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抗がん剤による脱毛は、患者さんの心に大きく負担のかかる副作用の
ひとつです。脱毛することがあらかじめわかっていても、実際に毛が
抜けはじめるとショックを受ける患者さんは少なくありません。外見
の変化により、「いつもどおりの生活が送れない…」、「治療を受ける
気になれない…」など、私生活や治療に影響が出ることもあります。
本冊子では、抗がん剤による脱毛が起こるしくみや、ヘアケア・メイク
のコツ、そして脱毛について多くの患者さんが気になっていることに、
可能な限り答えを用意してみました。
抗がん剤治療中においても、みなさんが自分らしく過ごすために本冊
子が少しでも役に立てば幸いです。
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では、抗がん剤による脱毛のしくみをみてみましょう。

抗がん剤による脱毛には「成長期脱毛」と「休止期脱毛」があり、それぞれ

下記のような特徴があります。

注）脱毛と発毛の時期には個人差があります。
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まず、毛が成長するしくみについてみてみましょう。

毛の根元には、毛の成長をコントロールする「毛乳頭」があり、そのまわりを

「毛母細胞」が取り囲んでいます。毛乳頭からの指令により毛母細胞が分裂

し、数が増えることで毛が成長します。

毛には「成長期」、「退行期」、「休止期」の3つの周期（毛周期）があります。

毛は1本1本がそれぞれにこの周期を繰り返しているため、普段は一度に

毛がたくさん生えたり、抜けたりすることはありません。

抗がん剤が毛母細胞という
毛の成長にかかわる部分に傷を付けるためです。

Q1.抗がん剤を使うとなぜ脱毛が起こるの？

抗がん剤は毛乳頭に対しては直接影響を及ぼさないため、抗がん剤治療が終

わると毛乳頭からの指令により再び毛母細胞が増え、新しい毛が生えてきます。

一般的には、抗がん剤治療が終わると
2～3ヵ月後に生えはじめます。

Q2.抗がん剤によって抜けた毛は生えてくるの？

毛の成長が活発な時
期です。

毛の成長は止まったま
まで、自然に脱毛が起
こる時期です。

毛の成長が止まり、
毛包が小さくなる
時期です。

毛周期について

発毛脱毛抗がん剤投与

毛乳頭毛母細胞

毛乳頭
毛母細胞

毛乳頭

成長期の毛
毛包

毛軸

立毛筋

脂腺

毛母細胞
毛球

毛乳頭 毛乳頭

毛包の収縮 毛乳頭

毛細血管

抗がん剤

抗がん剤投与
2週後程

抗がん剤投与終了
2～3ヵ月後

抗がん剤投与後の経過

髪は全体の80～90％が成長期にあり、まゆ毛や鼻毛ではその割合が低くなっています。

抗がん剤は細胞の分裂が活発な部位に強く影響を及ぼします。
毛の成長にかかわる毛母細胞は分裂が活発であるため、抗が
ん剤の影響を受けやすくなっています。そのため、抗がん剤を使
うと毛の成長が止まり、脱毛が起こります。

休止期脱毛のしくみは詳しくはわかっていませんが、抗がん剤
が原因で成長期の毛が休止期に移ってしまうためと考えられ
ています。

抗がん剤を使い
はじめてから
2週後程1)

抗がん剤を使い
はじめてから
2ヵ月後程2)

脱毛のしくみ 脱毛する時期

成長期
脱毛

休止期
 脱毛

もう　 ぼ　  さい　ぼう

もうにゅうとう

休止期成長期 退行期

A

A

1）風間 隆 他: Pharma Medica 1996; 14: 37-41　　2）松葉 祥一 他: Derma 2008; 145: 50-54

知りたい！ 抗がん剤と脱毛・発毛のしくみ
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●爪を短くしておくと、洗髪時などに
　頭皮を傷付けにくくなります。

脱毛がはじまると抜けた髪が散らばるため、
気になる方は髪を短くしておくとよいでしょう。
また、抗がん剤の使用により頭皮が敏感になるため、
頭皮を傷付けないように爪を短くしておきましょう。

