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              □ 男性へのアドバイス                     
 
○1.『対症療法では脱毛症は回復しない』                                 
 育毛を促すには、総合的なヘアケアが必要です。体からのメッセージを一つひとつ解決していかなければ、

脱毛症の本質は見えてきません。そのためにはまず、自律神経と白血球のメカニズム、代謝エネルギーのシス

テムと皮膚の生理作用を理解していかなければなりません。ちなみに代謝エネルギーのシステムとは、エネル

ギーを消費、蓄積するシステムのことです。                              
 エネルギーのシステムを動かす力は、食と呼吸で得ることができます。そのためには、十分な栄養を摂り、

消化されてきちんと排泄するということが重要になってきます。食べる量が多くても少なくてもだめです。そ

して、最も重要なのは、腸管発酵を助ける細菌叢がきちんとしていることです。脱毛だけでなく、あらゆる疾

患も必ずこのエネルギーシステムと関わっています。つまり、エネルギーの過剰消費や過剰蓄積が、疾患に結

びついているのです。                                     
 免疫学の安保先生によりますと、自律神経はエネルギーのシステムと連動していて、身体に入ってきたエネ

ルギーを効率よく使うための指示を全身の細胞に向けて発します。こうして自律神経は細胞全体を統合してい

ます。病気や健康というものを総合的、全体的に把握するには、この「エネルギーのシステム」「自律神経の

システム」「白血球のシステム」という三つのシステムのありようと相互的な働きを知り、理解することが重

要です。                                              
 交感神経は身体の興奮をつかさどり、副交感神経は身体をリラックスさせます。両者の働きはすべての病気

をもらさず包み込んでいます。                                    
 白血球はマクロファージという形をしていましたが、そこから進化して細菌を処理する顆粒球、免疫をつか

さどるリンパ球が生まれました。これら白血球が自律神経に支配されているため、自律神経が乱れると、感染

症だけでなく他のすべての病気の発生や回復のプロセスに関わってくるのです。              
 たとえば強いストレスを受けたり、過度にがんばったりすると、交感神経が興奮して顆粒球過多となり、組

織破壊の病気が起きます。逆にのんびりとリラックスしすぎると、副交感神経が過剰優位になってリンパ球が

増加し、アレルギー性の病気を起こします。この仕組みを理解すると、病気の謎はすべて解けてくるのです。  
 交感神経による白血球の支配の法則がわかると、ほとんどの病気の発症原因がわかります。特にリンパ球と

顆粒球は交感神経が優位になるとますます活性化し、常在菌と戦って化膿性の炎症をみずから起こす性質があ

ります。これが細菌のいない場所へ押しかけた場合、活性酸素で組織を破壊します。つまり、細菌があっては

じめて顆粒球は化膿を起こすのであり、細菌のないところでは組織破壊の炎症を起こすのです。安保先生は著

者「免疫革命」（講談社インターナショナル）の中でこう述べています。                  
 さらにストレスや極度の緊張状態が続くと、顆粒球が増えすぎ、最終的に上皮細胞や腺組織へ行きますが、

そこには必ず常在菌が住みついているため、顆粒球の活性酸素にさらされる機会も増え、増殖遺伝子にダメー

ジを与えて、脱毛症やガンを促してしまうのです。                           
 ですから、対処療法では「木を見て森を見ず」といった治療になってしまい、回復にはつながらないのです。

その上あらゆる症例は、性別、年齢、食生活、環境など、複合的な原因がいろいろと重なって起こっているの

です。 



                                               
○ 2.『あなたの食生活は間違っている』                                  
 健康でなければ、健康な毛は生えてきませ

ん。健康な体を作り、維持するためには、ま

ず食生活の改善が必要となってきます。そし

て、その食事によって常に弱アルカリ性の体

質を保つ事が、髪の毛のために大切になって

くるのです。                                          
 もし、あなたが肉類やお酒、甘いものが好

きで、タバコも吸うとしたら、おそらくあな

たの体は酸性体質だと思います。このような

食生活を続けていれば、いずれは動脈硬化や

狭心症などの成人病（生活習慣病）になって

しまう確率も高くなってしまうのです。「成人

病＝薄毛や脱毛」といっても過言ではないの

です。そうならないためにも、まず毎日の食

事には十分に気を使ってください。                    
 では、実際にどのような食生活にすればい

いのか。体質を改善するための食生活の基本

を紹介していきますので、毎日の献立の参考

にしてみてください。                             
 「日本人の主食を見直す」                                     
 薄毛や脱毛の悩みで相談に来られる人の体

温を調べてみると、ほとんどの方が 35度台で
す。これは普通の人よりも 1 度以上低い体温
なのです。体温が低いという事は、体からあ

まりエネルギーが出ていない事を意味します。

また、肩こりや腰痛、シビレ、倦怠感、冷え

性、自己免疫力の低下、不眠症の原因にもな

っているのです。そして、薄毛や脱毛の根本

的な原因にもなってしまいます。              
 さらに頭皮の温度が 28 度以下だと脱毛状態が続きます（接触温度計を基準）。これは髪の毛の成長が休止
状態になっているからです。そして、頭皮の温度が低い状態のままだと、もっと抜け続けると思ってください。

また、脱毛状態が 1年以上続くと、毛母細胞の退化や何らかの理由で、毛母細胞が破壊されている恐れがあり
ます。                                               
 低体温の人は冷たいものや生ものを避け、できるだけ火を通したものを意識して食べるようにしてください。

エネルギーとなる炭水化物のなかでは、お米（玄米）が最も理想的な食べ物です。朝食には特に消化がよくて

温まる雑炊やお粥がおすすめです。また、穀物や芋類、豆類もおすすめです。野菜も生で食べるより、スープ

などにして温かい状態で食べるようにしましょう。冷たいものや生ものは、それらを消化・吸収するためにエ

ネルギーが消費されてしまうのです。                                 
 日本人で低体温の人は結構います。また、戦後、年齢に関係なく無気力な人たちも増えてきました。若ハゲ

が多くなってきたのも戦後からです。では、なぜそのような人たちが多くなったのでしょうか。決定的に変わ

ったのは、エネルギー源として主食が変わってしまった事です。これが原因だと考えられています。     
 長い間、私たち日本人は米やイモ類などのでんぷん質のものを主食としてきました。そのため、体質的にア

ミラーゼというでんぷん質分解酵素の働きがとても優れています。それが戦後になって、急激に肉類や乳製品

などの欧米食が主流になってしまったため、成人病や薄毛や脱毛になる確率も高くなってしまったのです。  
 世界中で日本ほど、短時間で食生活が変わってしまった国はほかに類を見ません。そのため、体にトラブル

が起きてしまうのも不思議ではないのです。                              
 日本人の主食である米には、糖質（炭水化物）が豊富に含まれています。糖質は分子量の大きさによって 3
種類に分けられますが、ブドウ糖や果糖などは最も分子が小さくて吸収されやすく、体に負担をかけません。  
 けれども、ダイエットを行っている人で極端に米を減らす人が増えています。極度の糖質不足は、体を構成

するタンパク質を分解しますので、基礎体力が落ちて疲れやすくなってしまいます。そして、肝臓の解毒作用

が衰え、肌荒れなどのトラブルを起こしてしまうのです。また、ブドウ糖が不足すると、脳のエネルギー源が

足りなくなり、意識障害を起こす事もあります。                            
 最近では職場や家庭でパソコンを使う機会が多くなり、脳のエネルギー消費量も増えていますので、糖質の

摂取は不可欠といえます。その意味からも、今の食生活を日本人の主食である米を中心にするべきです。三食

とも米を食べ、できれば一食につきお茶碗に二杯は食べる事をおすすめします。ダイエットで避けられがちな

米ですが、米は食べ過ぎても肥満になる事はありません。                        
 なお、米は大豆のタンパク質といっしょに摂る事でとてもよい状態のアミノ酸組成となりますので、ぜひ味



噌汁と一緒に米を摂るようにしてください。味噌汁ではカルシウムや鉄分など、一日に必要な栄養量の四分の

一を摂る事ができます。また、ビタミンＡやタンパク質は 15％を摂る事ができます。旬の野菜を味噌汁の具
にして摂る事をおすすめします。                                   
 味噌汁は塩分が高い、といって敬遠する人もいますが、食塩濃度は 1％くらいです。人間の体の生理的食塩
水は 0.9％ですから、体に悪いという事はありません。たしかに塩分を摂り過ぎるとカリウムが体外に出てし
まいますが、気になる人は、味噌汁の具にワカメや玉ねぎを入れるとカリウムを補う事ができます。胃も荒れ

ませんので、たくさん味噌汁を摂る事をおすすめします。                        
 秋や冬に輸入ものの南方産の果物を食べたり、清涼飲料水を飲んだりする事も体を冷やします。パンやビー

ル、カレーなども体を冷やすものです。                                
 それから、なんでもかんでも熱くして飲んだり食べたりするのも考えものです。低体温の人はできるだけ火

を通したものを意識して食べる方がいいからといって、熱くしすぎてしまうと意味がありません。胃の粘膜を

荒らさず、おいしく食べられる温度は 70度くらいです。これもぜひ覚えておいてください。        
 「植物性脂肪（不飽和脂肪酸）を多く摂る」                             
 脂肪は人間の体を維持していくために、なくてはならない栄養の一つです。脂肪には動物性と植物性の二種

類があります。動物性脂肪の多くは飽和脂肪酸で、ラードのような固形状です。植物性脂肪の多くは不飽和脂

肪酸で液状です。頭頂部が薄くなったり禿げたりする男性型脱毛は、この動物性脂肪（飽和脂肪酸）の摂取が

原因なのです。特に牛肉や乳製品の脂肪がよくありません。脂肪を摂取するにしても、体質改善のためには植

物性脂肪を摂る事が重要となってきます。調理用の油は、ラードやバターから植物油に替えましょう。    
 不飽和脂肪酸の一つであるｎ―3油のえごま油やしそ油などのアルファリノレン酸（加熱しない事）は、血
液中のコレステロールと結びつき、胆汁となって排泄されます。これはコレステロールを除去して血液の凝固

を防ぎ、血液の中性脂肪を減らす働きをするのです。                          
 不飽和脂肪酸は魚介類（カキやシジミ、アサリ、ホタテ、イカ、タコ、エビ、青魚など）や海草類に多く含

