長続きはしない

髪型変えた？」と言うのは、あなたに興味があり

そうは言っても「化粧や美容で元気になる」と

ますよとか、あなたに関心がありますよという、

いうことを聞かれたことはないでしょうか。「メ

比較的ポジティブなメッセージなのです。した

イクでキレイになると元気になるって聞いたけ

がって苦手な方や嫌いな人には、あまり自分から

ど？」
「美容でイキイキすると免疫があがるんじゃ

話し掛けたりしないので、言いません。仲が良い

ないの？」というように、「化粧して元気でイキ

友だちや大切な人に対して、私はあなたのことを

イキ」というキャッチコピーは色々出ています。

いつも見ているよ、関心があるよという表明とし

これがどういうことかを少し説明していきます

て言うのです。

（スライド 20）。

ところが今、脱毛してウィッグをかぶっている

化粧と免疫や心理に関する研究は、海外でも日

時には、そう言われてもそのように受け取れない

本でもいくつかあります。免疫に関わるものをい

自分がいるというのも事実です。ただそのギャッ

くつかご紹介します（スライド 21）。ひとつめは、

プがあることを知っていると少し楽になります。

1995 年から 1996 年にかけて発表されているも

スライド 19

スライド 20
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スライド 21

入った高齢者はし

化粧の免疫や心理に対する影響

なくてもいいと考
えられていた時代
が日本でもありま
した。そういう時
代の話だと思って
ください。この高
齢者の方たちに
とっては、おそら
く、こんなに人が
来てわざわざ自分
の顔に化粧をして
くれるなどという
体験は、非常に特
別な体験だったは
のです。青い痣で、顔などに出ると気持ち的には

ずです。もしかしたらこれはお化粧をしたという

影響しやすい太田母斑というものがあります。太

そのことよりも、非常に特別な体験だということ

田母斑がある 10 人の女性にそれを隠すようなカ

で上昇した可能性が考えられます。最後の回で上

バーメイクをしたところ、仕上がりに満足感があ

がったのも、お化粧をしてくれるこの楽しい人た

る人は、自分に対する心理的なスコアで肯定的ス

ちともこれでお別れかと思って揺れた可能性があ

コアが上がり、免疫指標も上昇したということで

ります。

す。仕上がりに満足していない人はあまり上がり

私が学生の時に高齢者の男女に対してエステを

ません。その人が求めているものとサービスを擦

するという実験をやったことがありますが、その

り合わせておかないといくらお化粧してもまった

時も初回は上昇しました。新しい何か素敵なこと

く楽しくもならないし、元気にもなりません。

が始まるということで上がります。最後の時は、

もうひとつ長期入院している女性患者に月に 1

この楽しい人たちとお別れだということで心理的

回、5 ヵ月にわたり専門家による化粧指導と実践

指標がグラグラ揺れます。したがってお化粧のせ

を行い、免疫機能を測定したという実験です。そ

いだけなのかは分からないところもあるのです

の時には 1 回目と最終回の化粧前後の測定で

が、とにかくそういう人たちが来て、色々なこと

IFN －α産生能が有意に上昇、NK 活性も初回に

をやってくれるというのは、その人たちにとって

は上昇しています。これは 1997 年に発表され

楽しいことだったのだろうということは分かりま

ているもので、実はこの時代は、今のように高齢

す。

者施設でお化粧をするなどということは当たり前

3 番目は資生堂が行った最近のものです。2 回

ではなかった時代です。私もこの時代のことを覚

目以降の化学療法を受ける女性がん患者に対して

えていますが、昔は「施設カット」と言われてい

個別に本人のニーズに合わせた美容ケアアドバイ

たものがありました。男の人も女の人も同じよう

スを行い、QOL の変化をみたということです。

にバリカンで刈られる頭で、お洒落などは施設に

そうしたら化粧満足度・心の元気度・活動性・治

アピアランスケアって何だろう？
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療への取組みの意欲などは有意に上昇したが、

ではなく、患者さん個々人の状態やニーズに合わ

QOL に関する項目は改善が見られなかったとい

せてケアが提供できるということが、やはり医療

うことがあります。これもたぶん女性のがん患者

場面でやれる良いところだと思っています。モノ

さんはお気づきだと思いますが、2 回目以降とい

に関わらない、モノの販売に関わらないでアピア

うのは、1 回目の化学療法を終え、いちばん脱毛

ランスケアをする情報提供は、今はなかなかでき

など、髪の毛も抜けやすい時期で、自分のビジュ

ていないという印象があります。そういう意味で

アルがけっこう変っている時期に化粧の介入が入

はどのような患者さんでも必要な情報が得られ

り、試験期間は平均 12 日ということは、おそら

る、必要なサービスが得られるという点では、医

く治療に来るたびに美容のアドバイスが頻繁に入

療の中でこうしたケアを提供するというのは重要

るという形です。そうすると治療に行くたびにお

なのではないかと思います。

化粧をしたり、色々な話を聞いてアドバイスを受

それからややおこがまし言い方なのですが、医

けたり、美容部員さんに色々してもらうと楽しい

療者というのは比較的、患者さんの疾患や心理に

とか、うれしいとか、活気のようなものは上がっ

ついて知識・理解があるので、その理解をバック

てくることは予測されることで、ただ QOL まで

ボーンにして介入していけます。また、やはりずっ

は影響しなかったという結果です。

と治療で付き合っていく中で、患者さんの生活背

基本的に化粧の研究に関して言うと、どれでも

景や状況を知っているということがあります。そ

介入をすると活気はかなり上がります。あるいは

の人がどういうことが好きでどういうことを大切

抑うつとか不安のようなものは下がる。元気な気

にしているかを比較的に共有しながら、その流れ

分、イキイキした気分はたしかに上がります。た

の中でアピアランスのことも話していけます。さ

だそれは長続きするものではありません。けっこ

らには全体の治療の流れに対して、次はどういう

うその場その場です。その場だけれど元気になる

副作用が出てくるか、次にどういうことが起こる

という感じをうまく利用していくということが化

かを予測した上で、それならこういうケアができ

粧、美容の介入では重要なのではないかと私は

るというご案内ができるのは、非常に良い点では

思っています。がん患者さんに対して「化粧でイ

ないかと思っています。

キイキ」というようなことを簡単に使っている人

単純に見た目を整えたり、物品を準備するので

もいるので、もう少しその意味をよく見直して

はなく、完全に公平は難しいのですが、比較的公

使ってくださいと思い今日はご紹介させていただ

平で正確な情報やケアを、それぞれの患者さんに

きました。

合わせた形で提示し、患者さんが自分で対処する
ことをサポートできるようにしたいと思っていま

医療者が行うアピアランスケア

す。その中で必要があれば、他のプロフェッショ

―『手引き』の作成

ナルと連携してやっていく。その時に患者さんを

アピアランスケアの話に戻します。色々な方法

サポートするコーディネート役となれる、患者さ

でアピアランスケアをしていますが、私たちはも

んのお役に立てるのではないかと思っています

ともと病院の中から始まっていますから医療者が

（スライド 22）。

行うアピアランスケアという前提で進めていま

実際に調査の中でも病院で外見に関する情報や

す。なぜ医療者がアピアランスケアを行うのか？

ケアの提供は必要かと尋ねますと、高い患者ニー

ひとつは、物販やサービスに伴って提供されるの

ズがあります。「病院では不要」という方が 3％
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いらしたのですが、この 3％は実は比較的若い女

