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2019年度ウィッグ・サポーター活動 実施報告

＜説明会様子＞
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＜実施概要＞

2018年10月～12月にかけて全国の看護学校9校にて説明会を実施。
938名の看護学校に対して、プロジェクト紹介とウィッグサポーターへの呼びかけを行い、45名がサポーター活動を通じ
ヘアドネーションを行いました。
パンテーン製品は説明会参加者へ配布、サポーター活動参加者には1月、4月の2回に分けて配布を行いました。

＜説明会実施日・実施校＞

プロジェクト概要の説明、映像を通じての活動紹介を行いました。
また一部の学校では、キレイの力プロジェクト第一期生の栗橋登志さんが説明会の実施やご自身の体験
をお話しくださいました。

2018年
説明会日程

学校名
2018年
説明会人数

11月1日(木) 東都医療大学 126名

11月6日(火) 深谷大里看護専門学校 48名

11月14日(水) 昭和大学医学部附属看護専門学校 179名

11月20日(火) 岩国医療センター附属岩国看護学校 83名

11月20日(火) 国立病院機構岡山医療センター附属
岡山看護助産学校

104名

11月26日(月) 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 80名

11月28日(水) 横浜実践看護専門学校 156名

12月7日(金)
東京純心大学看護学部
看護教育実践教育センター

70名

12月19日(水) 藤田医科大学看護専門学校 92名

合計 ９校 938名



（２）｢キレイの力｣プロジェクトをどこで
知りましたか？（複数回答可）

2019年度ウィッグ・サポーター募集説明会 参加者アンケート結果

（1）説明会の前に「キレイの力」プロジェクトをご存知でしたか？

N=788

N=33１
※キレイの力プロジェクトを
ご存知の方への問

[その他の内容]
・以前の説明会(63)
・学校(5)
・講義(3)
・家族がしていた
・姉から聞いていた
・美容室
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1.内容も知っていた, 

25.6% 

2.名前を聞いたこ

とがあった, 

16.4% 

3.知らなかった, 

58.0% 

無回答, 0.0% 

10.0% 

2.1% 

0.3% 

0.0% 

5.1% 

40.8% 

21.1% 

22.7% 

1.2% 

1.テレビニュース

2.テレビＣＭ

3.新聞

4.雑誌

5.インターネット

6.校内の掲示や先生から

7.先輩や友人･知人に聞いて

8.その他

無回答



看護学生 サポーターズ活動アンケート（1）一回目ヘアケア製品送付時

Q.サポーターとして参加した理由 N=32

(自由回答）Q1.サポーター参加理由

4

（複数回答可）

78%

69%

16%

1.説明会でがんサポーター活動のDVD（ニュース映像）を見て、やってみたいと思った

2.患者さんのために何かしたかった

3.身近にがん患者さんがいる

・母がドネーションをやったことがあって私もやりたいと思った
・成人式のために頑張って伸ばした髪が誰かのためになるのであればぜひ参加したいと思ったから
・去年も行っているため
・以前から興味があったため
・自分の髪の毛がウィッグにできるということに関心を持ったため、まだどれくらい伸ばせるか気になった
・母ががん患者で、髪が抜けて大変な思いをしているのをそばで見てきたため、少しでも貢献したいと考えた
・祖父祖母ががんだったため、他の患者さんの役に立つことがしたいと思ったから
・私は看護学生の1年生です。まだまだ知識も乏しく、できることはほとんどありません。
数少ない私にできることだと思い参加しようと思いました