まれ、植物油のなかではｎ―3油その他、菜種油やあまに油などに豊富に含まれています。特にイワシやサバ
などの青魚は生で食べる事をおすすめします。                             
 植物性リノール酸でも、ｎ―6油（オリーブ油、ごま油、サラダ油、大豆油、コーン油、ひまわり油など）
はイライラをつのらせ、攻撃性を高めて睡眠障害を起こすといわれているため、なるべく摂らないようにしま

しょう。マーガリンやショートニング硬化油などはとても危険なものです。洋菓子やチョコレートなどに使わ

れている場合がありますが、摂ってはいけません。                           
 「野菜類を多く摂る」                                       
 野菜に含まれているビタミンやミネラルは、ほかの栄養素との潤滑油となって働くもので、体の調子を整え

るのに大切な役割を果たしてくれます。                                
 また、野菜に含まれる食物繊維は腸のぜん動運動を促して便秘を解消し、コレステロールや有害物質を吸着

して排出する働きをします。そのため、動脈硬化をはじめとする様々な成人病（生活習慣病）の予防にも効果

があります。緑黄色野菜に豊富に含まれているカロチンは、皮膚や粘膜を丈夫にし、脂質の酸化を防いで万病

の元といわれる活性酸素を無害化する働きをしてくれます。                       
 このほか野菜には、ビタミンＣやビタミンＢ群、カリウム、カルシウム、鉄分なども含まれ、私たちの体を

活性化させて毒素を取り除いてくれます。さらには循環器系の機能低下を防止するのにも有効です。大人一人

あたりの一日の必要量は、淡色野菜 200 グラム、緑黄色野菜 100 グラムです。これらの野菜を温めて摂るこ
とをおすすめします。味噌汁の具にするなど、毎日の食事に野菜を摂り入れるよう心掛けましょう。     
 夏には夏の野菜を、冬には冬の野菜を食べます。その土地で採れたものを食べるのが基本です。冬野菜であ

る根菜類は鉄分やデンプン質のものが多く、大根や白菜、ネギ、玉ねぎなどは体を温めてくれます。さらに自

己免疫力を高める作用もあります。冷え性や低体温の人は、生姜を食べる事をおすすめします。       
 「タウリンを多く摂る」                                      
 人間の心筋や膵臓、筋肉、肺、脳、骨髄などにあるタウリンには、血液のコレステロールを減少させ、肝臓

の解毒機能を強化し、血圧を正常にする働きなど、多くの生理的効果があります。また、コレステロールを胆

汁として体外に排出する作用や心筋梗塞を防ぐ効果などもあるといわれています。             
 タウリンは特に魚介類に多く含まれ、なかでも帆立、カキ、アサリなどの貝類やイカ、タコ、エビなどに豊

富に含まれています。                                        
 「タンパク質は植物性のものを、動物性は魚介類から」                        
 しかし、タンパク質を摂るにしても、牛肉などの動物性のものはカロリーが高い上に動物性脂肪が多く、植

物性タンパク質の方が数段すぐれているといえます。そのため、タンパク質はできるだけ豆腐や納豆などの大

豆製品や海草など植物性のものから摂る事と、動物性タンパク質は魚介類や鶏のササミなどから摂るようにし

てください。                                            
 「糖分を控える」                                         
 白砂糖は酸性体質を助長します。できるだけ摂取しないようにし、摂るにしても、一日 70ミリグラムまで
としてください。特に間食が習慣となっていて、甘いお菓子や清涼飲料水をよく口にする人は要注意です。コ

ーヒーや紅茶に砂糖を入れる習慣のある人も、糖分の摂り過ぎには十分に気をつけてください。なお、合成甘

味料の入っているジュースやコーラ、清涼飲料水は摂取しないようにしましょう。これらは急性糖尿病の原因

といわれています。体からカルシウムを出してしまい、イライラや不眠症、精神病になる危険性があり、骨粗



鬆症となる恐れもあります。その上、男性型脱毛の原因ともなります。ほかにも合成甘味料が色々ありますが、

当分は育毛のためには良くありません。また、炭酸（ソーダ水）の入っている飲料も避けるようにしましょう。

体から酸素を奪い、脳や体を疲れさせます。                              
 「ゴマは栄養の宝庫、髪にもよい」                                 
 ゴマは豊富な栄養を含む自然食品で、その効果は現在わかっているだけでも驚くべきものです。たとえばゴ

マ 25グラム（大さじ山盛り 2杯分）には、鉄分がほうれん草 65グラム分、カルシウムが牛乳 1.5本分、ビ
タミンが胚芽米 240グラムも含まれており、ファイバーはピーマン 140グラム分も含まれています。     
 さらにゴマに含まれるビタミンＥには血管の若さを保ち、動脈硬化を防ぎ、老化を遅らせる働きがあります。

また、リノール酸とビタミンＥが協力しあうと、血管壁にたまったコレステロールを除去する働きがあるため、

高血圧や脳卒中、心筋梗塞などの成人病（生活習慣病）の予防にも効果があります。            
 血液の流れが滞ると頭皮にも悪影響を及ぼしますから、この効果は髪の健康のためにも理想的なものです。

また、黒ゴマの黒い色素は、毛髪の色素であるメラニンの形成を促進する働きをし、髪のツヤにも効果があり

ます。                                               
 このようにゴマは栄養の宝庫で、髪のためだけでなく体にもいいのです。特に調理しなくても食べられるた

め、毎日摂るよう心掛けてください。                                 
○ 3.『遺伝と男性型脱毛の関係について』                                 
 薄毛や脱毛には遺伝の家系があると考えられていますが、実は遺伝というよりも後天的な条件によるものが

多いのです。けれども、薄毛や脱毛は遺伝だから仕方ない、とあきらめている人はたくさんいます。     
 髪と頭皮に限っていえば、ＤＮＡによって祖先から継承される特徴は、髪の毛の色や太さ、クセ毛などの情

報と、毛根の量などです。こうした遺伝的要素より、家族での食生活が脱毛の大きな原因となっていることが

多いのです。                                            
 たとえば、家族で牛肉や油物の多い食事が好きな場合、また動物性脂肪の多い乳製品や洋菓子、高脂肪食や

白砂糖や合成甘味料などの高カロリー食をしているときは、食生活を改善すると脱毛が治る場合が多々ありま

す。脱毛に悩んでいる人は、たいていこのような食生活の家庭の人です。私はこのような食生活から起こる脱

毛のことを「動物性脂肪摂取過多脱毛症」または「男性型脱毛」と呼んでいます。このような食生活は、男性

ホルモン分泌を過剰にするだけでなく、体を酸性体質にしてしまい、ドロドロになった血液が毛細血管に詰ま

って酸素や栄養素が毛乳頭へ届かず、毛母細胞の分裂を妨げるのです。また、強いストレスを受ける生活を送

っていたり、ストレスを受けやすい性格である事は、たとえ不飽和脂肪酸を多く摂っていたとしても活性酸素

ですぐに過酸化脂肪質を形成して、やはり同じように動脈硬化や狭心症などの成人病（生活習慣病）の原因に

もなります。                                            
 男性型脱毛は近年、小学生にも見られます。頭頂部が薄くなったり禿げたりするのが特徴ですが、遺伝のた

めとあきらめる事はありません。食生活や嗜好品のとり方を見直し、髪が生えてくる条件を整えることを心掛

けてください。                                           
○ 4.『アトピーとアレルギー、脱毛症の問題』                             
 薄毛や脱毛で悩む人の中には、アトピーやアレルギーの悩みをもつ人も少なくありません。実はこれらの症

状も、食生活の問題が大きく関係しているのです。                           
 アトピーは、カップメンに代表されるような、食品添加物が含まれたインスタント食品や合成香料、合成着

色料、化学調味料類、乳製品や輸入肉を使用した外食ハンバーガーなどを中心とした食生活を続けている事が

原因の一つと考えられます。                                     
 これらの食品に含まれている食品添加物（化学物質）が皮下脂肪にたまると、体はそれらを異物や細菌とみ

なし、白血球やリンパ球、活性酸素などで攻撃するため、アトピーになるのです。一般的に女性の方がひどい

のは、男性よりも皮下脂肪が厚く、肥満細胞が多いためだと考えられます。しかし男性の方でも動物性脂肪の

摂り過ぎはアトピーになりやすい体質となります。                           
 また、アレルギーの原因は、食べ過ぎたり、食べ物を良くかまなかったり、消化の悪いものを食べたり夜遅

くに食事をしたりする事により、胃で未消化のまま食べ物が腸に送られてしまい、未消化のタンパク質が抗原

につながるためと考えられています。ですから、夜遅く食事をしないようにしてください。食事をするにして

も、漢方の消化薬を飲んで消化を助けるようにするか、お粥など消化にいいものを食べるようにして下さい。

また、アトピーと同様、食生活による化学物質の蓄積も原因の一つとして考えられています。        
 このようにアトピーやアレルギーも、食生活の問題が大きく関係しているのです。            
 これらの症状は、食生活の改善や早寝早起きの生活、温浴ゲルマニウムによってすぐに改善される人もいま

すが、薄毛や脱毛とアトピーやアレルギーを同時に抱えている場合、薄毛や脱毛の手当よりも、まず健康体に

戻すための時間を費やさなければなりません。                             
 さらに、アトピーやアレルギー治療に使用されるステロイド剤などの副腎皮質ホルモン剤は、皮膚の血流を

止めることによりただ症状を抑えるだけで、何ら根本的な改善にはなりません。それどころか、症状は一時的

に治まったとしても、次にもっとひどい症状が起こる事もあるのです。医学書によれば、脱毛を引き起こすと

も記されています。                                         
 それにもかかわらず、脱毛症で皮膚科に行くと、多くの場合、塗り薬などに副腎皮質ホルモンが処方されま

す。ホルモン剤は少なすぎても多すぎても体によくない微妙な物質です。もし、ホルモン分泌が少なくて脱毛

を引き起こしているのであれば、安易にホルモン剤を投与するのではなく、なぜホルモンが分泌しないのかと



いう原因を考え、原因を改善するための治療をしていかなければならないはずです。            
 外から入れられたホルモンはスムーズに吸収されず、ホルモン過多になってしまう事も考えられます。副腎

皮質ホルモン剤が投与され、消化不良や不眠症、神経過敏、過酸化脂質の形成、血行不良などの副作用が出る

と、脱毛の場合、状況がより悪化してしまう事にもなりかねません。                   
 体内で作られる副腎皮質ホルモンは、腎臓の上にある「副腎」という臓器の「皮質」から分泌されているホ