色々流れています。患者さんの生活にマッチして

性で、自分でできてしまうのでいらないそうです。

いないものや症状を考慮しない情報も多数ありま

高齢の男性でも必要な時にはアクセスできるシス

した。今日、たまたまアピアランスケアを提供し

テムや、必要と思わなくても自動システムがある

ている理容師さんのブログを見ました。そこには、

と良いということが、この調査の結果からは出て

「脱毛したらスキンヘッドにするか・しないか」

います ( スライド 23)。

という話が書かれていたのですが、スキンヘッド

さて、病院で外見に関する情報やケアを提供し

にすると直射日光が当ってやけどすると書かれて

ようと色々していますが、その中で少し困ったこ

いました。そういうものも普通に流れているので

とが起きてきました。患者さんにこうした方が良

少し恐いなと思っています（スライド 24）。

い、ああした方が良いとお知らせしたいのですが、

やはり、治療のガイドラインのように、患者さ

その情報やケアの根拠が意外にはっきりしていな

んに標準的に行われるケアの検討が必要ではない

いことが分かりました。たとえば「洗顔はたっぷ

かということになり、アピアランス支援センター

りの泡でこすらない方が良い」とか、あるいは「脱

長の野澤桂子先生を中心に研究班ができ、その結

毛したら専用シャンプーを使う」「風呂上がりの

果『がん患者に対するアピアランスケアの手引き』

保湿剤はすぐに塗る」などです。色々なことがあ

（金原出版）という本が 2016 年に発行されまし

り、患者さんが比較的アクセスしやすい情報の調

た ( スライド 25)。これは医療者を対象にしてい

査をしましたら、根拠のはっきりしない情報が

るので言い回しなどに少しクセがあり、このガイ

スライド 22

スライド 24

スライド 23

なぜ医療者がアピアランスケアを行うのか？

病院で外見に関する情報やケアの提供は？

その情報やケアに根拠は？

スライド 25 『がん患者に対するアピアランスケアの手引き』

アピアランスケアって何だろう？

�ん本.indb 117

がん患者の外見ケアを考える

117

2018/03/24 14:57

ドラインを一般の方が読むのには少しばかり翻訳

スライド 26

アピアランス支援センターの歩み

スライド 27

アピアランス支援センターの室内

が必要で、文字通りにとってしまうと意味が違っ
てくるなど、お作法があります。医療者はどうい
うことができるかというエビデンスを集約・整理・
検討したもので、がん患者さんが外見について
色々な問題が出てきた時に、これを使って患者さ
んの支援をしてくださいというものです。その中
には、実は探していくとエビデンスのないものが
たくさんありました。そのように自分がやってい
ることについて確認できないものについては、エ
キスパートオピニオンということで、エキスパー
トの方に色々ご意見をいただいて対処方法を提言
するという形にして、今は、私たちはこれに則っ
た形のケアを提供しています。

アピアランス支援センターのご紹介
それでは次にアピアランス支援センターは、ど
ういうところで、どういう器物を使って、どのよ
うにやっているかをご案内したいと思います。
アピアランス支援センターは、もともとは、私
はそのころはいなかったのですが、看護師さんや

粧品などが置いてあります。ここでウィッグを紹

薬剤師さんなど外見の変化に対処していた人、そ

介して売ってくれるのかと思われがちなのです

れから患者さんが困っていると肌で感じていた人

が、ここで販売はしていません。ウィッグを選ぶ

たちが自主研究会という形でお勉強会を始めたと

時はこういうところを注意した方が良いとか、装

ころからスタートしています。そこで定期プログ

着してみるとこうなりますという説明をするとこ

ラムというものを作ってやり始めていました。

ろと考えてください。

2013 年に、アピアランス支援センターという形

外見の問題で何かできないことがあるとか、こ

で開設されています。今は当院の 1 階のコンビ

ういうことをやってはいけないと思い込んでいる

ニの前にあります。ここに所属している専従者は、

患者さんの気持ちを少し和らげるために、治療中

私とセンター長の野澤です。私たちは、臨床心理

でも海に行ってもいいですよということで乳がん

士ですが、他にドクターや看護師さん、薬剤師さ

患者さん向けの水着や色々なウィッグを置いてい

んといった方々が併任という形で入り、みんなで

ます。廊下からは、スライド 28 のように見え、

患者さんのケアをどうするかを考えながらやって

オレンジクローバー（アピアランスケア活動のシ

います（スライド 26）。

ンボルマーク）がついているのが私たちのセン

実際に部屋の中を見てみます。スライド 27 に
あるようにたくさんウィッグが並んでいたり、化
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の提供以外に、研究と教育も行っています。研究

自由に見てもらってかまいません。その時にス

というのは、先ほどご紹介したようにガイドライ

タッフがいるので相談できます。それからグルー

ンをまとめましょうというようなことです。たと

ププログラムであるとか、男性限定の外見ケア相

えば分子標的薬を使うと身体や顔にブツブツが出

談日もありますし、個別相談もしています。

てしまうことがあるのですが、このブツブツが出

グループプログラムでは、スライド 31 にある

た時に、ステロイドをどのように塗ればいいかと

ようなかわいいクマちゃんの紙芝居を使って、み

いう研究を皮膚科の先生方と一緒にチームを組ん

なさんに外見のケアを、特に化学療法をする人に

でやっていたりします。それから教育という面で

はこうした準備をすると良いという話をしていま

は、全国的には拠点病院にしかまだできていない

す。

のですが、看護師さんにご参加いただき、アピア

プログラムでは、やってはいけないことや禁止

ランスケアというのは、こういうもので、こうい

の指示ではなくて、できること、こういうことな

うようにあなたの病院で展開するのはどうでしょ

らあなたはできます、やれますということなど、

うか、こういうこともできますという研修会など

どちらかと言えばできることのご説明をするよう

も行っています ( スライド 29)。

にしています（スライド 32）。

患者さんに提供するサービスは、スライド 30

最終的にはプログラムの中では、患者さんの中

にあるようなものです。ひとつは自由見学です。
スライド 30 アピアランス支援センターが提供するサービス
スライド 28

 ピアランス支援センター（オレンジクロー
ア
バーが目印）

スライド 31
スライド 29

外見ケアの紙芝居

アピアランス支援センターのめざすこと

アピアランスケアって何だろう？
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で自分とがんが一体化して、自分の中でがんとい