Q4.脱毛がはじまる前から気を付けておくことは？

抗がん剤のなかには脱毛が起こりやすいものもありますが、一度に投与する

量が多く、また数種類の抗がん剤を併せて使うほど脱毛が起こりやすい

傾向があります。ただし、脱毛の程度には個人差があります。

抗がん剤の種類や投与量によって、
脱毛の程度は異なります。

Q3.どの抗がん剤を使っても脱毛は起こるの？

使っている抗がん剤の脱毛の程度については
医師または看護師に確認してください。

こんなときは
  爪やすりを使うと便利！

●抗がん剤治療により、
　爪の形が変わったり、
　爪がもろくなった

●二枚爪や割れ爪を
　防ぎたい

A A

知りたい！ 抗がん剤と脱毛・発毛のしくみ 気になる！ ヘアケアのはなし

!!
●髪を短く切っておくと、抜けた髪
　の量があまり気にならず、抜けた
　髪の処理も簡単になります。



この他の原因も考えられるため、頭皮に赤みやかゆみなど
気になる症状があるときは医師または看護師に相談しましょう。
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皮脂などの頭皮の汚れを洗い流すことが大切です。

頭皮を清潔に保つために…頭皮を清潔に保つために…
シャンプーできちんと頭皮を洗いましょう。シャンプーできちんと頭皮を洗いましょう。
頭皮を清潔に保つために…
シャンプーできちんと頭皮を洗いましょう。

●シャンプーは地肌に優しいものや
　刺激の少ないものを選びましょう。

●爪を立てずに優しく洗いましょう。

●シャンプーはよく洗い流しましょう。

●お湯はぬるま湯にしましょう。

●リンスはできるだけ毛先に使いましょう。
（リンスが頭皮の傷付いている部分に付か
　ないようにしましょう。また、リンスは髪を
　保護するためのものなので、髪が抜けて
　いる間は必要ありません。）

●ドライヤーを使うときには
　低温・弱風にしましょう。

頭皮がひりひりする、むずむずするといった症状が出ることもあり、毛嚢

炎※や、皮膚の乾燥が原因となっていることがあります。

また、治療中は頭皮に毛嚢炎（吹き出物）の他、かぶれや湿疹などもでき

やすくなるため、頭皮を清潔にしておくことが大切です。
※毛嚢炎：感染により毛穴に炎症が起こっている状態

抗がん剤により脱毛が起こると、かゆみが
出ることがあります。

Q5.頭皮がかゆくなるのは抗がん剤のせい？

外用抗菌薬や外用ステロイド薬で

治療します。

皮膚の乾燥の場合

乾燥をやわらげるため、保湿剤を

使います。

毛嚢炎の場合

もうのう

えん

髪を洗うときのポイント

A

しょう。

を
て

気になる！ ヘアケアのはなし

!
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髪が生えそろってきても、髪質の回復には個人差があります。また、抗がん剤の影響では

なく、加齢やホルモン療法などの影響により髪質が変わっていることもあります。 育毛剤にはいろいろな種類がありますが、日本皮膚科学会の男性型脱毛症
診療ガイドライン（2010年版）ではミノキシジルが男性型脱毛症（p10参
照）の治療に推奨されており、男性だけでなく女性の男性型脱毛症に対して
も効果があるといわれています。

●産毛から生えてくる、
　毛が細くなる

●色が以前と違う、
　白髪が目立つ

●くせ毛になる

●前髪や頭のてっぺんの毛が
　生えにくい（男性型脱毛症）

生えはじめの髪の特徴

髪がもとの状態に戻るまでには約2年かかります。また、閉経後の方は女性

ホルモンの分泌が減っているため、前髪や頭のてっぺんの毛が生えにくく

なることもあります。

抗がん剤治療が終わっても、毛母細胞はすぐには
もとの状態に戻らないためです。

Q6.抗がん剤治療が終わった後、産毛や
　　以前と違った髪質の毛が
　　生えてくるのはなぜ？

抗がん剤治療が終わってからカラーリング剤を使うときは、まず少しだけ

使い、ぴりぴりしたり、かゆみが出るなどの症状がないかを確認しましょう。

頭皮や髪に刺激を与えるため、
髪がある程度生えそろうまで使うのは避けましょう。

Q7.カラーリング剤を使っても大丈夫？

抗がん剤治療中に使うのは
避けましょう。
治療後に使うときには
医師に相談しましょう。

抗がん剤治療中に育毛剤を使ったとき、

育毛剤が治療効果にどのような影響を

及ぼすのか、また、育毛剤が抗がん剤に

よる脱毛に効果があるのかどうか、

今のところ詳しくわかっていません。

Q8.育毛剤を使っても大丈夫？

カラーリング剤の使用については
医師または看護師に相談しましょう。

A

A

A

気になる！ ヘアケアのはなし

!!
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●枕に抜けた髪が付いてしまうため、枕
に手ぬぐいを巻いておき、手ぬぐいご
と抜けた髪を払うと処理が簡単です。
また、ガムテープで抜けた髪を掃除
する方法もあります。とくに旅行先で
はガムテープが便利です。
●冬の間や旅行先ではナイトキャップ
をかぶるとよいでしょう。