Q.「がん」について思うこと（回答のあったもの）

・「がん」はみんがなる可能性があり他人事ではないと思います。周囲の人たちの助けや支えが患者さんの力になると
思います。
・2人に1人ががんと診断される身近な疾病であること。治療により副作用で脱毛がおきる恐れがありボディーイメージにも
影響が表れると思っています
・2人に1人ががんになる時代。脱毛は男でも女でも精神的苦痛が一番強い副作用だと思う。その苦痛はいくら
看護学生でも看護師でも医療関係者でも家族でも友人でも、完全にぬぐうことはできない。その苦痛をやわらげるのは、
ウィッグののような形にあるものでしかないと思う。少しでも自分の髪で、心安らぐ時間を手に入れる人が一人でも
多くいますように
・一生向き合っていかなければならないもの。向き合うことが難しい病気
・今では科学技術の発展により、治療法が豊富になったが、そこで副作用に悩む患者も多いと思う。がん患者の方は、
とてもつらい思いをたくさんされていると思うが、どうか希望をもって治療に前向きに臨んでほしい
・悲しむ人が多い病気だと思う
・がんが転移することで、精神的にも身体的にも苦痛を生じる。化学療法や放射線治療法による副作用もつらいと
思うので、脱毛してつらい思いをされている方も、ウィッグをつけることで、自分らしく過ごせるように、見た目で悩むことが
無いように支援したい
・がん患者さんの希望になりたい
・がんになってしまった人の人生を大きく変えてしまう怖い出来事だと思います
・癌の予防や早期発見、治療に前向きに自らが参加できるよう、患者さんの身体だけでなく、こころのケア、情報を得る
サポートをしていきたい
・がんは、現在医療の進歩により回復可能な疾病となっていますが、闘病はつらいものです。薬の副作用により、便秘や
嘔吐、脱毛を生じることがあります。疾病による症状だけでなく副作用でも苦しまされるので、がんは死に直結する病で
はなくなってきていますが、恐ろしい病だと思います
・現在は誰でもなりうる病気である。副作用など身体的にも精神的にもつらい病気
・現在は2人に1人ががんになるといわれており、私自身も死を迎えるまでに患うのではないかと思っています
・抗がん剤で髪の毛が抜けることに対するボディイメージの変容はとても大きいと思うので、自分の髪の毛によって患者さん
が少しでもポジティブな気持ちになってもらえたら嬉しい
・抗がん剤の副作用である脱毛は患者さんに大きなショックを与えると思います。祖父が2月の中旬から抗がん剤治療を
はじめるのですが、1番に脱毛についての発言をしていました。少しでも多くの患者さんにウィッグを届けられるよう、
一生懸命ヘアケアをしていきたいと思います
・実習で受け持った方が、抗がん剤の副作用である脱毛を気にされていたことが印象に残っています。「抜けていくのは
わかっているけど実際に抜けるとショックだよね」と話されていました
・自分にも生じるかもしれない事と感じながら、日々勉強しています
・自分もいつかなるかもしれないし、その時に助けてもらうかもしれないと思うと、できることをしたいと思う
・早期発見・早期治療でメスも入れずに治すことができますが、残念ながら見つかるのが遅く治療できない人も、
多くいますよね。化学療法で髪が抜けてしまう、吐き気と戦いながら長期にわたって治療する方々を応援したいと思います
・早期発見に見つけることができれば治療の選択を広げることができる。がんと告知されると辛く、家族などまわりにも影響する
・大切なものを奪う恐ろしい病気というイメージが強いです。治療薬もないですが早く開発されて治る病気になればいいなと
思います
・辛いイメージが多い。最近がん患者さんが増加していると思う
・闘病生活での抗がん剤使用に伴って、髪の毛が失われていくイメージが強い
・どんな人も、がんになりたくてなったわけではないので、何かできることをしたいと思いました
・治らない病気ではないけど、患者・家族共に苦しい想いをする病気
・母が抗がん剤治療をして脱毛しました。その時、ウィッグの重要性を再認識しました
・人の命をうばうことのある怖い病気だが、人々の支えがあれば病気とたたかう勇気がでると思う
・身内に癌になった人が多いので、将来的に私も癌になると思っている

看護学生 サポーターズ活動アンケート（1）一回目ヘアケア製品送付時
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(自由回答)

Q.サポーターになってからのお気持ちについて（複数回答可)

看護学生 サポーターズ活動アンケート（2）二回目ヘアケア製品送付時

Q.サポーターになってからの行動について（複数回答可)
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(自由回答)