ルモンで、副腎の「髄質」からアドレナリンを分泌する副腎髄質ホルモンが「闘争のホルモン」といわれるの

に対し、副腎皮質ホルモンは「癒しのホルモン」と呼ばれています。この副腎皮質ホルモンは、おもに炎症を

抑える作用や止血する作用などがあり、生命維持に重要な役割を担うものです。こうした作用を科学的に合成

して作られた薬が「副腎皮質ホルモン剤」なのです。                          
 「癒しのホルモン」「安らぎのホルモン」である副腎皮質ホルモンを自然に分泌させるには、睡眠や休養、

栄養を十分にとり、リラクゼーションを心掛けるようにして、ストレスに負けないようにする事です。    
 まずは食生活の怖さ、ホルモン剤の怖さをよく認識して、改善を試みてください。            
○ 5.『交感神経と脱毛症』                                      
 あなたの性格は怒りっぽいですか？それとものんびり性で、細かい物事には無頓着な方ですか？仕事や勉強、

スポーツやゲームなど何をするにも一生懸命でとことんやる方ですか？                   
 怒り、悲しみ、苦しみ、喜びの感情が激しい人は、いわゆる良い表現をすれば「情熱的」という事ですが、

自律神経の交感神経が絶えず緊張したりするタイプです。一度怒ると本当に人が変わったように感情をむき出

しにする人は意外と多いようです。食べ物も酸性食品や、食品添加物の多く含まれている物、肉食や炭酸飲料、

合成甘味料や砂糖などを多く使った料理を好む人も感情の起伏が激しくなります。夜型生活なども含め、これ

らの事柄は交感神経をいつも優位にしている事になります。そして体の中に活性酸素を増やす事になってしま

うのです。                                             
 交感神経の使いすぎは、血流の白血球の顆粒球を異常に増やします。顆粒球が増えると、消滅せずにそのま

ま上皮組織へ出てきて、その活性酸素で自分の細胞を破壊してしまいます。                
 ストレスで胃が痛くなったり、神経の使いすぎで過敏性大腸炎や下痢症状を起こしたりしますが、毛髪にも

異常が表れます。皮脂分泌を促進したり、毛母細胞を破壊したりするのです。毛母細胞の細胞分裂は毎日、絶

えず行われていて、毛髪は一日に約 0.3ミリ伸びますが、この細胞分裂のときに顆粒球の活性酸素が細胞を壊
します。皮膚には常在菌（いろいろな細菌）がいますが、増えすぎると顆粒球が活性酸素で攻撃するのです。  
 交感神経の働きは季節によっても違います。秋や冬は、寒さによって交感神経が優位になるため、その影響

から顆粒球過多となり、脱毛を引き起こしやすくなります。                        
○ 6.『夜型生活』                                           
 不規則な生活をしていると、たとえ病気にならなかったとしても、食欲がなくなったり、不眠症になったり、

体がだるくなったり、症状は人それぞれですが、体になんらかの不調を訴えるようになります。これは本来、

人間の体に合ったリズム（体内リズム）と異なる行動をしていることが原因だと考えられます。また、薄毛や

脱毛で悩んでいる人のほとんどが夜型生活をしているといっても過言ではありません。           
 現代の日常生活では、様々な場面で体内リズムを狂わせる要素がたくさんあります。このような環境下で、

私たちが健康を維持していくのに最も有効な方法は、質のよい睡眠をとる事です。睡眠は心と体のリズムを修

復する時間でもあるのです。                                     
 睡眠は必ず 8時間とらなければならないという事はありません。問題は睡眠の量ではなくて質なのです。最
近では年齢に関係なく遅くまで起きている人が増えました。小さな子供でも、母親が夜型だと夜型の生活を送

っている事が少なくありません。                                   
 人間は本来、日中に活動し、暗くなると眠るようにできているため、夜型生活は禁物です。朝型生活に変え

るようにしてください。                                      
 成長ホルモンが最も分泌される時間帯は、午後 11時から午前 4時までの眠っている間です。この時間帯の
成長ホルモンは、副交感神経に働きかけて血流を最大にし、一日のうちで最も多くの栄養分や酸素などのエネ

ルギーを脳や各細胞へ補給します。つまり、細胞が修復される時間帯というわけです。髪の毛でいえば、毛母

細胞が活性化する時間帯なのです。                                  
 睡眠と育毛の関係は大きい、といわれるのは、この成長ホルモンが関係しているためです。特に午前 0時か
ら 2時までの間が、最も眠りが深くなる時間帯です。そのため、遅くとも 11時までには眠るようにしてくだ
さい。                                               
 もし眠る時間が午前 0時くらいになってしまえば、脳の疲れは完全に取れず、体温の低下をもたらす事にな
ります。このため体がだるく、気力が出ない、といった症状が出てきます。                
 理想的な睡眠を得るためには、9時以降は天井の電気を消し、机のスタンドかフロアスタンドだけにする事
です。これは、眠りへ誘導してくれるメラトニン（脳内ホルモン）が分泌されるのに、2～3 時間かかるため
です。目線より下のライトだけにすると、このメラトニンが分泌されるように導かれるのです。ちなみに夜に

なって部屋の中で煌々と電気を点けているのは日本人くらいのものです。                 
 また、夜遅くまで交感神経を使いすぎると、自律神経のバランスが崩れてしまいます。このバランスが崩れ

ると、副交感神経が働かなくなって、安眠できなくなってしまうのです。なかなか寝付けないという人は、体

内リズムが正常に機能していない証拠です。副交感神経から交感神経への切り替えをスムーズにするには、午

後 10 時までに就寝し、朝は 6 時半までには起床するようにしてください。このような生活を送っていると、



自律神経のバランスが回復し、不眠症や頭痛、手足のしびれや冷え性、肩こりなどの症状も改善されます。ま

た、脱毛症の早期回復も望めるようになるのです。                           
 どうしても起きることができない人は、タイマーなどをセットし、タイマーが鳴ると点灯したり、遮光カー

テンで部屋を暗くせずにレースのカーテンだけにしたり、日の出とともに光が入ってくるようにするといいで

しょう。朝が弱いという人でも、30 分もすればいやでも起きることができます。これは、目と目との間の奥
には体内時計のスイッチがあり、目に光が当たると起きることができるようになるためです。入院すると 9
時消灯、6時起床となっているのは、早く傷を治したり、健康体にしたりするには、この時間帯に眠るのが一
番という事を医者が知っているからなのです。                             
 また、起床してからは胃が働きだすのに 30分かかりますので、早起きをしてしっかりと朝食を摂る習慣を
身につけてください。                                        
 環境の変化に振り回されずに、人間本来のリズムを維持する事で、体内リズムは正常に機能するようになり

ます。そして、育毛にもよい影響を与えるようになります。                       
○ 7.『ストレス』                                          
 私たちの日々、多少なりとも様々なストレスを感じて生きており、その種類や感じ方も人それぞれです。社

会のリズムと人間本来の生体リズムにズレが生じたとき、ストレスを感じることとなります。また、ストレス

は私たちの体に色々な悪影響を及ぼします。ひどい時には、ストレスによる神経症（ノイローゼ）になってし

まったり、三日で髪の毛が抜け落ちたりする事もあります。                       
 ストレスによって起こる様々な症状は、自律神経とホルモンのバランスが影響していると考えられています。

心身ともに正常でいるためには、自律神経とホルモンの関係がバランスよく保たれていなければなりません。

そうでなければ、体温の維持や食物代謝、免疫機能などのホメオスタシス（生体恒常性）を、正常に維持する

事はできません。                                          
 自律神経は血管を包み込むように分布しており、その神経が血管を収縮させたり拡張させたりして、血液の

流れをコントロールしています。血液は体の各臓器に栄養や酸素を送り届けるという重要な働きをしているた

め、スムーズに流れなくなると、私たちの体には様々な障害が起きてくるのです。もちろん髪の毛の健康にも

大きく影響してきます。                                       
 たとえば、ストレスで自律神経が不安定な状態になると、頭皮の血管が収縮ぎみになったり、副腎髄質から

アドレナリンが分泌されたりします。そのため、血液がドロドロになって毛根に運ばれる量も少なくなり、髪

の毛に十分な栄養や酸素が届けられなくなります。また、食べ物が喉を通らなくなり、成長ホルモンが出なく

なる事もあります。こうなると、生えてくるのは栄養の不足した貧弱な髪の毛になってしまいます。また、体

が酸性体質になってしまいますので、海草などのアルカリ食品を摂るようにして体を弱アルカリ体質に戻すよ

う心掛けることも大切です。                                     
 ホルモンは各細胞の活動を刺激し、体全体の機能を調節しています。そのため、甲状腺ホルモンの機能が低

下してしまうと、髪の毛は柔らかくやせ細り、うぶ毛のようになってしまいます。             
 髪の毛のトラブルの原因は様々で個人差があり、ほとんどの場合、複数の原因が重なって起こってしまうす

べて述べましたが、中でもストレスが占める割合は大きいといえます。                  
 私たちがストレスを感じずに生活していくのは、とても難しい事だと思います。しかし、髪の毛の状態がよ

くないと気づいたら、まず、ストレスが原因となっているのではないかと考えてみてください。ストレスが原

因となっているのではないかと考えてみてください。ストレスの原因がわかれば、改善のための対策も立てや

すくなると思います。                                        
 また、性格によってもストレスの感じ方が違い、育毛にも影響が出てきます。だいたい内向的な人が、2～
3倍は回復が早いものです。ですから薄毛や脱毛になったからといって、悲観してばかりいても良くなるはず
がありません。正しい育毛法をきちんと習い、前向きになって早く髪の毛が改善されていく喜びをかみしめて

欲しいと思います。                                         
 また、映画を観たり、音楽を聴いたり、アロマテラピーでリラクゼーションしたり、美味しいものを食べた

りするなど、五感を楽しませる事によって体が活性化されますので、趣味などを充実させながらストレスと上

手く付き合い、少しでも薄毛や脱毛の原因となるストレスをなくすよう心掛けてください。         
○ 8.『清潔症候群』                                         
 近年、殺菌や除菌効果のあるソープなどが流行っています。これらを大々的にアピールしているＣＭの影響

も大きいと思われますが、本当に日本でここまで殺菌や除菌に気をつける必要があるのか、と疑わずにはいら

れなくなるほどです。                                        
 また、最近では子供の数が減っているため、母親が子供を大事に育てるケースが多くなったように思われま