●髪を洗うときには、ざるの上で洗い流
すと抜けた髪が散らばらずにざるで
とどまるため、排水口に髪が詰まるの
を防ぐことができます。
●排水口に専用のネットや、使わなく
なったストッキングなどをかぶせてお
くと、ネットやストッキングごと捨てる
ことができるため、抜けた髪の処理が
簡単です。

抜けた髪の処理は意外と手間がかかることが
ありますが、掃除がしやすいようにいろいろな
工夫をしている患者さんもいます。

Q10.抜けた髪を
　　 簡単に掃除する方法ってあるの？

ウイッグ（かつら）や帽子、バンダナ、付け毛などを
使ってみましょう。

Q9.脱毛による外見の変化に対しては
　　どうすればいいの？

就寝時
掃除を簡単にする工夫

入浴時

ウイッグの使用について

帽子、バンダナ、付け毛の使用について

ウイッグの準備について

●ウイッグを使われる方は、治療前に準備　
をはじめるとよいでしょう。

●医療用のウイッグでなくてもかまいません。
●値段が手頃なものを2～3個用意すると、
気分転換にもなります。

●脱毛すると、髪が生えているときに比べ　
ウイッグがゆるくなるので、サイズ調整ができるものを選ぶとよいでしょう。

●ウイッグをかぶるときは中にバンダナを敷いたり、専用のネットをかぶると、
ウイッグが頭皮に当たって痛くなったり、頭皮が蒸れるのを防ぐことができます。
●ウイッグもメンテナンスが必要です。人工毛（合成繊維）や人工毛と人毛の
混合品は熱に弱いので、洗った後は自然乾燥または冷風のドライヤーで乾か
してください。人毛の製品は温風でも問題ありません。
●商品によってはメンテナンスを行ってくれる販売店もあるので、購入時に問い
合わせてみましょう。

●帽子やバンダナは頭皮を守るために必要です。
●頭皮に刺激を与えないようにやわらかい素材のものを
選びましょう。

●深くかぶることができる帽子は襟足などの脱毛部分も
カバーできます。

●帽子やバンダナに付け毛を組み合わせて使うと、脱毛が
わかりにくく自然にみえます。

A A

気になる！ ヘアケアのはなし
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まつ毛は付けまつ毛でカ

バーできます。まつ毛が少

ないために付けまつ毛が取

れやすくなるので、安価な

ものを使うとよいでしょう。

口紅は顔色がよくみ

えるものを選びましょ

う。ピンク系、ローズ

系、オレンジ系がおす

すめです。つやのある

ものを使うとふっくら

とした唇になります。

ペンではなく、ブラシやスポンジを使って

ぼかすように描きましょう。

色は黒よりも茶系のほうが自然にみえます。

チークを使うと元気な印

象になります。ニコッと

笑ったときに頬が盛り上

がる部分にふんわり丸く

入れてみましょう。

メイクアップでパワーアップ！
気になる部分はメイクでカバー

●まゆ頭は目頭の真上よ
りやや内側になります。

●まゆ尻は小鼻と目尻を
結んだ延長線上で、ま
ゆ頭よりもやや上にな
ります。

●まゆ山は黒目の端の延
長線上になります。

●スカーフ、パイル地の帽子などをかぶり、汗が目に入らない
ようにしましょう。また、めがねをかけると目にゴミが入る
のを防ぐことができ、見た目にも、まつ毛が抜けてしまった
状態がわかりにくくなります。レンズに度の入っていない
めがねも安く手に入れることができます。

●メイクによって見た目をカバーすることができます（次ペー
ジ参照）。

乾燥を防ぐために、マスクを着けるとよいでしょう。

まゆ毛やまつ毛が抜けたら・・・

鼻毛が抜けたら・・・

まゆ毛が抜けると、汗が直接目に入り痛くなることがあります。また、まつ毛

が抜けると目にゴミが入りやすくなります。

抗がん剤の投与により、
まゆ毛やまつ毛も抜けることがあります。

Q11.まゆ毛やまつ毛も抜けるの？

例えば鼻毛が抜けると、鼻の中が乾燥しやすくなり、

痛くなることがあります。また、鼻水が落ちてきやす

くなります。

Q12.他に、どこの毛が抜けるの？

まゆ毛やまつ毛以外にも全身のあらゆる
部位の毛が抜けることがあります。

まゆ毛

チーク

まつ毛

口 紅
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まつ毛は付けまつ毛でカ

バーできます。まつ毛が少

ないために付けまつ毛が取
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よいでしょう。ものを使うと
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まつ毛

口 紅

まゆ頭
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まゆ山

目頭
目尻

A

A

気になる！ ヘアケアのはなし