N=26

N=26

・毎日丁寧にケアをするようになった
・サポーターになったことで洗い方が優しく丁寧になった

62%

58%

54%

1.自分の髪が患者さんの生活に役立つかと思うと、ケアに力が入るようになった

2.患者さんの気持ちについて、よりよく考えうようになった

3.がんについて、よりよく考えるようになった

・がんの祖父に「その髪いいね」と言われて、ウィッグを待っている人のために一生懸命ケアしようと思った
・もっと髪を伸ばして長い毛を提供したいと思うようになった

92%

65%

4%

1.サポーターになったことを、家族や友達に伝えた

2.サポーターの活動内容を、家族や友達に説明した

3.無回答



Q.「看護職」という職業について気持ちの変化
（回答のあったもの）
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看護学生 サポーターズ活動アンケート（2）二回目ヘアケア製品送付時

・今まで学生として何もできないと思っていましたが、この活動を通して自分にもできることがあると思えるように
なりました
・いろんな形で患者さんとかかわることができるということがわかった
・学生のうちから、患者さんのサポートができるのが嬉しい。看護師になったら、直接援助できるため、
今できることを一生懸命に取り組んで、信頼される看護師になりたいと思った
・がんｐｔの方にウィッグがあることをどんどん伝えたいと思うようになった
・看護職だから、貢献したいという気持ちは特にないです。一人の人としてやっていると思っています
・看護職において人（患者）の心に寄りそうことがとても重要であると改めて思うことが日常で増えた
・看護職は、がん患者さんの精神的サポートをすることが大切であると改めて感じた
・看護やケアだけでなく、この活動でも患者さんの助けになることが分かった
・看護をするだけが看護師にできることではないと思った
・看護を目指す者として、ウィッグ製作に参加することでより人の外見の大事さがわかった気がする
・患者が病気になる前にどのような生活をしていたかを考えるようになった
・患者さんにケアを提供することも大事だが、患者さんにとって精神的支えになることが重要だと、心理的面の
ケアの重要性を感じた
・患者さんの役に立てるという思いから看護職につく自覚を強く持つことができた
・診療の補助や療養上の世話だけでなく、色々な形で患者さんの役に立てる職業だと思った
・病気とともに生きる患者さまの気持ちをより考えるようになった。ウィッグによって、少しでも患者さまの笑顔に
つながればいいと思う。病気はつらい気持ちだけでは乗り越えられないと思うようになった。
・まだ学生であるため、実習において患者さんにできることは少ないです。しかし、ヘアドネーションという形で
患者さんのためになると思うと嬉しいです
・よい看護師として、働くことに意欲的になった
・より看護学生として自覚を持てた



Q.社会貢献について気持ちの変化（回答のあったもの）
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看護学生 サポーターズ活動アンケート（2）二回目ヘアケア製品送付時

・”看護をする”以外での患者さんの役に立てているように感じた
・ウィッグを買いたくても、また買い替えたくても買えない人々に対して役に立てると思うと誇らしい気持ちで
いっぱいです
・ウィッグを必要としている方に少しでも自分の髪の毛で気持ちが楽になってもらえるのかなと思うと行って
よかった
・学生でもこの活動で患者さんを笑顔にできることが分かった
・学生の自分でも社会貢献できるのだと少しうれしかった
・学生を卒業した後でも、ヘアドネーションを受けられるか調べた
・髪があるなしで社会との繋がりかたが違うのだと思う
・自分が誰かの役に立てるとわかって、洋服の寄付やフェアトレードの商品を買ったりと、今の自分にできる
ことを探すようになった
・自分の髪でも社会貢献できるとは思わなかった
・社会貢献というと、もっと大きなことをやる！というイメージでしたがそんなことはなくて小さなことでもできるん
だと考えるようになりました。
・社会貢献というと自分に何ができるのだろうと思っていましたが、自分のもつ髪の毛を提供するという、
自分にできることをこつこつやっていくことが社会貢献につながっていくのかなという思いになった
・社会貢献と思ってやっていません。髪の毛が長くなって捨てるのはもったいないと思ったため、役立てたいと
思っています
・少しでも人の役に立ちたいと思うようになった
・少しでも人の役に立ちたいと思うようになった患者さんのために役立つことができ、力になればと感じている
・直接でなくても間接的にも社会貢献できることに嬉しさを感じた
・他の活動にも興味がでた
・募金など、もっと人の役に立つことをしたいと思った
・ボランティアなどに積極的に参加しようと思った