す。そのため、子供をきれいにしようと、殺菌や除菌効果のあるソープなどをやたらと使わせているのです。  
 たとえば、手を洗うだけなら殺菌や除菌の必要はありません。傷があったり、手術をしたりするのならわか

りますが、普段は水道の水で洗うだけで十分です。このような殺菌剤入りのハンドソープを使い続けていれば、

手の皮膚の機能が低下してしまいます。                                
 食中毒を引き起こす菌が手から口に入ってくることは否定しませんが、日本では食事をするときは箸を使い

ますので、それほど神経質になる事はないと思います。また、よく噛んで食べる事により食べ物に唾液が混ざ

り、殺菌してくれます。そのため、皮膚の機能を低下させてまで、殺菌や除菌に気をつける必要はないと思う

のです。このことはシャンプーやうがい薬、ボディソープにもいえることです。              



 たとえば、フケ止め用のシャンプーがありますが、使う必要はありません。フケには乾燥性のものも脂漏性

のものもあり、原因は一つではないのです。乾燥性のフケなのに皮脂を取りすぎてしまうと、よけいにフケが

出るようになってしまいます。また、フケを止めるために化学物質がふくまれている事がありますので、頭皮

にはよくないのです。                                        
 薄毛や脱毛の原因は皮脂の過剰分泌だからといって、合成界面活性剤入りのシャンプーを使うのも、逆効果

になってしまいます。合成界面活性剤は食器洗い用の洗剤に入っている化学物質です。確かに少量で皮脂も取

れ、髪の毛がパサパサになった方がきれいになった感じがするかも知れませんが、皮脂を取ることと汚れを取

ることは違うのです。皮脂は角質を保護する天然のバリアで、取りすぎると皮脂膜を荒らす事になります。そ

こに合成界面活性剤がつけば、角質に染み込んでしまいます。そうなると皮膚の機能が低下してしまう事にな

るのです。角質には水分を体の外に逃さない役割があります。また、外部から侵入してくる有害物質を防ぐ重

要な働きもしてくれるのです。                                    
 この他にも、ヘアトニックやヘアリキッド、ポマードなどもつける必要がありません。それらにも化学物質

が含まれていることがありますので、髪の毛や頭皮にダメージを与えてしまう事になりかねません。     
○ 9.『タバコ』                                           
 近年、タバコの有害性について、新聞や雑誌などで取り上げられる事が多くなってきました。路上喫煙の禁

止区域や健康増進法施行にともなう公共の場で全面禁煙など、年々喫煙に関する規制も強まっています。    
 「タバコは百害あって一利なし」といっても過言ではありません。それは、タバコは人間のホルモンを狂わ

す化学物質のかたまりだからです。                                   
 最近では禁煙をする人も増えており、特に中高年の男性の禁煙者が多くなってきたように思われます。また、

世論調査や意識調査によれば、喫煙者の 7割以上が禁煙願望をもっているようです。しかし、喫煙による有害
性がこれだけ叫ばれているにもかかわらず、多くの人たちが未だに呆然と「肺ガンになるかもしれない」とい

った程度の浅い知識しかもっていないのも事実です。そして、まだまだ街で喫煙する人は多く見かけますし、

女性の喫煙者も少なくないようです。                                 
 タバコの煙には約 4000種類の化学物質が含まれており、ベンツピレンやシアン化水素、ベンゼン、一酸化
炭素、ダイオキシン、ポロニウムなどの発がん性物質や発ガン促進物質も約 200 種類含まれているといわれ
ています。また、ニコチンをより体内に染み込ませるために、葉を包む紙にアンモニアも含まれているようで

す。これは喫煙者がタバコを止められなくするためには、つまり、よりニコチン中毒にするためであることは、

言うまでもありません。                                       
 また、タバコには肺ガンや動脈硬化を引き起こす要因があるとされており、ニコチンやタールなどの有害物

質が肺に付着して、酸素交換を悪くするともいわれています。酸素の供給が悪くなると、体の各器官への栄養

が不足する事になります。そして、毛細血管から栄養分を与えてもらっている毛乳頭まで、栄養分が行き届か

なくなってしまうのです。また、タバコは血流を著しく悪化させます。                  
 実際、喫煙者の頭皮の温度を測ってみると、タバコを吸う事によって皮膚の温度が瞬く間に下がるのがわか

ります。その影響は、タバコを吸う脱毛症の人の場合、回復がとても遅く、非喫煙者の倍以上の時間がかかっ

てしまう事があるのです。また、悪化してしまう事も少なくありません。                 
 毛乳頭にきちんと栄養が届かないと、髪は本来の美しいツヤを保つ事ができなくなります。また、喫煙が体

内のビタミンＣを壊すことは、多くの人に知られている事ですが、ビタミンＣが欠乏すると、皮膚から弾力や

みずみずしさが失われ、肌が荒れるのと同じように頭皮も髪の毛もダメージを受けてしまうのです。毛母細胞

が働かなくなるため、髪の毛が細くなってツヤがなくなり、切れ毛になってしまうケースが多いのです。さら

に喫煙によって頭皮の層も薄くなり、毛根がつぶれて楕円形になると、髪の毛はウェーブがかかるように変形

してしまいます。こうなってしまうと、もう治すことはできなくなってしまいます。            
 頭皮も髪の毛も正常の人の場合、一つの毛根から二～三本の髪の毛が生えていますが、喫煙による害が現れ

てくると、一つの毛根から一本の髪の毛しか生えなくなり、次第に髪全体の量が減ったようになり、髪の毛も

薄くなってしまいます。                                       
 タバコの害は吸っている本人だけの問題ではありません。タバコの煙は本人が吸い込む「主流煙」の害より

も、タバコの先端から立ち上る「副流煙」の害の方が大きいといわれているからです。最近では、非喫煙者が

副流煙を吸わない権利を主張する運動が起こっているようですが、当然の権利だと思います。        
 たとえば、夫が喫煙者である場合、その妻が肺ガンになる確率は、喫煙しない夫をもつ妻が肺ガンになる確

率のおよそ 2倍という調査結果も出ているくらいです。また、タバコに浸み込ませた合成香料やタバコを巻く
紙が不完全燃焼するときの煙は、ニコチンよりも有害と考えられています。                
 さらに、タバコの発がん物質は皮下脂肪や内臓の脂肪にも蓄積されていきます。             
○ 10.『こんな食生活があぶない！』                                 
 まず肉についてです。                                       
 「腐」という漢字のなかには「肉」という漢字が入っています。あたかもこの漢字が暗示しているかのよう

に、肉（この場合は魚肉、鶏肉は含みません）は日本人の体質には合わないのです。            
 肉が大量に輸入されるようになったのは、戦後からです。しかし、輸入肉の多くは早く成長させるために、

合成の成長ホルモン剤と抗生物質が投与されており、人工的に飼育された肉なのです。さらにひどい肉になれ

ば、乳が出なくなった乳牛が食肉としてキログラムあたり 10 円か 20 円で輸入されている場合さえあるので
す。このような肉を食べ続けることによって、髪の毛のほかに体にどのような影響が出てくるか、考えただけ



で恐ろしくなるくらいです。高級な肉でも日本人の体質には合わないため、ほどほどにしておくべきでしょう。  
 日本人はもともと米やイモ類を主食としてきました。そのため、欧米人に比べると腸が長く、消化されずに

腸の中に入った肉は、腐る事さえあります。また、肉は高たんぱく、高脂肪、高カロリー食品で、老化やガン、

アトピー、尋常性乾癬、生活習慣病など、手当の方法がなく人間を苦しめる疾患の 90％以上の原因と考えら
れている活性酸素を多く発生させてしまうのです。「肉食は万病のもと」といわれたり、様々な食事療法で、

「まず肉を食べることをやめるのは常識」といわれたりするのは、このような理由からなのです。      
 確かに、タンパク質を摂るのは大切ですが、もともと日本人の主なタンパク源は、魚介類でした。動物性タ

ンパク質というと、肉だと思っている人が多いと思いますが、それは間違いなのです。日本人は肉からタンパ

ク質を摂らなくても、本来食べてきた魚介類からでも十分に摂れるのです。                
 また、鶏のササミなら良質なタンパク質は摂れます。ササミのような筋肉の部分には、合成の成長ホルモン

剤や抗生物質もたまっていないからです。                               
 この様に肉からタンパク質を摂らなくても、魚介類から手軽にタンパク質は摂れるのです。また、魚介類を

摂る食事にする事によって、結果として育毛にもよい食事となるのです。                 
 次に乳製品について。                                       
 牛乳にはカルシウムがたくさん含まれているので飲みなさい、と子供の頃に給食や家で、半ば強制的に飲ま

された経験がある人はかなり多いと思います。しかし、本当に牛乳を飲むと、豊富なカルシウムを摂る事がで

きるのでしょうか。それどころか、なかには牛乳を飲むと必ず下痢をしてしまう人も少なくありません。これ

らの人は特異体質なだけなのでしょうか。                               
 これは日本人の大半が、牛乳などの乳糖を分解したり、ガラクトースをグリコースに換えたりすることので

きる酵素が離乳するとともになくなってしまうため、牛乳を飲んでもカルシウムをはじめとした栄養分を吸収

する事ができないからです。また、牛乳の成分である乳糖を分解する酵素は、白人にしかないものだからです。 
 ですから、カルシウムを摂るのは、必ず天然カルシウムにしてください。ヨーグルトのように乳糖がガラク

トースとグルコースに分解されていれば、日本人でもカルシウムを吸収する事ができますが、目の水晶体にガ

ラクトースが溜まってしまい、若年性の白内障の原因になる可能性があります。              
 要は、食生活を和食中心にすればいいのです。カルシウムを摂るにしても、日本人の体質にあった魚介類か

ら摂ればいいのです。そうすることにより、育毛だけでなく、体にもいい食生活になるのです。       
 その他、合成添加物・化学生成ナトリウム・食品添加物入りの食品・コンビに食品・ファーストフード・清

涼飲料水・砂糖など、チェックする事はたくさんあります。また、いくら食事に気を使っていても、アルミニ

ウム製品や台所洗剤にも気をつけてください。                             
○ 11.『育毛ＣＭはウソだらけ』                                    
 「育毛」「発毛」に乗り出す業者が近年急速に増えてきました。不景気でお客の減ったエステ業界が、しか