スを買った矢先にがんだということが分かりまし

う存在を大きくするのではなく、できたら人生の

た。治療になるので卒業式も行けない、謝恩会に

すべてを「患者」ではなく、治療の時だけ、ある

も行けない、それどころか、頑張って、頑張って

いは何かの時だけ少しだけがんと一緒に付き合っ

やっとつかんだ自分でなりたいと思っていた職業

ていく、それ以外の時は少し離れてもあなたらし

の就職先も辞退しなければならなかったのです。

く過ごすことはできますとお話しするようにして

この方はすばらしい女性で、それでも頑張ってい

います。なかなかそれは難しく、患者さんはそれ

ました。それで、いや謝恩会に行けるから色々と

ぞれの状況があり、そんなことは言っていられな

方法を考えよう、ドレスも着られる方法を考えよ

いという方もおられるかもしれませんが、全部が

うという形で、私たちがお手伝いをさせていただ

全部ではなく、ご自身の健康な部分や、今まで通

き、当日は、当センターで頭をつくり、着替えを

りの部分を活かしていくお手伝いができたら良い

して顔をつくり高級ホテルの謝恩会に行っていま

と考えています（スライド 33）。

す。その時がはずみになってと言うとおこがまし

センターの中ではスライド 34 にあるように成

いのですが、彼女はそれから色々と自分でできる

人式や謝恩会のお手伝いもしています。このドレ

ことをやりました。もう一回就職活動をして、治

スのお嬢さんは謝恩会に行くためにピンクのドレ

スライド 32

スライド 33
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スライド 34

 ピアランス支援センターで行うアピアラン
ア
スケアの例

スライド 35

 ピアランス支援センターで行うアピアラン
ア
スケアの例

楽しい雰囲気で明るく説明をしています

プログラムが伝えるメッセージは…
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スライド 36

 ピアランス支援センターで行うアピアラン
ア
スケアの例

で何かできることがないかと指にマニキュアを塗
ると、彼女はそれを見せることで周りとコミュニ
ケーションを取り始めました。主治医の先生をは
じめ医療者にマニキュアを見せて「かわいいね」
などとやっていまた。そうしましたら、ここの非
常にまじめな先生が、彼女の指を見てディズニー
の『リトルマーメイド』に登場するキャラクター
のアリエルを覚えたのです。手を見ながら「ほ
うっ、アリエール」とか言うので、みんなで「惜
しい、それは洗剤！」とツッコミました。そうい
う感じで彼女は全然ベッドの上から動けない、話
せないのですが、がんセンターの先生にモノを教

療をしながら自分が本当にやりたかった仕事に就

えることができたということです。このようにコ

いています。そういうようにちょっと背中を押し

ミュニケーションの活性化と言いますか、この人

てあげるお手伝いも私たちはしています。

が動けなくなっても他者と同じような立場で交流

それから病棟などではマニキュアもしていま

ができるというお手伝いを私たちはしています。

す。スライド 35 のマニキュアは、50 代の男性
のものです。この方は 3 ヵ月近く 1 つの病棟の

脱毛とその対処について

中で外に出られずずっといました。そうすると友
だちからメールも来るし、ラインも来るのですが、

脱毛のお話をします。カツラというとみなさん

自分から発信できる話題が何もなくなってしまっ

が、見た目の自然なものやツムジや手触りなどで

たのです。その時に気分転換で冗談で「塗る？」

見ていくのですが、カツラの評価は本当にそれで

というような話だったのですが「やる、やる」と

良いのかという疑問を呈するのが私たちなのです

言い出して、この写真をお友だちに送ったらドッ

（スライド 37）。

カンドッカン大ヒットして、そうしたらうれしく

カツラの値段当てクイズの正解は後で発表しま

なってしまって、この方は退院された後もたまに

すが、実はカツラの値段と見た目は相関しないこ

私どものところに寄りネイルシールを指に貼って

とが多いです。カツラの値段当てクイズはよくや

帰っていきます。この方はべつにきれいになりた
いとか、マニキュアを塗りたいということではな

スライド 37

患者さんからの質問

くて、これを通じてお友だちとのコミュニケー
ションを活性化させたかった、そのお手伝いをし
たという事例です。
スライド 36 の方は、がんによって意識はクリ
アなのですが運動機能に障害が出た方です。動け
ない、話せない、自分の意思をなかなか表現でき
ない状態になってしまった。もともとは非常に
ギャルでお洒落が大好きなお嬢さんでした。そこ
アピアランスケアって何だろう？
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るのですが、当てられる人はほとんどいません

る点に至ります。本当にそうかどうかはまた別の

( スライド 38)。ただ患者さんは値段が高いと自

問題で、思い込まされている部分が多いと思いま

然だと思い込んでいる。ああいうクイズなどをし

す。たとえば私たちは、こういう質問に対しては

て見た目と値段は必ずしも一致しないということ

次のように返しています（スライド 40）。「分け

を教えてあげるとお店に行っても安いウィッグを

目は自然が良い」に対しては「人の分け目などど

安心して手に取ることができるのです。そういう

れだけ見ているのか、家族の分け目などもどれだ

ことを認知の変容ということでやっていきます。

け見ているか」と聞きます。他人から見たらウィッ

スライド 39 は、実際に私が見た光景です。披

グだとバレると言う人には、私どもの病院内で人

露宴帰りの若いお嬢さん方がウィッグをかぶって

の頭を見てウィッグだと分りますかと聞きます。

いました。いかにもウィッグというファッション

またその時には、今は人の頭どころではないで

ウィッグなのですが、この人たちはまったく平気

しょう、自分のことが大変ですよねと言います。

な顔で、そのままでした。ところが、患者さんの

そうすると「そうですね」という答えが返ってき

若いお嬢さんがこういうウィッグをかぶると、こ

ます。

れはツムジがないからバレてしまうとショボンと

それからやはり脱毛前と同じ髪型が良いと言い

してしまうのです。がん患者さんがかぶる場合と

ます。
「その髪型は今までの人生でいちばん似合っ

何が違うのだと考えてみると、やはりがん患者さ

ているの？」と返します。もしかしたらもっと良

ん自身が、これはおかしい、変だと思い込んでい

い髪型があるかもしれません。やはり人毛が良い
という時には、「服を買う時に素材から選ぶ？」

スライド 38

ウィッグ値段当てクイズ

と返します。手触りについては、「美容師さんと
家族以外にこの 1 年に髪の毛を触られた方はど
のくらいおられるでしょうか？」と質問します。
やられていたらそれは意外に「痴漢」です。自分
で手触りが非常に気になるのであれば、気にした
方がいいですが、人からの手触りは、あまり関係
がありません。医療用なら蒸れないと言いますが、
医療用が良いかどうかは別にして「自分の頭でも
夏場には暑くない？」とはよく聞きます。電車に

スライド 39

電車の中で見かけた風景

乗っていて上から見られたら終わりだと言う方が
います。ウィッグだと分かった時に、人は何を考
えるのかを聞きます。別に何も考えません。人が
ちょっと「あっ、ウイッグ」と思ったことに対し
て、その対処にあなたはどれだけの力と時間を注
ぎますかというお話などもします。そうやって患
者さんが抱いている不安や思い込みについて、実
際の場面に置き換えて考えてもらうことで具体的
に対策を考えていくことを、私たちはしています。
実際のウィッグ選びでは自分に似合っていると
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いうことが大切です。予算やかぶり心地は、あと