看護学生 サポーターズ活動アンケート（3）ヘアカット時

Q.活動を終えた気持ち（複数回答可) Ｎ＝45
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89%

51%

13%

16%

60%

60%

29%

47%

4%

1.患者さんの役に立ててよかった

2.患者さんの気持ちをよりよく考えるようになった

3.髪の質感が前より良くなった

4.髪がきれいになって嬉しい

5.看護職になる上で、役立つ経験だった

6.患者さんに何か役立てることがないか、よく考えるようになった

7.髪をケアしながら、優しい気持ちになれた

8.他の人(友達、後輩)にもこの活動について伝えたい

9.その他
その他：
がん看護の講義の際、
やってて良かったと思いました



Q.サポーター活動を振り返っての感想（回答のあったもの）
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・実習中は手入れが大変だった。けれど、患者さんの役に立てればという気持ちでつづけることができた

・患者さんの役に少しでも立ちたいと思っていました。患者さんの役に立てて、笑顔になれるということが少しでも感じた。
・今回2回目の参加で改めて患者さんの気持ちを考えるようになった。また、自分だけではなく同じ学園のFカレの生徒さんも良い体験になったと
思います
・髪が長すぎたまま放置していたので、このような形で誰かの役にたてるのは光栄です
・このプロジェクトに参加してよかったと考える。抗がん剤治療の患者さんの心の支えになればと思った
・ウィッグを使用することで、少しでも笑顔でいる時間が増え、自分らしく生活してほしい
・少しでも患者さんの役に立つことができると思うと嬉しくなりました。この活動に参加してよかったです。
・３年間、こちらのサポート活動を行ってきました。人のために役立てることを嬉しく思います
・活動を行ったことで、患者さんの罹患前の生活についても考えるようになりました
・実習では患者さんに迷惑ばかりかけてしまっているため、少しでも役に立てたらと思いサポーターになろうと決意しました。この髪で誰かの
手助けになれたら嬉しいと思います
・自分にとって普通でも患者さんにとってはそうでないと考えるようになりました。健康って当たり前じゃないと。小さなことからでも今後もできることが
あれば取り組みたいと思います
・自分の髪が患者さんのためになれるのだと思うとやってよかったと思う
・患者の気持ちをしっかり考えるようになりました
・治療を始めた時は成人式終わったら切るし、その延長戦だと思っていたけど、お手入れしていくうちに髪に愛着がわいてきて、
切るのがもったいないな。と感じてしまって、髪を失う寂しさや悲しさが理解できた

・活動を終えて、髪を毎日キレイに優しく扱うことの大切さやそれが患者さんのもとへの届く日がやってくると思うと芽生える嬉しさと緊張がありました
髪の毛を切るのは嫌だったけど、誰かが喜ぶ、幸せになるならいいかなと思って切りました
・思ったより長い髪の提供ができなかったので、次の機会はより長い髪が提供できるようにしたいです
・現在、実習中で、前回の実習中よりも患者さんのためにできることはないか患者さんの気持ちを考えて計画を立てられるようになった。
活動を通して患者さんの約に立ちたいという気持ちが強くなったのだと思う

・患者さんの役に立つことができればと思い活動を始め、実習で出会ったがん患者さんの髪に対する思いを直接伺う機会があり、その気持ちに
対して何か少しでも役に立てればと思いが強まり、活動を終えて、実感はないが、やってよかったと感じている

・活動中は自分の髪がウィッグになるという実感はもてなかったが、髪を切った今、ウィッグになって患者さんのもとにいくという実感がもてた
・母親が薬の副作用によって髪が抜けていくのを私は見ていました。それは私が幼稚園に通っていた時でした。その母の姿をみていた私は、
少しでも自分の髪が他の人の役に立てればと思い参加しました。成人式が控える中で髪の質として、一番良いとされると聞き、バージンヘアの
私の髪を寄付することができてよかったと思います

・看護学生として看護師の役割以外にもがん患者さんに対してできることがあるということがこの活動を通して感じることができた
・患者さんの役に立ちたいと思って始めた
・患者さんのために、少しでも役に立つことができたらという思いです