たなく育毛にくらがえするケースも多いようです。まさに雨後のタケノコのような増殖ぶり。しかし、これら

の業者の広告を見てみると、おやおやと失笑させられるものが少なからずあるのです。もしもいい加減な思い

つきで育毛に取り組んでいるとしたら、許す事ができるでしょうか。                   
 ご相談者は、どなたも深刻な悩みを抱えておられます。悪徳商法まがいの業者に 2年以上も通い、200万円
もむしり取られながら髪は 1本も増えなかった人。雑な植毛によって頭皮を台無しにされた人。この方たちの
相談を受けながら、何度怒りに駆られたかわからないほどです。                     
 私は育毛学を修めた理学博士として、理容師として、また 30年以上にわたって育毛一筋に取り組んできた
研究者として、育毛業界の現状を解明する責任を感じています。                      
○12.『フケの量が多くなったら要注意』                                

 私たちの体ではたえず新陳代謝が行われています。これによって皮膚の表皮の角質層はアカとなって

剥がれ落ち、頭皮からはフケとなって落ちていきます。とくに春や秋は新陳代謝が活発で、若い人ほど

フケが出やすくなります。フケは生理現象としてごく自然なものですが、その量があまりにも多い場合

は問題です。フケは直接的な脱毛の原因ではありませんが、フケ症になる原因は十分に脱毛の原因と考

えられるからです。                                       

 フケには皮脂腺から出る脂肪が混ざっており、頭皮の角質層のバランスが崩れているときに出やすく

なります。たとえば何かストレスを受けた場合、交感神経が緊張して皮脂腺の働きが活発になり、頭皮

から分泌される皮脂の分量が増えます。過剰に分泌された皮脂によって、頭皮は細菌が繁殖しやすい不

潔な状態になってしまうのです。                                 

 また、動物性タンパク質の摂り過ぎなどで食生活のバランスを崩すと、胃腸障害などにより頭皮に栄

養が行き届かなくなります。新陳代謝が正常に行われず皮脂分泌が過剰になると、頭皮はかゆみに襲わ

れるようになり、炎症を起こした状態になってしまうのです。無意識に頭を掻きすぎると頭皮に傷をつ

け、細菌が侵入して化膿する事も有り、さらには髪の毛をつくりだしている毛乳頭までが化膿してしま

うと、そこからは二度と毛が生えなくなってしまう場合もあります。                 

 最近では、合成界面活性剤シャンプーで毎朝、毎晩洗ったことから、皮脂を取りすぎ、そのために頭

皮が異常に乾燥して表皮だけ白く粉をふいたような状態になる場合や、過剰な皮脂分泌により、真菌や

白癬菌のような細菌やカビが同様に白く粉をまぶしたような状態になる例も見受けられます。      

 また、自己免疫力が衰えたり、疲労によって体質が酸性に傾くと、本来は弱酸性の角質のPHが、弱ア



ルカリ性になるため、雑菌が繁殖しやすくなる場合もあります。フケが気になりはじめたら、頭皮を清

潔にする事は大切ですが、夜更かしをせず、肉食中心の食事も改めて、生活習慣を改善していくことも

大切。ジングピリチオンなどを含むフケ止めシャンプーの乱用も避けてください。           

 シャンプーすればフケはすぐに洗い流せると思われるかもしれませんが、じつはそう簡単ではありま

せん。髪の毛 1本 1本が、毛穴をいっぱいにふさいでいるため、ふさがれた部分の古い角質層（毛穴に

残っているフケ）は剥がれにくくなっているのです。このフケをきれいに洗い流すためには、よくブラ

ッシングすることが大切。そうしてフケを浮き立たせておき、その後ていねいにシャンプーすると良い

でしょう。ブラシは頭皮を傷つけるような材質のものは使用しないようにしましょう。         

○13.『合成シャンプーの本当の恐ろしさ』                  

 合成界面活性剤の働きをご存知ですか。界面活性剤は汚れを落とすにはなくてはならないものであり、

台所用中性洗剤や洗濯用合成洗剤には、少しの洗剤量で油汚れが取れるということで、最近はより強力

なものが出回ってきているようです。これらの中性洗剤は、手が荒れるとか油汚れが落ちないというア

ルカリ石鹸の弱点をカバーする、という理由で人気が有り、多くの人々に使用されています。体のため

にもよくないものなのですが、市販されているほとんどのシャンプー剤にも、乳化剤として「合成界面

活性剤」が含まれているのです。                                 

 合成界面活性剤は石油から合成されたもので、その一滴でゴキブリを殺すことができるほど強い脱脂

作用があり、シャンプーだけでなく合成洗剤にはすべて使用されています。本来は混じり合わない水と

油を乳化させるのですから、その威力は相当なものと考えてよいでしょう。このような合成界面活性剤

の入ったもので髪や頭皮を洗うということは、頭皮に残された皮脂を根こそぎ溶かしてしまうというこ

とです。                                            

 合成界面活性剤入りのシャンプーを使って、毎日、それも朝晩のように洗髪すると、頭皮の角質は取

られ、赤くうっ血したようになり、乾燥して白く粉をふいたようになります。そのうえひどいカユミが

出て、1ヶ月もするとひどい抜け毛がはじまり、3ヶ月もすると頭皮は透けて見えるようになります。こ

の中性洗剤はLAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム）と呼ばれ、生活排水から湖底に沈んで

います。これはアミノ酸を分解する物質ですから、人間の体内に入れば、内臓を溶かしたり、卵子や精

子を溶かしてしまいます。シャンプー・リンスが一体のリンスインシャンプーはどうでしょう。このシ

ャンプー・リンスにはシリコンやポリマーという化学物質が入っています。髪の汚れを落としながらツ

ヤを与えるといえことは、髪の毛にプラスチック加工を施した状態と考えるとわかりやすいかもしれま

せん。しかしこのようなリンスインシャンプーを長期間使用すると、髪がベタッとしたりパサパサにな

ったりしてしまいます。                                     

 美容院でパーマの前に強力なシャンプー剤を使用するのは、このような化学物質をしっかりと落とさ

なければならないからなのかもしれません。                            

 余談ですが、美容院で毎日、この強力なシャンプー剤を使用し、施術している美容師の中には、好き

で美容師を志した人でも、その手荒れのひどさに美容師をやめなければならなくなる人を、私は何人も

見てきました。合成界面活性剤入りのシャンプーや強力アルカリシャンプーの被害は、こんなところに

も出ているのです。                                       

 ところで、私はよく出張をするのですが、その際、ホテルに備えてあるシャンプーは使いません。そ

れでシャンプーすると髪はパサパサになってしまいますし、頭皮が乾燥してカユミが出てしまうのです。

さらに困った事には指の皮膚や手のひらまで角質が剥がれてしまい、手がガサガサになってしまいます。

そして今更ながら、強力な合成界面活性剤が入っているのだと再認識し、恐ろしくなってしまうのです。  

 なお、殺菌剤入りのハンドソープもひどい手荒れを起こします。アトピーやアレルギーが手にだけ出

ているときには、ハンドソープにも気をつけてください。                      

  ○14.『「朝シャン」が習慣の人はすぐに

やめて！』                         

 人前に出るときにはより清潔感をと思うあ

まりか、サラサラヘアをより持続させたいと

思うゆえか、朝のシャンプーを習慣にしてい

る人が少なくないようです。しかし、朝のシ

ャンプーは健康な髪のためには決してよいこ

とではありません。美しい髪を維持するため

にも、ぜひ改めたい習慣です。        

 朝、外出前の慌ただしさのなかでするシャ

ンプーは、洗い方もつい乱暴になったり、す

すぎが不十分になりがちです。さらには、洗

った髪をよく乾かさずに外出してしまう、と

いう場合も多くなるのではないでしょうか。

厳密にいうならば、髪は乾いても頭皮が完全



に乾かないまま外出してしまうということが問題です。                                        

 後頭部には脳下垂体があります。髪や頭皮が濡れた状態でいると、この後頭部が冷えて、ホルモン分

泌に悪影響を及ぼしたり、低体温を招いたりするのです。たとえば高熱を出したときに頭を冷やすと体

温が下がる、という例を上げるとわかりやすいでしょう。高熱も出ていないのに体温を下げるのは、体

にとっては良くない事なのです。                                 

 また、シャンプーによって洗い流された皮脂が回復してこないうちに外出すると、空気中の雑菌が髪

や地肌につく可能性が強く、湿疹の原因にもなります。健康な髪と頭皮のためには、洗髪後少なくとも

12時間は、外気に触れないことが望ましいのです。                         

 ところで、石鹸シャンプーは本当に頭皮や髪に安全なのでしょうか。                

 合成シャンプーや合成洗剤が悪いということから、石鹸は絶対安心だという人がいますが、果たして

すべての石鹸が安全なのでしょうか。石鹸は油脂を化成ソーダーで分解したものに、香料やエデト酸塩

などの防腐剤を入れたものからつくられています。このままでのアルカリPHは9・7くらいを示します。

それをこのまま石鹸シャンプーとして使用すれば、強アルカリによって頭皮の皮脂が取れ過ぎてしまい、

乾燥した皮膚になってしまいます。合成香料も問題があります。またエデト酸塩は発がん性の疑いがあ

ります。                                            

 そのうえ石鹸シャンプーのこのアルカリPHを下げるためだけに酸性物質を入れるのでは、ただ頭皮の

皮脂を取るだけであり、ケラチンや皮膚の角質を荒らしてしまうことになります。洗いながら、角質に

極力ダメージを与えない方法で、たとえば髪の成分であるケラチンや皮膚に必要なコラーゲンやスクワ

ラン等の入ったものが良いシャンプーといえるものなのです。              
 
○ 15.『Ａ社「毛根の角化障害」？？？….毛根は角質化しない』                      
 育毛業界（あえて業界と言います）には、大きく分けて 3種類の業者があります。育毛専門でやっていると
ころ、かつら主体のところ、医者とタイアップしているところの 3つです。私に言わせれば、いい加減な理論
がいずれのグループにも横行しています。                               
 脂漏性脱毛の原因として「皮脂分泌過剰による毛根の角化障害」をあげるのはＡ社。毛根が角質化するとで

も言うのでしょうか。私は人間の皮膚について長年研究してきましたが、そんな話は聞いた事がありません。

おまけに「皮脂分泌による」とこられては、ますます意味不明です。                   
 「壮年脱毛症との併発が多い」とも言っているようですが、壮年性の脱毛は老化現象のひとつであって、脂