ろうが、手ごろなブランドだろうが同じです。

で考えるとして、まずは自分に似合っているもの

ウィッグも同じです。頭の上に乗せて髪の毛の代

を選んでもらえれば良いかなと思います（スライ

わりになるという機能は一緒です。それ以外の機

ド 41）。予算については私どもの病院では 3 ～

能でこだわりのポイントというのは、人それぞれ

5 万円のものを選ぶ人が多いという印象です。

だから自分の好きなものを選べば良いということ

ウィッグには非常に高いものもあれば安いもの

です。したがって「しまむら」系が良いと言う人

もあります。なぜこれほど値段が違うのでしょう。

や、「HERMES」系が良いと言う人や、もしかし

はっきりしたことは分かりませんが、そういう時

たら中には素材がやさしいオーガニック系が良い

には、次のように言います。運動会に白い T シャ

と言う人も、いやいや私はこだわりのオーダーメ

ツを持ってきてくださいと言われたとします。ひ

イドよと言う人もいるかもしれません。これは本

とつは「しまむら」や「UNIQLO」「GU」でも

当に好き好きに選んでもらって良いと考えていま

かまいません。手ごろな価格で素敵です。それで

す（スライド 42）。

もその気になったら「HERMES」や「Dior」で

実際に臨床現場にいますとウィッグも、最近は

もいいです。こちらは素材が良い、デザイナーが

ファストファッション化しているなと非常に強く

作った、縫製が良いなど色々あるかもしれません。

感じます。昔は洋服もオーダーメイドで、良い素

ただ白い T シャツという機能はハイブランドだ

材・良い縫製が尊ばれた時代はありました。しか
し今は、ファストファッションで、安価な服をシー

スライド 40

たとえば、ウィッグへの思い込みを払拭する

ズン、シーズンで着替える時代。ウイッグも、安
価な製品を数ヵ月で使い捨てにする人もいれば、
複数個をファッションに合わせて着替える人もい
ます。こだわりのポイントは、色々変ってきてい
ます。1 個の高いウィッグを買ってずっと使うと
いう時代ではなくなってきているなということ
が、実感的にはあります（スライド 43）。
それから患者さんからよく聞かれることでお話

スライド 42
スライド 41

ウィッグ選びの 3 つのコツ

 動会に白い T シャツを持ってきてください
運
と言われたら…

アピアランスケアって何だろう？
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を少しします。ヘアケアについて育毛剤などはど

ものもよく聞かれます。再発毛後、パーマやヘア

うなのですかということは、よく聞かれます。実

カラーをしないとウィッグが外せないと言う人は

はエビデンスのあるものはほとんどなく、唯一、

よくいます。その時は、「①以前にアレルギー等

Duvic らが行った、2％ミノキシジルのランダム

のトラブルがない

化された比較試験があり、これで発毛期間が短縮

③薬液が地肌につかない程度まで頭髪が伸びてい

されたとの結果はありました。ただミノキシジル

る

の試験もやり方で結果が違うものもあったりしま

⑤地肌に薬液がつかないように施術する」という

す。唯一出ているものはこれぐらいで、他のもの

以上の 5 項目を満たした上で、注意深く行うな

は、現在、臨床試験にかかっている他の育毛剤も

らば、治療前に使用していた染毛剤、カラーリン

あると聞いていますが、なかなか結果が出てこな

ス、カラートリートメント、ヘアマニキュアを第

いというのが現状です（スライド 44）。

１選択として使用することを否定しませんが、た

②頭皮に湿疹等の異常がない

④事前のパッチテストの結果が陰性である

何か特別なことをやりなさい、使いなさいと

だ保証はしません。したがって何かあったらただ

言ってしまうと「あなたは普通ではない」
「あな

ちに皮膚科に行ってくださいということです。患

たは今までとは違う」と思い込ませてしまうこと

者さんの生活に大変影響するので、やること自体

につながるので、私たちはあまり、それはしない

は否定はしません、何かあったら皮膚科にすぐに

ようにしています。

行ってくださいね、という言い方を今はしていま

それから再発毛後のパーマ・ヘアカラーという

す（スライド 45）。
パーマ、ヘアカラーをかけているという方もお

スライド 43

ウィッグ選びもファストファッション化？

られて、スライド 46 の方は、きれいなお嬢さん
で、この髪型で原宿あたりに行くとスカウトされ
て大変と言っていました。実際にパーマ、ヘアカ
ラーをかけても大丈夫だったという方も多いで
す。
それからまつげが抜けてしまうとつけまつげを
着けないといけないと思っている方がいらっしゃ
いますが、私どもの病院ではめんどうくさくてほ
とんどの人がつけまつげはしていません。着けた

スライド 44
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スライド 46

パ ーマ・ヘアカラーが自分らしさであれば、
自己責任で

スライド 47

アイシャドウによるまつげのカモフラージュ

スライド 48

 キンケアについて：がん患者に起こりやす
ス
い肌トラブル

スライド 49

 キンケアについて：どのような製品を使う
ス
べきか？

いという方には私たちは方法を教えていますが。

加、弱酸性などとうたった製品を使った方がいい

めんどうであればアイシャドウを少し塗るだけで

のかということがありますが、正直に申しあげて、

も全然違います。アイシャドウを少し塗る、ある

そういうものはメーカーの自主規制なので内容が

いは眼鏡などでカモフラージュすると意外にまつ

会社によって異なります。今まで使っていて問題

げがなくても目立ちません。まつげが見えるぐら

がなかった製品を変えてしまいトラブルが出てき

いの距離でどのくらいの人が会っているかを考え

てしまうこともあるので、今、私たちは従来品を

てほしいです。むしろまつげが見えるぐらいの距

使ってトラブルが出た時点で、変えたらどうです

離で会う人であれば、あなたのまつげがないこと

かと言っています。がんになったからスキンケア

も愛してほしいと私は思います（スライド 47）。

を全部変えなければいけないとは思わなくても大
丈夫です（スライド 49）。

皮膚障害とその対処

それから泡立てた洗顔剤でやさしく洗うという
こともよく言われますが、たとえば軟膏をつけて

次はスキンケアです。がんの患者さんに起こり

いる人が泡でやさしく洗っていたら軟膏自体が落

やすい肌トラブルには、肌の乾燥、色素沈着、皮

ちません。その軟膏の基材の油脂の残ったところ

疹などがあります（スライド 48）。

にどんどん塗られていくと、今度はお薬が入って

患者さん向けのものには、敏感肌用とか、無添

いかないことも起きてきます。したがって泡を立

アピアランスケアって何だろう？

�ん本.indb 125

がん患者の外見ケアを考える

125

2018/03/24 14:57

てること、やさしく洗うということよりも、しっ

スライド 52

手の変色

かりとなじませて汚れを落とすことを意識しても
らうと良いと思っています。やさしく洗うと言い
ますと肌に触らなくなって、汚れが落ちません。
しっかり洗うと言いますとごしごし擦ってしまい
ます。今のところ「丁寧に洗う」という言い方が
良いと私たちは考えています（スライド 50）。
それから色素沈着などが起きてきたらお化粧を
しても良いかという話が出てきます。基本的にお
化粧をして何か悪くなったというエビデンスはな

るでしょうか。仕上がりの違いは化粧をした場面

いのです。ですからお化粧を止めなくてもよいと

の違いから出たものです。みなさんがナチュラル

思っています。

だと思われた方（向かって左）は、私が病院でパ

スライド 51 の患者さんの場合は、目の下に放

ジャマのまま、頭もボサボサの状態で化粧をしま

射線治療をしたあとの色素沈着が気になるという

した。この方は色素沈着を非常に気にされてこれ

ことで 2 通りの化粧をしています。同じ患者さ

ではだめかなと言われていた時だったので、大丈

んなのですが仕上がりがまったく違います。どち

夫だよ、こういうお化粧でもできるよと言いまし

らをきれいだと思われ、どちらを自然だと思われ

た。そうしたら、これで化粧品屋さんに行ってみ
ると言って、銀座の百貨店に行かれて、そこで化

スライド 50

泡立てた洗顔剤でやさしく洗う？

粧をしてもらったのがこのきれいな方です（向
かって右）。髪の毛も整え、お洋服もきれいにし
てされた化粧です。化粧の仕上がりはひとつでは
ない。場面であるとかシチュエーションによって、
あるいはやる人によっても変ってくるということ
を見て置いていただいても良いかなと思いご紹介
しました。
手の変色なども、ちょっと難しいのですがお化
粧で隠すという相談にも私たちは乗っています
（スライド 52）。