・伸びたら切って捨ててしまう髪の毛が再利用されるのは嬉しい。普通なら30cm以上だが、15㎝～としててくれると参加しやすい
・髪の毛をウィッグにして患者さんの役に立てばいいと思った
・患者さんの役にたてるのならとの思いではじめたが自分の髪で大丈夫だろうかと心配になったり、伸ばしている間切りたくなる気持ちになるたび
患者さんのことを思いふみとどまるという葛藤があった

・患者さんの役に立てると良いなと始めて、活動中は髪をきちんと乾かすといった手入れをして終わった時も同じく役に立てると良いなと思いました

・この活動がなかったらずっとロングヘアのままだったので、ボブになる機会を与えてくれてよかったし、患者さんのためにもなるし良かったです
・脱毛で悩む女性に今自分ができることは何なのかDVDを見て考えるようになり、今後もしかしたら自分もそんな立場になるのかと思うと、
少しでも自分の髪の毛が誰かの勇気に変われたら嬉しいと思ってました
・しっかり患者さんのことを考えられた
・私の髪の毛が人の役に立つと思いませんでした
・活動開始から最後まで自分の髪が役に立つと考えながら髪をケアできて楽しかった
・シャンプーをするときに、ウィッグを使用する患者さんのことを考えていた
・まだ学生だし、できることはないと悩んでいた時期にちょうど学校の授業でキレイの力プロジェクトを知り活動に参加しました。
この髪がウィッグになって、外に出られる人が増えたら嬉しいです
・活動を始めた時はただ興味があって髪の毛もきれいになるならという気持ちで参加した。始めて実際にケアしてからは患者さんのことを思って
ケアをするようになった
・役に立ちたかった
・自分の髪の毛で患者さんが喜んでくれると思うと楽しくヘアケアができました
・だれかの役に立てるのなら、できることをしようと思いはじめました

・髪を切るのもなかなか勇気がいることなのに、髪が抜けていくということ女性にとってとてもつらいことだということがすごく理解できました

・はじめはヘアケア代をうかそうと思い始めたが、髪を切るときは完成したウィッグが届けられるのは嬉しく思うようになった
・髪の毛を寄付するなら自分でもできることかなと思い応募しました。無事に終わることができよかったです

・誰かの役に立てることができればと思い活動を始めました。活動中は、髪の毛の手入れを丁寧にしようと気を付けていました



Q.サポーター活動は、今後の看護職としての活動にどのように生かせると思いますか。（回答のあったもの）
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・精神的な面でのケアにつながると思う

・このプロジェクトがあることを伝えていきたい。患者さんの気持ちを考えながら看護をしていきたい

・髪が抜けてしまっていても、看護学生の取り組みを伝え、患者さんに、このプロジェクトを教え、かつらについて考えてもらう
・今後がんの患者さんに会い、髪の毛が抜け落ちる等で困っていたり悩んでいたりした時に、こういった活動をしているところがあると紹介することが
できる
・患者さんの気持ちをより深く考えること

・患者さんの気持ちを考え行動できるようになり、看護職にもこの思いは活かせると思います
・看護に向き合う1人の人間として、根底にいつまでも残ると思います

・抗がん剤等によって髪の毛が抜けてしまった患者さんに対してウィッグの紹介などができるようになると思います
・患者さんの気持ちを想像し、寄り添っていくという点において今回の活動は貴重な経験になりました。患者さんの日常がどういうものか考える
きっかけになりました

・なかなかできないことなので、より患者さんの立場に立って考えることができると思う
・人の思いを考えることができると思う

・寄付で乳がんの人のためにカツラを作っている企業があるということを知り、情報を得ることができた事で伝えられる
・何事も患者さんの気持ちを患者さんの立場になって考えられるようになると思う

・看護職としてというよりも、人として後輩や友達にこの活動をすすめて、一人でも多くの患者さんがウィッグをつけられるようになったらと思います

・高いお金を払われなくても、ウィッグをもらえる人がいることを知ったので髪の毛に悩んでいる患者さんがいたら選択肢の一つに提案したいです

・がんの治療の副作用で脱毛が起きて苦痛を抱えている患者さんによりそえるきっかけになったと思います

・患者さんのためによりよいケアを提供できるように考え、実行することができるようになると思う
・患者さんの気持ちをより考えるようになることができると思う

・患者さんがおかれている生活背景を考えることにつながり、今、自分に何ができるか考え、実行するということにいかしていけると思う

・髪の毛の大切さを改めて実感し、伸ばすには長い年月が必要だが、切るときは一瞬なので、その伸びるまでの患者の気持ちに寄り添えると思う

・患者さんをさせる方法が沢山あるということを知ることができたので、今後も沢山の人に教えていきたいと思った
・髪のない患者さんの理解をよりできるようになると思う
・相手に関心をもち相手を考えることができる看護につながるとおもいます