漏性脱毛と同列に扱うのは間違いです。そもそも頭皮が皮脂でべとつくのは若い人に多く、肉や乳製品、砂糖

など高カロリー、動物性高脂肪食を日常的にたくさん食べている人は皮脂分泌過多となります。これこそが脂

漏性脱毛の最大の原因です。さらに脂肪が体外に排泄されず、皮下脂肪や体内脂肪となって蓄えられる影響も

大きいです。そうなれば、頭皮の毛細血管に脂が詰まり、血液や酸素が毛乳頭へ流れにくくなります。神経を

使う職業、喫煙なども大きな要因となります。ストレスなどで交感神経ばかり緊張させていると白血球の顆粒

球が増えますが、この顆粒球は常在菌や化学物質を活性酸素で攻撃する性質をもっています。毛母細胞が戦い

の場となることが多く、結果的に毛根がダメージを受けてしまうという側面があります。          
 広告には「遺伝の影響」などとも書いてありますが、脂漏性脱毛は遺伝しないと断言できます。最大の原因

は食生活であり、祖父が脂漏性脱毛だから代々そうなるという可能性はゼロに等しいのです。ただ、家族が同

じ食事をする事で同じ生活習慣病の家族性高脂血症になる事はありますが、これはもちろん遺伝とは異なるも

のです。                                              
 粃糠性脱毛（ひこう＝フケ）性脱毛についても、Ａ社はおかしな事を言っています。原因として筆頭にあげ

ているのが「ビタミンＡ、Ｄの不足」。確かにビタミンＡが不足すると乾性のフケが出る事がありますが、粃

糠性脱毛になる原因はむしろビタミンよりタンパク質の不足や低体温の影響による頭皮の生理活性低下なの

です。これを解消するには、肉ではなく魚介類、イカ・カキなどのタウリン、そして大豆などの植物性タンパ

ク質イソフラボンを意識的に摂取する事が必要です。ビタミン不足も一因ではありますが、それよりも、良質

なタンパク質を摂る事の方がはるかに大切なのです。                          
 Ａ社は、ほかにも原因として「頭皮の圧迫」などをあげていますが、このあたりは私の理解を超えています。

粃糠性脱毛になる最大の原因が頭皮常在菌などにあることは、低体温、血行不順、自己免疫力の低下により頭

皮常在菌の異常繁殖を招きます。また、喫煙の習慣による酸素不足、いつも冷たい飲食物を摂っているなど、

様々な原因によって毛母細胞の活性が悪くなる事も粃糠性脱毛の原因となります。「頭部圧迫」が一体どんな

関連性をもつのか、聞いてみたいところです。                             
 Ａ社によると、円形脱毛症の原因は「自律神経障害による血行障害」「アレルギー」「ストレス」となってい

ます。部分的に納得できる点もありますが、血行障害ではありません。そしてアレルギーも無関係でしょう。  
 私の特論では、低体温と自己免疫力の低下によって、頭部真菌の繁殖、顆粒球による組織破壊が起きる事が

円形脱毛症の原因と考えます。ひとつの枕を長い事使っていると、枕の中にダニや真菌（カビ）などが発生し

ます。頭部真菌は不潔な枕によって異常繁殖を繰り返す事になります。そこから脱毛が始まるのです。毛根か

ら毛母細胞へと侵入したこれら真菌はカビ毒を出します。このカビ毒を攻撃しようとして、顆粒球が活性酸素

で毛乳頭を破壊してしまう事が原因と考えられます。                          
○ 16.『Ｂ社「特許クリーム」で毛が生える？？？….言った者勝ち』                   



 Ｂ社は「特許クリーム」によって毛穴に詰まったフケや脂汚れを取り除くそうです。           
 まず「特許」のからくりを説明しましょう。育毛剤の成分は厚生労働省の認可によって規定されており、メ

ーカーはそれらを組み合わせて育毛剤を開発します。そこに自分の好きな成分を一種類でも配合すると、特許

出願は可能なのです。その成分を入れることに新規性さえあれば、たとえ効き目がなくても特許登録してもら

えます。「特許」などと書かれていると、いかにも効果が科学的に立証されたかのように聞こえますが、特許

登録とはそういうシステムです。このからくりを知ってしまうと、わざわざ「特許」と銘打つ事が逆に怪しく

感じられます。                                           
 続いて「毛穴に詰まった脂汚れ」という表現について。これは他社でもよく使われる表現です。育毛するう

えで重要なのは毛乳頭ですが、毛穴に詰まった脂を「特許クリーム」でどこまで除去できるのでしょうか。い

くら頭皮が薄いといっても、毛根はそれなりの深さのところにあります。仮にそこまでクリームが届いたとし

て、汚れを吸着したクリームはどうやって毛穴から出すのでしょう。シャンプーで洗い流せるとはとても思え

ません。                                              
 しかもこの論理には、さらに致命的な欠陥があります。もしもそんな深部にクリームが入り込んだら、人体

の免疫機構は異物と見なして徹底的に攻撃します。これによって毛乳頭までが攻撃を受け、大切な毛根を殺し

てしまう事になるのです。なんとも恐ろしい話ではありませんか。                    
○ 17.『Ｃ社「オゾン化イオン水で毛穴の皮脂を除去」？？？….脂は酸化して固まる』            
 この業界も「育毛剤を毛母細胞に浸透させる」のだそうです。そのために、まず「オゾン化イオン水による

スチ―ミングで毛穴を開き」「汚れと皮脂を取り除く」などと書いています。                 
 オゾンの化学式は〇3です。要するに酸素の一種で、酸化力がきわめて強く、殺菌力にすぐれています。イ
オン水にオゾンをくぐらせたものがオゾン化イオン水です。また高濃度酸素水と呼ばれるものを使っていると

ころもありますが、細胞へ酸素と栄養素を運ぶのは血液であり、外から毛母細胞へ酸素は入りません。    
 これによって皮脂を取り除くと言いますが、酸化力の強いオゾンに皮脂が反応すると酸化が起きるはずです。

脂肪が酸化すると固まってしまうため、過酸化脂質となり、ますます毛穴にこびりついて取れなくなるのでは

ないでしょうか。                                          
 オゾンと聞くと、以前ある業者が見せてくれたオゾン発生機材を思い出します。「育毛によい」と見せに来

たその機械は、太い櫛のような形状で、内部は真空になっていました。電源を入れると放電が起き、それを皮

膚に当てるとパチパチと音がして、焦げ臭いにおいがしました。どうしてこれが育毛に効果があるのだろうと、

首をかしげた記憶があります。                                    
 医師は手術前に手を殺菌するため、オゾンを使う事があるそうです。また、水道水を作るときにもオゾン殺

菌処理をする事から、オゾンは大変に強い酸化力をもっている事がわかります。              
 さらに、スチームで毛穴を広げてもそれは表面だけにすぎません。毛母細胞のある真皮のあたりは、どんな

にあたためても開くものではないのです。スチームする本来の目的は、水分で髪の毛を膨張させ、そこへ栄養

分を吸収させて傷んだ部分を修復する事にあります。それによって頭皮がどうなるものでもありません。   
 ＣＣＤカメラなどで頭皮の表面を映して見せ「毛穴がこんなに詰まっている」などと脅かすシーンをテレビ

で見かけますが、微細な毛穴に詰まったものをそう都合よく除去できるわけがありません。ましてや、汚れを

取り除けば育毛剤が毛根まで届くなどというのは机上の空論です。このような妄説にだまされると、お金ばか

り払って効果が得られないという事になります。                            
 高濃度の酸素が、体内に活性酸素を発生させる事をご存知の方も多いでしょう。活性酸素はガンの一因とさ

れ、増えすぎると体に悪影響をもたらす事が知られています。かつて都市部で流行した酸素バーがすたれてし

まったのも、活性酸素の害が知られるようになったからです。                       
○ 18.『Ｄ社「高周波で男性ホルモンを抑制」？？？….どんな因果関係が』                 
 広告によると「高周波で男性ホルモンを抑制し、血行を促進」するそうです。               
 低周波の電流を利用した家庭用マッサージ機がありますが、筋肉がほぐれても皮膚には何の効果もありませ

ん。高周波は頭皮にどんな働きがあるというのでしょうか。ホルモン分泌や血流量に影響するというのは初め

て聞きました。血行をよくするには温めるのが一番です。高周波で筋肉が動いた分、血流量が増えるかもしれ

ませんが、温めたほうが早いです。高周波には、毛細血管に詰まった脂を押し流す力もなければ、ホルモン分

泌を変える力もありません。                                     
 また、この業者は「生体電流の導入効果」によって「毛母細胞エネルギーを増加させる」と主張しています。  
 生体電流とは、人体に流れている微弱な電流の事ですが、これによってエネルギーが運ばれる事はありえま

せん。体内では、酸素と栄養分が血液によって運ばれているだけです。                  
 25 年以上も前の話ですが、私もイオン導入法と呼ばれている電流による育毛を試みた時期がありました。
なぜ取りやめたかというと、複合的な症状を抱えた相談者があまりに多く、電流を使う事がためらわれたから

です。                                               
 たとえば、アトピー性皮膚炎と脱毛を併発した人に電流を流すとどうなるでしょうか。このような人は炎症

やカブレを起こしやすいため、思わぬ害が出る可能性が高いのです。相談者のなかには電流アレルギーの人も

いますし、電極で金属アレルギーを起こす人もいます。体質に合わない育毛成分を無理に皮下組織へ入れ込む

ために炎症や湿疹を起こす人もいます。                                
 医師はこれらを十肥一絡げにして「接触性皮膚炎」で片付けようとしますが、人それぞれの症状を何百何千

と目にした私にとって、その一言で括ってしまうのはどうかと思います。いずれにしても、電流でカブレを生



じる人がいる以上、それを使い続ける事は抵抗がありました。私が電流を放棄したのは、以上のような理由か

らです。                                              
 育毛業者のなかには「発毛」「診断」「治療」などの医学用語を使って宣伝しているところもありますが、こ

れは新聞等の広告審査協会で禁じられた表現です。「絶対治る」なども使ってはいけません。それを承知で使

うのは職業論理に反する行いではないでしょうか。「発毛率は 90％」「発毛保証」などと法規制のないチラシ
広告で過大な成果を誇示する業者もいます。このような言葉のマジックにだまされてはいけません。うぶ毛で