スライド 51

メイクアップによる色素沈着のカバーの例

爪障害とその対処
最後に爪です。爪についても非常に大変なもの
が色々出てきています。とくに女性の乳がん患者
さんや婦人科がんの方で、ドセタキセル治療で爪
の下が変色して浸出液が出てくるということが起
きてきます。これに対してフローズングローブが
有効だということがあるのですが、最近、お薬が
126
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変わってきたりするとフローズングローブが効か

いです。患者さん向けのものではなく普通のもの

ないタイプの治療法も出てきています。今度『が

です。除光液も有機溶剤のアセトンを含んだもの

ん患者に対するアピアランスケアの手引き』を改

でも大丈夫だという言い方をしています。実際に

訂する時にもそういうものを少し変えていかない

私たちは実験をしました。週に 1 回取るぐらい

といけないと感じています（スライド 53）。

であれば 1 ヵ月ぐらい継続して使っても爪の表

今の段階では、私どもの通院治療センターでは、

面は、ほとんど変わりはありません。頻繁に着け

淡い橙色に変化した時に冷やすということをする

変えるということではなく週に 1 回であれば、

と浸出液や出血に到るケースがほとんどなくなっ

特別な製品でなくても問題はありませんというこ

たということを体験しています。こういうことを

とです ( スライド 55)。

特に予防したい方では、冷却剤を持ってきて冷や
す方もいるようです（スライド 54）
。

ただ止めてくださいと言っているのがジェルネ
イル、アクリルネイルです。すごく難しい問題で、

それから「割れ」や「欠け」、色が出てきた時

自分でやる人やネイリストによって技術が違って

には、マニキュアをすることでカバーできます。

いて、非常に上手にやってくれる人もいるのです

私たちは、特別な製品を使うことは薦めていませ

が、危ないなというものもあります。そこで今の

ん。ごく一般の街中で売っている普通のもので良

段階では、私たちは、ジェルネイル、アクリルネ
イルは止めておいてくださいと言っています。た

スライド 53

 のケアについて：ドセタキセル治療で出現
爪
（フローズングローブでの冷却なし）

だスライド 56 の横にあるのは、私どもの患者さ
んの爪なのですが、ずっと長年自分でやってきた、
これがないと自分らしさが感じられないという人
には、リスクを承知でやる。何かあったら病院に
行くということで、そういうこともあるかもしれ
ないと踏まえた上で、それでも自分らしさなのだ
からこれはやろうということでやってもらうこと
もあります。ただ、一般的にはジェルネイルを外
でやってきて爪が薄くなってしまい、パジャマの
ボタンもかけられないという方も実際にいまし
た。ものも持てない、パソコンも携帯も触れられ

スライド 54 爪のケアについて：フローズングローブを装着
スライド 55

マニュキュアで色や亀裂はカバーできる

アピアランスケアって何だろう？
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スライド 56 ジェルネイル・アクリルネイルの使用について

スライド 57

第三期がん対策推進基本計画

ないということになってしまった人もいるので、

スライド 58

まとめとして

今はあまりお勧めできないと思っています。

まとめとして
こうして色々お話をしてきたのですが、最後に
少しだけ第三期がん対策推進基本計画についてお
話しします。国や行政が、がんに対してどのよう
な施策をしていくか、どのように進めていくかと
いう計画なのですが、その中に 2017 年に、ア
ピアランスについても入りました。国の施策とし
て、国は、医療従事者を対象とした講習等をやっ

たちはこの踏切板の性能をどんどん良くしていか

て、医療者からどんどん情報を流すというものが

なければならない。科学的な根拠を持って、みん

出てきましたので、私たちはこれに対して、色々

ながどんなに高いものでも跳び越えられる、ある

な研究も含めて医療者にどのような情報が必要

いは跳び越えてみようと思えるような支援ができ

か、どういう取組みが必要か、これから検討して

るようにしたいと思っています（スライド 58）。

いきます（スライド 57）。
簡単に言ってしまうとアピアランスケアは跳び

ウィッグ値段当てクイズ結果発表

箱の時の踏切板だと、私は思っています。この跳
び箱は跳びにくい、がんになって、この困難が跳

クイズの回答です（スライド 59）。1 番の正解

び越えにくいと思った時に、この踏切板があれば、

した人を 3 名選びます。正直に申しあげると、

少し跳ぶのが楽かもしれない、少しお手伝いでき

これはべつに当てることが目的ではありません。

るかもしれないというものです。そして振り返っ

たしかにみなさんも非常に真剣にためつすがめつ

た時にはこの踏切板は見えません。自分の力で乗

見たと思うのですが、普通はそう真剣に見ません。

り越えたと思ってもらえるようなもの、それがア

そこがキーポイントです。パッと見ると値段なん

ピアランスケアだと思っています。そのために私

か分からないというのがポイントです。
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ウィッグを取り扱っている会社の方やお店の方

スライド 59

ウィッグ値段当てクイズ

結果発表！

が い ら っ し ゃ る の で あ え て 申 し ま す が、 プ ロ
フェッショナルは違います。たとえばグラビアア
イドルの水着写真を見ても採血室の看護師さんな
ら腕の血管を見るというのがプロフェッショナル
です。ウィッグを見たらその髪がどうで、できは
どうかを見るのが、もちろんプロフェッショナル
のお仕事です。ただそれはプロの目であって、そ
れを一般化しても良いものかどうかは、やはり心
に置いておいてほしいです。すべての人がそれを
求めているわけではない。そういうことを見てい