・カツラが高額であることを知ったため、患者さんの悩みポイントを一つ知ることができた

・髪が伸びるということがあたりまえではなくなった時のことを考え、自身のボディーイメージの変化や癌と症状、両方や副作用などについて深く
考えることができ、患者さんに対する学びとなり、看護の際患者さんへの気持ちへの寄りそい、共感することができるのではないかと思いました

・薬の副作用で困っている方でも、キレイの力プロジェクトで悩みが減ればと思います
・患者さんにとって嬉しいことは何かを考えるために、この活動が役に立つと思う

・少しでも他人に優しくできる、偏見とかではなく苦しみを傾聴しボディイメージの受容の手助けの土台になる
・患者の気持ちを考えることに活かせると思う
・視野が広がりそう
・がん患者さんの気持ちによりそうことにつながる
・常に患者さんのためにできることは何か考えること

・患者さんの気持ちが少しだけ分かった気がします。まだ簡単にあなたの気持ちを分かりますとは言えないですが、辛さを分かってあげられる
看護師に少しだけ近づけた気がします
・患者さんの思いを深く考えることができると思う
・少しでも力になれればという思いが芽生えた
・患者さんの気持ちを考える時間になった
・髪を失う患者さんの気持ちに、より寄り添うことができると思う

・髪を短くするのが嫌なのに、なくなるなんて・・と感じることがあった。「また生えるから」とよく聞くが、看護師として”今の患者さん”をなんとかしようと
考えられるようになりたいと思った
・患者さんによりそう気持ちが生まれました
・抗がん剤治療の脱毛によって苦しむ患者さんがいらした時に、ウィッグがあることを紹介できることと、このようなプロジェクトがあることを
お話しできると思いました



～看護学生から患者さまへのメッセージ～
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「キレイの力」プロジェクト ミニカットイベントを実施

横浜実践看護専門学校の看護学生さんの一部は姉妹校の横浜ｆカレッジにてカットを行いました。
ヘアカットを行ったのは、横浜ｆカレッジの美容師養成を行っている、ビューティースタイリスト科の学生さんです。

髪を切る前は看護学生さん、ヘアカットをする学生さんも緊張した様子でしたが、
カットイベントが始まってからは、参加者士の楽しい会話や笑顔が増えていきました。

看護学生さん、ビューティー
スタイリスト学生さんから
「キレイの力」プロジェクト

メンバーへ、
ヘアドネーションの贈呈



～ヘアカットイベントに参加した看護学生からのメッセージ～
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～ヘアカットイベントに参加した美容師学生さんの気持ちの変化～

＊あらためて美容の力はすごいなって思いました。身も心もキレイにできる、勇気も与えられる
美容師になりたいって思いました。たくさんの人をいろんな悩みをもつ人をみんな笑顔にできる
すばらしい仕事だなって思います

＊がんの治療を前向きにするためには、美容の力が必要だと分かりました。
将来美容師になったときに、そんなお客様を元気づけられる人になりたいと思いました

＊がん患者の方にも役に立てて、色々な人に貢献できるような美容師になれたらいいなと
感じました。あのように髪を提供できるのは、とえもすごい心意気だと思った

＊どのようにして切ったり、たくさんの注意があることを知りました。学生の力で少しでも病気と
たたかっている人の元気を与えられることがすごいと思いました。自分も美容師になったら
病気だった人や病気の人のことも考えられる人になりたいです

＊ヘアドネーションという言葉を聞いたことはあったけど、詳しくは知らなかったので、今回詳しく
知ることができて良かったです。医療と美容は思っていたよりも身近な存在だから医療の事を
もっと詳しく知って、協力し合える存在になったらいいなと思いました