も発毛には違いありませんし、もしクレームをつけても「発毛には個人差がある」という逃げ道がちゃんと用

意されているのです。月に一度の育毛技術では、回復するところまでいくのはまず無理です。最低でも週に一

回、早期回復には週に二回の手当をサロンで行う必要があります。                    
 一見もっともらしいキャッチコピーであっても、専門家が見ればたいてい落とし穴があると気づきます。脱

毛で真剣に悩んでいる人を食い物にしようと、業者はあの手この手で狙っています。そうした手口にどうか引

っかからないでください。                                      
○ 19.『自己免疫力の低下による脱毛症』                                  
 神経性脱毛症は強いストレスにさらされた結果、交感神経の働きが優位になって血液の流れが悪くなり、酸

素や栄養が毛細血管から毛母細胞へ送られなくなったときに起こります。また、そのストレスによって顆粒球

が増え、上皮組織が破壊されて脱毛や白髪が引き起こします。これ以外にも、コルチゾールの分泌によって悪

玉コレステロールが増え、血がドロドロになって血流が悪くなり、そのうえ体全体の機能が弱り、常在菌であ

る頭部真菌や白癬菌が異常繁殖し、毛根の中へと入り込み、真菌や白癬菌の出す毒素を活性酸素で攻撃するた

め、毛母細胞の働きが邪魔され、毛髪の育成ができなくなったりして脱毛する脱毛症が考えられます。    
 生理食塩水を打つ事は、痛みによって交感神経を刺激し、血流をよくしようという目的があるのでしょうが、

それでかえって自己免疫力を低下させてしまい、決して発毛によい影響を与えるものではありません。痛みは

交感神経を緊張させるものですし、わざと痛みを起こすための生理食塩水は交感神経を徹底的に緊張させます

から、血流が阻害されます。そして体力の消耗も激しくなり、自己免疫力は衰え、かえって病気を悪化させ長

引かせてしまいます。                                        
 モルヒネは「脱毛部が緊張しているから血流が悪い」という理論から、麻薬を打てば神経が麻痺して血流が

よくなるのではないかと思ってのことでしょうが、モルヒネを含めた麻薬はすさまじい免疫抑制を行い、交感

神経を緊張させます。薬はいずれ切れる時がくるのですから、それまで抑えられていた自律神経が一気に緊張

して、かえって免疫力を低下させ、顆粒球の増加を招き、皮膚の活性を悪くしてしまいます。        
○ 20.『カツラの裏側は細菌だらけ』                                  
 育毛をあきらめ、男性用カツラを愛用しておられる方も多いと思います。昔に比べて製作技術が格段に進歩

したおかげで、現在は自毛と見分けがつかない優秀なものも出ており、手っ取り早い増毛手段として根強い人

気がありますが、使用方法を誤ると大変な事になります。                        
 カツラは頭皮に密着するため、蒸れ・カブレを引き起こしやすいのが難点です。昔は 1～2週間も装着した
ままにして、頭も洗わないという事がよくありました。汗腺からの分泌物によって当然カユミがひどくなりま

すから、針のようなとがったもので突いたり、引っ掻いたりする人が多かったのです。これは皮膚を傷つける

だけでなく、そこから細菌が侵入して炎症を起こす事になります。また、カユミを抑えるために刺激の強いヘ

アトニックをふりかける人もいました。                                
 カツラの裏側が、実は細菌の巣窟であることをご存知ですか。カツラを洗うのは月に 1～2 回が普通です。
しかし、これでは非常に不潔です。想像してみてください。細菌のえさとなる汗や皮脂がベッタリと付着し、

しかも常に体温で温めている状態というのは、細菌が増殖する好条件です。カツラは朝から晩まで装着するわ

けですから、いつも清潔に保っておかないと頭皮は細菌だらけになってしまいます。            
 カツラメーカーは、裏の素材に細菌・抗菌処理を施さないのが普通です。したがって、細菌の増殖を防ぐた

めには洗浄するしかありませんが、カツラが傷んでしまうことを恐れてなかなか洗わないという人が多いよう

です。しかし、細菌が繁殖したカツラを装着する事は、脱毛を悪化させる最大の原因なのです。       
○ 21.『市販育毛剤は効くのか』                                    
 血管拡張剤を使ったアメリカ生まれの発毛剤が効果絶大として話題になりましたが、日本ではすでに使用者

3人が心疾患で亡くなっています。製造元は副作用の可能性を否定しているものの、アメリカでも同様の死亡
者が出ており、不気味な印象をもたれた方は多いことでしょう。                     
 少し古い話ですが「つけて叩く」というＣＭで売り出した育毛剤もありました。あのように頭皮を叩くと、

角質層が固くなって血行が悪くなるばかりか、ブラシで頭皮を傷つける事さえあるのです。われわれ育毛の専

門家から見るときわめて危険な方法でしたが、当時は斬新な育毛法としてもてはやされたものです。しかし、

私が以前その事を著書で指摘しましたら、すぐにその方法は姿を消しました。               
 話題を呼んだ育毛剤・発毛剤はほかにも色々ありますが、それらをつけて毛が生えたという話は聞いた事が

ありません。うぶ毛の発毛を促進する可能性くらいはあります。しかし、育毛は植物栽培に似ていて、土壌の

悪いところや養分のないところにたくましい毛は育たないのです。土壌を改善し、良質の栄養分を供給してや

れば、育毛剤に頼らなくても頭髪は生えてくると、個人差はあるものの、そう考えられるのです。      
 現在も薬局には様々な育毛剤・発毛剤が並んでいます。しかし、その育毛剤や発毛剤のなかに発がん性の疑

いがあるといわれる強力な防腐剤のエデト酸塩や安息香酸等の化学物質が入っているとしたら、頭皮につけて

良いのか考えてしまいます。今にもフサフサの髪が生えてくるかのようなテレビＣＭも大々的に流れています。



しかし、育毛の専門家として言わせてもらうと、きちんとした育毛理論にもとづいて開発された製品が一体い

くつあるのか、きわめて疑問に感じられます。私は頭部常在菌の健全なバランスが一番大切と考え、症状別の

育毛改善用ヘアーエッセンスローションを開発しました。なんの副作用の心配のない天然生薬を使用したもの

です。                                               
○ 22.『シャンプーとリンスについて』                                 
 洗髪するとき、ほとんどの方が合成シャンプーをお使いなのではないでしょうか。あまり知られていない事

ですが、合成シャンプーは非常に恐ろしいものです。合成界面活性剤が、市販のシャンプーに含まれているの

です。                                               
 鉱油系合成界面活性剤は石油から作られるもので、わずか 1滴でゴキブリを殺せるほどの強い脱脂作用をも
っています。このような成分の入ったシャンプーで頭を洗うと、頭皮の皮脂を残らず溶かしてしまいます。代

表的なものとしてＬＡＳ（直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム）がありますが、これはアミノ酸を分

解する成分ですから、人間の体内に入ると内臓を溶かしたり、精子や卵子を溶かしたりしてしまいます。シャ

ンプーから頭皮に浸み込んだ場合は、毛乳頭の組織を溶かし、毛根そのものを消滅させてしまうのです。ＬＡ

Ｓが生活排水から湖に流れ込むと、分解せずに湖底に沈殿するため、環境破壊の一因ともなっています。   
 鉱油系合成界面活性剤入りのシャンプーを毎日、それも朝晩のように使っていると、頭皮の角質が取られて

赤黒くうっ血したようになります。そのうえ乾燥して白く粉をふき、カユミが出ます。1ヶ月もするとひどい
抜け毛が始まり、3ヶ月ぐらいで頭皮が透けてきます。シャンプーによって皮膚組織がどんどん破壊されてい
くからです。                                            
 真夏になると、急性脱毛症で相談に来る女子中高生が増えますが、これほど明らかに合成シャンプーの使い

すぎが原因です。清潔を心掛けるあまり、朝・部活後・夜と毎日 3回も洗髪するため、皮膚がやられてしまう
のです。                                              
 では、シャンプーとリンスが一本化した「リンスインシャンプー」はどうでしょうか。このシャンプーリン

スには、シリコンやポリマーなどの化学物質が配合されています。汚れを落としながらツヤを与えるという事

は、髪の毛にプラスチックをコーティングするようなものだと考えれば分かりやすいかもしれません。このよ

うなリンスインシャンプーを長期間使用すると、髪がベタッとしたり、逆にパサパサになったりします。理・

美容院では、パーマの前に強力なシャンプーで頭を洗いますが、このような化学物質をしっかりと洗い落とす

必要があるからかも知れません。                                   
 いずれにしても合成シャンプーは、頭皮にも髪にも悪影響を与えます。特に脱脂作用の強さが問題で、最低

限必要な皮脂をきれいに溶かしてしまいます。皮脂は人間の皮膚にハリと潤いをもたらすと同時に、雑菌に対

してバリアとなる大切な物質ですから、せめて週 2回ぐらいに減らしてください。それでもあまりおすすめで
きません。                                             
 「石鹸シャンプーは合成界面活性剤を使っていないから安心」という人がいます。はたしてほんとうでしょ

うか。                                               
 結論から言うと、これも非常に疑わしいと言えます。石鹸は、苛性ソーダーで油脂を分解したものに防腐剤

（香料やエデト酸塩など）を加えて作ります。このときのアルカリＰＨは 9.7前後です。そのまま石鹸シャン
プーとして使用すれば、強いアルカリによって頭皮の皮脂を取りすぎ、乾燥した肌になってしまいます。そこ

で酸性物質を入れて中和させるわけですが、アルカリＰＨを下げるためだけに酸性物質を入れるのでは、単に

頭皮の皮脂を取るにすぎず、結果としてケラチンや角質を荒らしてしまう事になります。すべての石鹸を安全

だと思い込むのはきわめて危険です。合成香料にも問題がありますし、エデト酸塩に至っては発がん性物質の

疑いさえ指摘されています。石鹸で洗うとさっぱりするのは、石鹸の油脂が髪や頭皮につき、皮膚を守ってい

る皮脂膜と石鹸油脂が入れ替わっただけです。つまり、本来の保護膜を取ったにすぎないのです。       
 私の開発したシャンプーは、これらの化学物質を一切使用していません。化学合成保存料さえ入れていない

ので、長期間放置しておくと腐ってしまいます。下手をすれば返品の山ができますから、開発中はコストの問

題を考えて非常に悩みました。しかし、危険な化学物質を排除しない限り、髪と頭皮の健康を守る事はできな

いと考えて決断しました。こうして完成したシャンプーは、まさに生ものです。              
 大手メーカーのシャンプーが腐ったという話を聞いた事があるでしょうか。おそらくないはずです。返品さ