お渡しします。国立がん研究センター（NCC）

ただくと良いと思います。

のオリジナルボールペンが賞品です。みなさんど

それは置いておいて 3 名選びました。賞品を

うもありがとうございました。

アピアランスケアって何だろう？
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質疑応答

■ 高橋

しっかり時

お答えすれば良いですか。

間を残していただきま
した。質問タイムです。

■ 藤間

色々考えながらお聞き

ルドイドよりも普通に

くださったと思いま

売っているものですご

す。どこからでもけっ

く効果があると感じる

こうですので、どうぞ

人もいれば、感じない

お手をお挙げくださ

人もいる。これは比較

い。改めて何のためのアピアランスケアなのかを

したものがないので

確認することができて、私自身も大変勉強になり

す。したがって絶対に

ました。いかがでしょうか。

これということは言えません。ただもしもヒルド

たしかにヒ

イドでその症状が抑えられているのなら、やはり

お薦めする根拠がないものが多い

一回主治医に相談すべきだと思います。これでな

―『手引き』の活用を

いと困るということを言っていただくのがまずひ
とつだと私は思います。その上でたとえばこうし

■ 参加者 A

スキンケアについての質問です。

た冬場などで脂っけがあった方が良いと思うのな

私は弾性ストッキングなどを売っているので、が

ら、自分の中で試すということもひとつだと思い

んの治療中の患者さんなどがいっぱい来られま

ますが、そうかと言ってどれが良いとは今は言え

す。ドセタキセルなどを使っていて手足のトラブ

ません。

ルが出てという方がけっこういらっしゃるのです
が、そういう方で、ヒルドイドを処方されていた

■ 参加者 A

のが、量が少なくて次の診察までに切らしてしま

いと言われているローションを代わりにお薦めす

うことがあり、とにかく手の皮がむけて痛いとい

るということでも大丈夫ですか。

とりあえず普通の保湿の能力が高

うのは非常に不快なものですから、どのようなも
のが良いですかと質問されます。そういう時には

■ 藤間

一般の保湿剤を勧めているのですが、どのように

いうことです。
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■ 高橋

足りない方が問題かもしれないから、

足りなくならないようにするというのが良いのか
もしれませんね。
■ 藤間

たしかに基本中の基本でご存じかもし

れませんが、ヒルドイドではなく一般の普通の保
湿剤などでもつける量が少なくてカピカピしてし
まうという方もたくさんいらっしゃるので、つけ
方も確認するというのも大事かもしれません。す

■ 参加者 B

みませんお役に立てなくて。

てほしいと言われたことです。以前、野澤先生の

以前いた病院の患者さんから聞い

ご講演を聞いて、ウィッグでも髪型を変えたい時
■ 高橋

本当にもっともなご質問ですね。こう

には切っても良いということでしたので、前の病

いう時にどうしたらいいの、何がお薦めなのとい

院の患者さんにはそういうメールを送りました。

うことはみなさんが知りたいところですが、エビ

そうしましたら短くするのはいいのですが、髪型

デンスが少ないという事情が、この領域ではあり

を変えたいという時には、買い替えないといけな

ます。2016 年の臨床腫瘍学会の書籍販売で、
『が

いのか、安く準備してもらえるのかと言われてい

ん患者に対するアピアランスケアの手引き』はベ

ました。長いものを短くするのは切ってもらえれ

ストセラーでした。平積みの本が飛ぶように売れ

ば良いと思うのですが、またそこからは伸びない

ていました。私もそこで買いました。エビデンス

ですね。そこからもう少し長いものに変えたとい

をつくる研究には時間がかかります。エビデンス

う時に、安くできる方法なないものでしょうか。

が少なくても『手引き』が必要だと考えた多くの
方々が協力してこの本ができたということは、大

■ 藤間

変な快挙だと思いました。この本は医療者向けで

だというお考えがおありなのではないでしょう

すが、医療者ではないけれども読んでいる方もい

か。ウィッグを切るという話については、私ども

らっしゃいます。これは国立がん研究センター中

は、買ったウィッグは自分の行っている美容室な

央病院で買えますか。

どに相談して顔まわりの長さなど調節してもらう

その方は、ウィッグはすごく高いもの

とよいと言っています。もし自分の行っている美
■ 藤間

本屋さんの医学書のコーナーか、版元

容室で切ってくれないのなら、買ったところか、

の金原出版や書籍のネット通販でしか買えませ

中央病院にも美容室があるので、そういうところ

ん。

で相談してみてください。その方が、自分らしく
かぶれます。切ってカスタマイズするとおさまり

■ 高橋

他にご質問はいかがでしょうか。

が良くなります。ただもちろん伸びませんから、
飽きてしまったり、形を変えたいと思ったら、別

ウィッグもファストファッション化して
いることを伝える

なものを購入するしかありません。ウィッグの価
格は本当に開きがあります。私が知っているいち
ばん安いものはファッション通販サイトで 500
質疑応答
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円です。いちばん高いものでは 100 万円近く、

とを専門にしているところです。形成でもやるか

90 万円台のものを 4 個買ったという患者さんが

もしれませんが、患者さんが探すのは、形成の方

いらっしゃいました。そのぐらい幅があるものな

が分かりにくいかもしれませんね。とりあえずが

ので、お手ごろで自分の使えるようなものを改め

ん治療を受けている病院の皮膚科に行って、これ

てお買いになったらどうですかとお答えいただけ

を相談するならどこですかと質問するのも良いと

たらと思います。

思います。

■ 高橋

■ 高橋

それがファストファッションですね。

私の方から質問です。医療者向けの研

修の全国大会をなさっているということですが、

爪を専門にしている皮膚科を探す

この築地近辺以外に、首都圏、あるいはもっと遠
くの場所で、今はどのくらいアピアランスケアが

■ 参加者 C

爪についての質問です。抗がん剤

提供できるようになっているのでしょうか。

で足の親指の爪がほとんど半分ぐらいまでしか生
えてこなくなっています。それに対する治療法と、

■ 藤間

もし治療してくれるのなら、どこの病院の何科に

修会を受けた看護師さんがどの県にもやっと 1

行けばいいのでしょうか。

人はいる状態になっています。がん診療連携拠点

現在は、鹿児島以外には、私どもの研

病院向けしかトレーニングはできていないのです
■ 藤間

行くのは皮膚科になります。巻き爪と

が、オレンジクローバーのバッジを持っている方

か陥入爪を専門にやっているところでは、アクリ

は 400 人ぐらいです。応用編まで受けている看

ルで人工の爪をつけてくれるところもあります。

護師さんが 400 人ぐらいで、基礎編だけだと

実はこれはネイリストさんでもできる技術です

700 人ぐらいいます。病院の中でオレンジクロー

が、ネイリストさんの技術には非常に差があるの

バーのバッジを着けていたり、病院によっては、

で、街中のネイルサロンに行ってとは言いにくい

ウチにはこういう人がいますよと言っているとこ

部分があります。爪を専門にしている皮膚科の先

ろもあると思いますから、そういう方に相談して

生に相談されるのが良いと思います。

もらう。

■ 高橋

■ 高橋

がんの治療を受けている病院の皮膚科

がいいでしょうか。

基礎編を受けた方は 700 人いて、応用

編が 400 人いて、いずれにせよオレンジクロー
バーのバッジが目印になるということですね。

■ 藤間

爪を専門としている皮膚科の先生をお

探しになってもいいのかと思います。

■ 藤間

応用編までやるとこのバッジで、基礎

編の方は持っていません。
■ 高橋

その皮膚科の先生が爪を専門としてい

るかどうかですね。

■ 高橋

基礎編の方はないのですね、それでも

広がってくれれば本当に良いですね。がん対策推
■ 藤間

ネットなどでけっこう書いてあります。

もともと爪の割れや生えてこないというようなこ
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連携拠点病院や大きな病院で広めていらっしゃる