＊ヘアドネーションの活動は知っていたけど、こんなに多くの方が連携していることは
知りませんでした。実際にウィッグを必要としている人がたくさんいるのを知って、
自分も何か力になれることをしてみたいと思いました。

＊ヘアドネーション自体は前から知っていたけれど、ここまで必要とされていて、かつ寄付する側も
髪を伸ばすだけではなくて、色々な努力の上で寄付していることを知れて良かったです。将来、
サロンに就職するときにヘアドネーションをしているサロンがあるところを候補に入れたいと思いました。

＊医療にも美容が大きな力を及ぼすんだなと思いました。
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＊今回の美容師と髪についての悩みを持った方の関わりを聞いて、将来の自分の理想の
美容師像に新しく加えられた。自分も悩みをもった方を前に向いてもらえるような美容師に
なりたい。

＊自分たちがやろうとしている美容師という仕事は、人をキレイにするだけでなく、自信を持たせて
上を向いて歩いてもらえるかもしれない、すばらしい仕事なんだなと思いました。

＊説明会に参加して話しを聞くまで、美容に対しての考えが浅いことを知りました。
がん患者からしたら、とても大事なことで心身に大きな影響を与えるものなのだと学びました。
これから先、関わるかはわからないけど、もっと深く美容のことを学んで貢献できればいいなと
思いました。

＊乳がんや子宮がんは病名を知っているだけだったし、副作用の脱毛はテレビで見たことあるだけ
だったので、実際にサバイバーさんのお話を聞いて、身近に感じることができたし、美容の
お仕事ってステキだなと思うことができました。

＊美容と看護は全然かけはなれているものだと思っていたけど、つながっているものがあって美容は
すごいと感じた。

＊美容は精神的にもダメージを負ってしまった患者さんに元気を与えることもできる素晴らしいもの
だと思いました。

＊美容師さんの一言で前向きになる患者さんがいるので、前向きにさせられるような美容師さん
になりたいと思いました。

＊美容師という仕事は、髪を切ったりカラーしたりパーマしたりするなど、そのお客様に直接
よろこんでもらう仕事しかないと思っていたけれど、カットした髪の毛で、がん患者さんにも
よろこんでもらえると思っていなかった。

＊美容師に出来ることは容姿を整えるだけじゃなく、心のケアもできるんだなと思ったら、
もっと頑張ろうと思えました。
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＜実施概要＞

201９年10月以降下記2ヶ所の施設へのチラシ設置、ウィッグを希望する女性を募集した。
全体で6名のがん治療中の女性へウィッグをお贈りすることができた。
＊ウィッグの試着・贈呈期間：2019年10月末～2020年2月末

＜ウィッグ贈呈施設と人数＞

施設名 試着日 お渡し日 贈呈人数

がん研究会有明病院 10月21日 11月19日 ３名

聖マリアンナ医科大学病院 ２月13日 2月27日 ３名

合計 ６名

＜告知＞下記チラシを各施設に設置・配布、説明会ブース設置、

看護師等からのお声かけ

チラシ

ウィッグ贈呈活動 実施報告

キレイの力プロジェクト第一期生の
栗橋登志さんからいただいたメッセージを掲載

覚悟はしているはずだった脱毛。

鏡に映る凍った顔の私「もう笑顔は必要ないんだ」

そう思いました。治療を懸命にして下さる病院に行くことさえ

辛かった時にキレイの力プロジェクトの存在を知りました。

元気になりたくて、病気を治したい一番の希望者は自分。

応募のきっかけは「自分で歩むために力を貸して下さい」でした。

頂いたウイッグが自分の人生に新たな彩りを添えてくれました。

笑顔と勇気が治療の継続と人との絆を深めてくれて、ちょっと

気取ったオシャレは魔法のお薬と感謝しています。

サポーターさんの想いがホッコリ・・・
このウイッグは貴方にも微笑み添えてくださいます。

栗橋登志
(乳がん体験者/しんゆりリボンズハウス副会長)
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＜ウィッグ贈呈までの様子＞

看護学生が約半年間一生懸命ケアした
髪の毛をまとめてスヴェンソンの
ドイツの工場にて一度キレイにし、
日本にてウィッグのご試着後に学生さんの
ヘアドネーションを植え付けていきます。