れるのを嫌って、合成保存料（エデト酸塩やパラベンなど）をたっぷり入れているから腐るわけがないのです。 
 大切な髪を守る為には、頭皮の健全な生理活性の為にはやはり強力な合成保存料は不要のものです。症状別

（粃糠性・脂漏性・壮年性・アレルギー性）のシャンプーを開発しました。これで安心して育毛ヘアケアをし

て頂きたいと思います。                                       
 洗髪する際、リンスはシャンプーが良質であれば基本的に必要ありません。しかし、ヘアダイやパーマその

他で髪が傷んでいたら私の研究開発したトリートメントをお試しください。                
○ 23.『ヘアトニックが髪の毛を破壊する』                               
 頭皮をスッキリさせるため、多くの男性がヘアトニックをつけています。化粧品メーカーが新製品を次々と

発売しては「フケ・カユミを抑える」などと宣伝するので、なんとなく使っているのではないでしょうか。   
 トニックの主原料はアルコールと水と香料です。アルコールは揮発性物質ですから、たしかに頭皮がスッと

して爽快な気分になります。しかし、アルコールには髪や皮膚の組織を壊す働きがあるのです。       
 カツラを長時間つけたまま外さない人がいて、かゆくなるとヘアトニックを降りかけていたそうです。その

人のカツラを見せてもらったところ、まだそれほど古くないというのに人毛がボロボロに劣化し、毛切れを起



こしていました。髪の毛や皮膚はタンパク質で出来ていますが、アルコールというのはタンパク質を分解する

作用をもっているのです。カツラが通常ありえないスピードで傷んでしまったのは、トニックに含まれるアル

コールが原因でした。                                        
 このほか、ヘアリキッドやスプレー、ポマード、チックと頭髪化粧品にも色々ありますが、大きな共通点は

アルコールその他の化学物質がふんだんに使われている事です。                     
 これらの頭髪化粧品をつけるのは、たいてい合成界面活性剤入りのシャンプーで皮脂膜をきれいに取り去っ

た後です。そもそも、化学物質を皮膚に直接触れさせること自体が非常に良くないのに、ごていねいにも天然

バリアを除去しておいて肌につけるわけですから大変です。化学物質はあっという間に角質層の奥深く浸み込

んで、皮下組織をボロボロにする要因となります。                           
 白血球の中には、細菌を攻撃して死滅させてしまう「顆粒球」があります。極度の緊張状態やストレスが続

くと顆粒球過多になり、皮膚の上皮まで顆粒球が押しかけて皮下組織や汗腺、皮脂腺を破壊する事があります。

このとき合成香料や合成色素、合成保存料などが皮下組織まで浸透していると、顆粒球はこれらを細菌と勘違

いして攻撃を加えてしまうのです。                                  
 細菌であれば死滅して、あとをマクロファージが処置するのですが、これらの化学物質はもちろん死にませ

ん。したがって顆粒球はいつまでも攻撃を続けます。その結果、カユミとともに赤い炎症が起き、やがて皮膚

は赤黒くうっ血してブヨブヨしてきます。毛母細胞は破壊されるたびに再生しようとしますが、この状態が改

善されなければ脱毛になるでしょう。通常は皮脂膜というバリアゾーンが機能しているため、化学物質といえ

ども皮下組織まではなかなか浸透できません。ところが合成界面活性剤によってバリアゾーンが壊されている

と、化学物質は簡単に通過してしまうのです。                             
 最近は男性でも髪を染める人が増えましたが、毛染め液にも同じ事が言えます。コロンやトワレなどの香水

にも化学物質が使われています。とにかく頭には何もつけず、天然のバリアを大切にするのが一番です。   
 頭髪化粧品を愛用していると、皮膚はほとんど 24時間にわたって化学物質にさらされる事になります。せ
めて寝るときくらいは何もつけないでください。女性は寝る前にお化粧を落として、肌を休めます。そうしな

いと皮膚組織の機能が衰える事を知っているからです。男性も頭皮を休ませてやらないと、毛根は衰えていく

ばかりです。                                            
 あなたが使っているトニックは、そしてリキッドは、本当に必要なものですか？もう一度よく考えてみてく

ださい。                                              
 
○24.『健康な髪のために育毛マッサージを』                      

 体全体の血行をよくするマッサージは、育毛のために是非おすすめしたいものです。ここで、誰にでも簡単

にできる効果的な育毛マッサージの方法をご紹介します。                        

● まず肩と首筋のコリをほぐす運動です。                               

  1.背筋を伸ばした状態で、首筋を伸ばすように意識しながら、前後に大きく首を振る。このとき、中央ま

できたら一度止めるのがポイント。これを2回～3回繰り返す。                        

  2.背筋を伸ばしたまま、左右に首を倒す。ここでも中央で一度止め、これを大きく2回繰り返す。     

  3、首を左右にひねる。中央で止めるようにしながら右に2回、左に２回ひねり、その後右回りと左回り

に、首を十分に回転させる。                               

  4.背筋を伸ばしたまま手を下におろし、肩を後ろに2回、回転させる。                 

  5.肩を上げ下げする。上げる時には肩を縮めるようにし、下げる時はサッと力を抜くように2回する。   

  6.酸素を十分に取り込んで細胞を活性化させるために、胸を十分にそらせながら、まっすぐに下におろし

て手を斜め後方に2回振り上げる。                                   

● 肩と首筋のコリがほぐれたら、次に首や頭部の指圧をしてみましょう。                 

  7.首筋の横を下から上へと3回ほど、両手の中指を使って指圧する。                  

  8.襟首のくぼんだところを、首筋に沿って押し回しながら3往復する。                 

  9.親指を使って、両手のこめかみを2回ぐっと指圧する。                       

  10.頭頂部の血流の流れを良くする為、5本の指の腹を使い早い動作で頭皮をつかみ上げるようにする。

頭部全体にまんべんなく50回ほど行う。                                 

  11.親指以外の指で、10と同じ様に指の腹で頭全体をまんべんなく、50回ほどパッティングする。     

  12.5本全体の指を使い、指腹で耳の上から少しずつずらしながら、ゆっくりと頭皮を天頂部へと押し上

げるようにし、これを3回繰り返す。                                 

  13.手のひらで、頭の両角を頭頂部へ向かって押し上げ、そのままの状態で5秒ほど止める。これも3回

繰り返す。                                             

  14.最後に手を軽く握り、手首の力を抜いて上下に振る反動を利用して親指と人差し指が交互する背で軽

くパッティングする。手首を使うのがポイントで、これを10回繰り返す。これは頭頂部にある百絵というツ

ボの刺激となり、精神的な安定を得るのにも効果的。                          

 ＊以上が全過程15分ほどのマッサージです。お風呂上りなどの血行の良いときに行うと、より効果的です。

椅子に座ったままでも大丈夫です。 

○ 25.頭皮を活性化するゲルマニウムと、細胞代謝を活性化するソフトレーザー               
 血液は私たちの身体の各器官に酸素や栄養分を送り込み、体内を活性化させるというとても重要な働きをし



ています。つまり、体の組織を活性化させるには、血液が十分に行き渡るかどうかが大きな問題となってくる

のです。髪の毛もその例外ではありません。                              
 古来より中国では、髪の毛は「血餘」といわれています。意味は「髪への栄養は身体で使った栄養の余りで

ある」という事です。この字からも、髪の毛と血液の密接な関係がよくわかりますね。すなわち、髪の毛に何

らかのトラブルが起きているという状況は、「どこかで血液の流れが滞っている」ことを示しているというわ

けです。                                              
 こうした髪の毛と血液との関係を踏まえたうえで、私のケアに取り入れているのがゲルマニウムの作用です。

有機ゲルマニウムの働きは、酸素を素早く効果的に体内に取り込み、体の各組織に行き渡らせて新陳代謝を活

発にする、というものです。もともとは病気治療において、酸素活用の研究段階で発見されたもので、世界の

医学をリードするアメリカやドイツでは、ゲルマニウムは「奇跡の水」として早くから知られていました。  
 ゲルマニウムは薬品ではありませんが、現在、増血作用・酸素吸収作用・脱脂作用・神経緩和作用という四

つの作用が認められています。この四つの作用が現代人の皮膚や毛乳頭の活性にとても大きな働きをし、何よ

りも副作用がない事から、どなたでも安心して使用できるのです。                    
 食品ケミカルや汚染物質、合成ホルモンなどは皮下脂肪中や内臓などの脂肪中や内臓などの脂肪中に溜まる

と言われています。近年、複雑な病気が増えていますが、その根本的な原因は、人間の体が化学物質で汚染さ

れている事に求められます。まず、最初にしなければいけない重要な事は、これらを体外に排出する事です。

温泉やサウナで汗をかいて出す事もよいとされますが、その方法では体内脂肪中に入り込んだ有害物質を取り

除く事まではできません。有機ゲルマニウムの脱脂作用はその点でも大変有効なのです。           
 しかも、サウナやお風呂、スポーツで脂肪を燃焼する方法と違って、体に負担をかけません。手足だけを有

機ゲルマニウムの温浴に 20～30 分間くらい浸けておくだけでよいのです。しかもそれによって体が 24 時間
くらいはとても温かくなるので、冷え性などの方にも大変好評です。                   
 頭皮にはシャワー式で有機ゲルマニウムの温水をかけながらモミ込み、マッサージをする事で、頭皮の余分

な皮脂と汚れを無理なく取り除く事ができます。シャンプーやアルコール、機械によって除去するのではあり

ませんので、肌の弱い子供や女性の方にも安心してご利用いただけます。                 
 これは実用化してから、もうすでに十数年以上になりますが、多くの方々に喜ばれてまいりました。良い技

術というものは、基本的に変わらないものです。良い結果の出るものだからこそ、長く安心して利用できるの

だと思います。                                           
 こうして、人間の自然治癒力の働きが高まるのです。有機ゲルマニウムによる育毛機器は私が特許を取得し

ており、その技術水準に高い評価を得ています。                            
 私はこのほか、レーザー光を用いた育毛システムも導入しています。近年、レーザー光の研究は目覚しく進

み、傷痕を残さずに治したり、患部に照射して炎症を抑えるなどの治療や、メスを使わずに行う医療手術に利

用されるなど、医療や美容のさまざまな現場で活用されています。                   
 