色素沈着に美白化粧品は有効か

ということは認識したのですが、これを今後、地
域で広げていく場合に、どういうところで相談で

■ 参加者 D

スキンケアについておうかがいし

きる体制を作っていかれようとしているのか、も

ます。色素沈着についてです。副作用によって肌

し何かヒントになるようなことがあれば、おうか

が黒くなったり、節のところが黒ずんだりという

がいできればと思います。

方がいらっしゃいますが、そういう方に美白化粧
品等は有効なのかどうか。化粧品にもよると思い

■ 高橋

ますが、理論上どうなのかということを教えてい

きる場所があるかもしれませんし、何かございま

ただけますでしょうか。

すか。

■ 藤間

■ 藤間

フッ化ピリミジン系の抗がん剤をやっ

もしかしたら病院以外でも何か提供で

病院以外は、私は分りかねますが、医

ていると非常に黒くなります。これに対して美白

療者についてはトレーニングが始まります。それ

化粧品を使ってどうだったかというエビデンスは

は拠点病院以外の人もアクセスしやすいように、

もちろんありません。『がん患者に対するアピア

学びやすい形で、広く、多くの医療者が患者さん

ランスケアの手引き』の方にも書いてあったと思

に対して提供できるようなシステムと内容でやっ

うのですが、ビタミン C などを服用してもまっ

ていこうとしています。現実的にどこでどのよう

たく効かない、ハイドロキノンなどもまったく効

に展開していくかはちょっとまだ分かりません。

かない、正直に申しあげて化粧品のレベルで対処

今は相談支援センターでやっている方もいらっ

できるかと言うと、難しいと言うのが現実だと思

しゃいますし、アピアランス外来というものもで

います。ごめんなさい、エビデンスがない部分な

きている病院はけっこうあります。そうではなく

のです。本当に何十万円もかけて美白化粧品をつ

て患者ベースで情報提供しているところもあっ

けてやっていたが、まったくだめで、それでもずっ

て、色々な形があります。どういう形が良いかは、

とやっていたという方もいらっしゃいます。非常

これから検討が必要な段階だと思います。まずは

に黒くなるお薬の時は、普通のスキンケアだけに

とにかくがんに関わる医療者に知識を持ってもら

する。服薬が終わった段階になってから少し使っ

い、誰もが聞かれても最低限のことは答えられる

てみたら良いのではないかというレベルだと思い

ようになるということを、今はどうにかできない

ます。やっている最中に使ってもあまり効果はな

かと考えているところです。

い感じです。
■ 高橋
■ 高橋

他にいかがですか。

たとえば自分が治療を受けているよう

なかかりつけの病院でアピアランスケアを受ける
場合には、その方の治療内容なども確認できます

アピアランスケアサービスの提供体制に
ついて

が、公民館でたとえば「アピアランスケアの日」
などと言って臨時にやる場合には、色々な方が来
て、その方の医学的背景は分かりにくかったりし

■ 参加者 E

本日は分かりやすいお話をありが

ますね。

とうございました。アピアランスケアはがん診療
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■ 藤間

そうですね、高橋先生はご存じのよう

それからアピアラン

にアメリカなどでやっている「ルック・グッド・

スケアに関することで

フィール・ベター（Look Good…Feel Better、

は、脱毛でウィッグを

きれいになって、気分よくしましょう）」という

かぶるのは初めてかも

海外の患者向けの外見ケアプログラムがありま

しれませんが、みなさ

す。これは化粧品業界と美容師さんやビューティ

んはもう何十年も自分

シャンさんたちとアメリカの対がん協会などが

をケアして生きてきて

やっているもので、これは本当に医学的内容は

いて自分のスタイルが

入っていません。とにかく美容的なステップとし

できています。それに対して、私たちがこれをやっ

て、どこでも同じ内容のものをご紹介する。ただ

てくださいとエビデンスがないことを薦めるの

しそのサービスを提供するボランティアのビュー

は、実はみなさんの生き方を根拠もなく制限して

ティプロフェッショナルの人たちは、きちんとト

いることになるのではないかと考えています。

レーニングを受けていて、かつ本当にきちんと決

他の副作用と違い外見に出ている副作用は、ど

められた内容以外は言わないでくださいとコント

れほど間違っても命に関わるものではありませ

ロールしながらやられています。

ん。だから今まで医療では注目されてこなかった
のです。吐き気が止まらない、下痢が止まらない

■ 高橋

なるほど、どこで提供するのか、誰が

となったら、それは命に関わります。しかし毛が

提供するのか、色々な考え方がありますね。今日

なくなりました、ざ瘡ができましたと言っても命

はアピアランス支援センター長の野澤桂子先生も

には関わりません。したがってみなさんは、基本

いらしています。先生から何かコメントはござい

的には自己責任になりますが、何をしても良いの

ますでしょうか。

です。絶対にやってはいけないことはほとんどあ
りません。

エビデンスのあるものは少ない
―生き方を制限しないという原則で

今までの生活を絶対に変えてくださいというこ
とで、私たちが自信を持って言えることは 1 つ
だけです。60 年、70 年の間、スキンケアを 1

■ 野澤

みなさん寒い中お付き合いくださりあ

回もやったことがない、化粧水ひとつつけたこと

りがとうございます。みなさんにこれが良いです

がない人生を歩んできた「オジサマ」が明らかに

と薦めるのは簡単なのですが、それはなるべく言

乾燥する抗がん剤を使う際には、絶対に保湿をし

わないようにしています。それには大きな理由が

てくださいということだけです。それ以外のこと

あります。みなさんが、今日はどのようなシャン

に関しては、みなさんの生活習慣や好みを無視し

プーを買おうかとか、どのような化粧品を使おう

てまで、絶対的に強要するものは実はありません。

かとか、どのようなヘアスタイルにしようかとか、

保湿剤は、つけている方とつけていない方とでは

男性でも、どのような服を着ようかとか、どのよ

大きな差があります。しかし正直に申しあげて、

うな靴を履こうかとか、それはその人らしさがい

どれをつけるかはたいした差ではありません。

ちばん出る行為なのです。だからこそ基本的に絶

皮膚科の領域で健康な人を相手に、ヒルドイド

対的に保障されなければいけない、価値のあるも

が良いのか、そのジェネリックであるビーソフテ

のなのです。

ンが良いのかという研究はあります。色々な化粧
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そういう意味で私たちがみなさんに本当に、や
らなければいけませんと言えることは、「極端に
乾燥する抗がん剤を使うオジサマの保湿」と「頭
皮冷却」しかないのです。フローズングローブも
レジメンによっては、絶対に良いとは言い切れな
いものもあります。ですから私は自由だと思って
ください。そういうことよりも治療しながらでも
そういうものを楽しめる私というものをまず知っ
品メーカーの保湿剤と較べたものもあります。た