おひとりずつに合うウィッグを製作。
贈呈当日も会場にて最後のウィッグ
調整を行う。

ウィッグの製作後、待ちに待った
ウィッグの贈呈を各病院にて実施

＜ウィッグ贈呈様子＞

ウィッグをお贈りした皆さまから素敵な笑顔を頂きました！
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贈呈時には、皆様からいただいたメッセージを
おひとりおひとりに、メッセージ集としてお渡しいたしました。



知らなかった, 

100%

＜贈呈者アンケート結果＞

（１）ウィッグ贈呈企画にご応募いただいたきっかけ
（複数回答可）

（４）「キレイの力」プロジェクトの認知度

（２）脱毛して最も困ったこと（複数回答可）

（５）通院している病院でのウィッグ試着・贈呈について

N=5

N=5

N=５

（自由回答）
＊体調の変化にドギマギしています。次にどんなことがあるのか不安でした。化学療法を受けて体調の変化にどう対応したら
いいのか分かりませんでした

*抗がん剤点滴が予想外にいろんな副作用がでて、特に口腔粘膜周りの副作用が強く食事がとれず、
体力がかなり減退しました。外出も病院通院が精一杯でした

*治療や通院には困らないが、ウィッグをつけず、帽子でいる事に少々戸惑いました
*ウィッグが高額で購入するのは大変。帽子をかぶると、いかにも病人で嫌だった
*通院にとても時間がかかり、時に便意がないのに漏れていて、漏れた感覚もなく服を汚してしまい困った

（３）治療や通院､副作用対策において困ったこと
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N=５

0%

40%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.医師に聞いて

２．看護師に聞いて

３．病院内ちらし

４．キャンサーリボンズHP

５．テレビニュース

６．雑誌

７．身内や知人に聞いて

８．身内や知人が応募して

９．その他

60%

40%

80%

20%

0%

60%

20%

20%

1.外出できなくなった

2.行事に参加できなくなった

3.外見の変化に気持ちが落ち込んだ

4.趣味ができなくなった

5.子供に心配や負担をかけた

6.人目を必要以上にきにするようになった

7.仕事を続けるのに差し支えがあった

8.その他
その他
鏡を見たくなくなった

1.とても良い, 

40%

2.良い, 0%

3.どちらでもない, 

20%

4.あまり良くない, 

20%

5.良くない, 

0%

6.無回答, 

20%



（７）ウィッグを手にされてやりたいと思っていることなど
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＊家族写真を撮りたい

＊手足のしびれが強くなってきて外に出る機会も減ってしまったが、外に出て関東近郊の観光を

ゆっくり歩きながらしたい

＊仕事復帰したい

＊孫と一緒にあそびに行きたい

＊仕事復帰の際ウィッグをかぶって笑顔で仕事したい

（８）一言メッセージ

＊思いがけないプレゼントに嬉しいかぎりです。ありがとうございました

＊P&Gパンテーン、スヴェンソン、看護学生の方々には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
抗がん剤治療の副作用はいろいろありますが、脱毛は男女問わず一番長く続く事なので、
辛いものです。ネットでみるとウィッグは沢山ありますが、着用せず購入するのも不安でした。
抗がん剤が始まってから外出もできず病院のみになりました。病院でチラシを見つけ申込ました。
治療が全部終えて体力がついたらナースの仕事に戻る予定です。ウィッグをかぶって笑顔で仕事
できる日を夢みています

＊ウィッグを必要とされている方々にはとてもありがたく思います。企業の方々の力で少しでも
ハッピーになる人が増えれば良いと思います

＊素敵なウィッグを贈呈してくださり、本当にありがとうございます。今は家族や友人と出かけるのが
楽しみです

＊ヘアドネーションしてくださった方々も大変だったと思いますが、その髪をウィッグにするのに大変な
技術と時間や費用が掛かると聞いたことがありましたが、がん患者のために、プロジェクトの活動に
参加してくださってありがとうございます。これから先の治療につらいことがあっても、皆様方の事を
思い出して頑張れます。本当にありがとうございました



ウィッグをお贈りした患者さんからの
直筆メッセージ
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