ていただきたい。高級品を使っても良いのです。

だそれは、たとえば抗がん剤が悪さをして出すざ

ただその場合は、絶対条件として高級品を使った

瘡などという症状を根底から変えてしまうほどの

ら女優になること。俳優になるのです。イケメン

差かと言いますと、それほどの差ではないのです。

俳優になってもいいのです。ウットリしないと効

したがって基本は、みなさんは自由だと思ってい

果はないということです。ほんの少しのエビデン

ただきたいのです。万が一何かあれば皮膚科に行

スしかありませんから、病気になっても私らしく

けば良いと思っていただき、なるべく自分の生活

生きるということを貫いていただきたいと思いま

を楽しむことをしていただきたいのです。

す。困ったらいつでもアピアランス支援センター

今申しあげたことしか、私たちが自信を持って

に相談に来てください。

言えることはないのです。強いてもうひとつある
とすれば、実は、日本ではまだまだ標準治療に入

■ 高橋

るには時間がかかると思いますが、エビデンスが

ピアランス支援センターは、正面玄関を入ってコ

はっきりしているのは、世界的に言うと頭皮冷却

ンビニに行く左側にありますから、ぜひお寄りく

です。頭皮冷却については昨年スカルプ試験の中

ださい。オジサマ方はどうぞ保湿をしてください。

間報告が出ました。ガツンと冷やした方が良い、

アピアランス支援センターでやられている色々な

50％の人に効果があったということです。逆に

お仕事は、本当にみなすばらしいのですが、とく

言うとガツンと冷やしても半分の人はだめだった

にすばらしいと思うのは、男性の方々のアピアラ

のですが、少なくとも 37％の人は帽子もウィッ

ンスケアについての色々な調査をしたり、どんど

グも使わなかったそうです。これはある意味、外

ん変化していく思春期の方々へのケアなどにも取

見に関連するエビデンスとしては非常に高いもの

り組んでおられることです。本当に大事な仕事を

です。しかしそれが今の日本でできるかと言うと、

されていると思っています。

ありがとうございます。みなさん、ア

日本は、まだ実験中です。終わった試験はいくつ

すみません、最後に私事なのですが、一言話さ

かあると思いますが、まだ結果として報告されて

せていただきます。お話をうかがっていて思い出

いません。さらにそれを実際に運用するとなると

したことです。私の夫ががん治療を受けた時に抗

人件費の問題などかなりのコストの問題もありま

がん剤で顔がかなり黒くなりました。こんがりと

すし、やってみるとけっこう苦痛だということが

言いますか、全体的に黒くなったのですね。ある

あります。実験でも電気毛布の使用率が 100％

時、マンションのエレベーターでご近所さんと乗

であったり、頭痛薬も数 10％使われていて、実

り合わせて、久しぶりに会ったその方から「い

は色々なことが起きています。

やー、いい感じで日に焼けましたなぁー」と言わ
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れ、夫は「ハァ」などと答えていました。やはり

う方はいらっしゃいます。ただその時は、私たち

人が見れば事情はわからないし、そんなものなの

の介入は、髪の毛というところで表れている悩み

だな、とその時思いました。確かに、他人のツム

に対してですが、もしかしたらこの人にはもっと

ジのことはあまり気にしないものですね。でも、

違う悩みがあると考えます。そしてそういう方が

外見を気にする自分がいることも事実です。そう

大半です。したがってそこは髪の毛だけで突き詰

は言っても、あまり気にしすぎないのも良さそう

めていっても問題は解決できないことが多々あり

だということが、今日はかなり伝わったのではな

ます。あるいは髪の毛だけやっていたら一瞬のご

いかと思います。

まかしになってしまうこともある。髪を越えてそ
の人の悩みの本質ににも介入していくことも私た

■ 藤間

今聞いていて思い出したことをひとつ

ちはしています。

だけ追加します。今、ツムジを気にしないという
ことでしたが、そうお話しすると、そうではない

■ 高橋

と思う方もたくさんいらっしゃると思います。私

にすばらしいお話をうかがえたと思います。改め

たちが臨床でお会いする患者さんにも、絶対に、

て大きな拍手をお願いします。＜拍手＞

ありがとうございました。今日も本当

絶対に、絶対に、絶対に元の髪型にこだわるとい
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「第12回オープンセミナー」アンケート集計
平成30年1月24日（水）実施

参加者 90名
回答者 75名（回答率 83.33％）

受付登録者（118名） お立場（複数回答） 患者・家族

医療者

52.5%

企業関係者

メディア関係者

27.1%

7.6%

行政関係者
4.2%

その他

16.1%

1.7%

アンケート集計
男性

性別

女性

16.0%

82.7%
20歳代

年齢
4.0%

6.7%

30歳代

40歳代

30.7%

50歳代

60歳代

70歳代以上

1.3%

45.3%

立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
NCC関係者
その他

1.3%

未回答

9.3%

2.7%

カフェを知った経由（複数回答）
50.7%
18.7%
4.0%
4.0%

友人の紹介

とても良かった

2.7%

Facebook,Twitter

14.7%
13.3%
8.0%

オープンセミナーの感想

54.7%

研究班からのメール

10.7%
38.7%

その他

やや良かった

あまり良くなかった

全然良くなかった

80.0%

無回答
13.3%
0.0%

6.7%
0.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

アピアランスケアは心のケアでもあるのだと感じられました。がん患者だけでなく、心理的に問題をかかえていて、それが、外見へ
のこだわりとなっているのを考えると、患者も、普通の人と同じなのだと考えられました。ありがとうございました。
知らない世界に触れ、非常に勉強になりました。あらゆる場面でのサポートに頭が下がります。
アピアランスケアとは化粧、ウィッグくらいと思っていたが、QOLにまで関係すると改めて考えさせられた。
日々の薬局業務（保険薬局勤務です）の中で、がん患者様に接することが多いです。アピアランスケアについて勉強出来る機会が
あり、とても有意義でした。がん治療はメンタルの持ち方次第とつくづく思いました。明日より今回のセミナーでの知識を活かしたい
と思います。
脱毛ケア、爪ケアなどについて、知識をアップデートできてよかったです。
実際の事例をもとに経過やケア方法を知ることができた。臨床ではまだ活かせていなかった点もあり、是非今回の内容をもとに患
者さんに活かしていきたい。
がん患者さんの苦痛さ軽減するための支援であることを広く全国の医療従事者に認識いただけるために、がんに関わる製薬企業
として、サポートできることがあれば、と思います。
非常に勉強になりました。色々なヒントを得られました。
医療の中で、このような取り組みが広がっていることを、うれしく思います。
「がん患者に対するアピアランスケアの手引き」医療者向けだけでなく一般向けのものがあるといいなと思いました。わかりやすく、
なるほど、という内容で参考になりました。
妻が何に悩み、苦しんでいたか、かなり判った気がします。
アピアランスケアとは、女性の外見の変化に伴うケアだと思っていましたが、性別や年齢、症状の多少等は問わず、患者自身が感
じている時に対象となるということがわかった。
ぼんやりしてたアピアランスケアについて理解できたように思います。入院中に患者同士でも外見について話がよくでました。しか
しアピアランスセンター又ケアについて周知されていないと感じます。一般の美容業界へもアピアランスケアがひろがるとよいと思
いました。
その人らしさには幅があると言われたお言葉がとても心に残りました。職場にがんサバイバーがいらっしゃって、とても頑張って仕
事をされていて、何と声をかけていいのか、いつも迷ってしまうのですが、いつもと変わらずに接することが大切なんだと改めて思
いました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

婦人科がんなど生殖機能が喪失した方への支援のあり方について。
離職しなければ、ならなくなった人の話が聞きたい。再就職に向け、抗がん剤治療を変えられるか？
ガンへの食品、サプリメントの影響について（正確な情報が公開されていない）
「歯と歯茎」のテーマも取り上げて、セミナーを行っていただきたいです。
頭頚部患者へのアピアランスケア、社会復帰に向けた心のケアの方法を学べたらと思います。
抗がん剤の副作用対策、終末期のリンパ浮腫、緩和ケア、医療用麻薬の使い方など知りたいです。
これからもこのようなセミナーを開催して頂ければ是非参加したいと思います。
いつも、どうもありがとうございます。自由に勉強できる場所は貴重です。
など
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