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はじめに・・ 

この度は体験セッションにお越しいただき、ありがとうございます！ 

私は現在、栄養学とメンタルコーチングを融合したホリスティックヘルス
コーチとして活動していますが、以前は製薬会社に23年間勤務していまし
た。 

中学生時代にアトピー性皮膚炎に、そして社会人になりメイクをするように
なると、ニキビや吹き出物、肌の赤みや毛穴の開きなどとにかく肌トラブル
にいつも悩まされていました。 
仕事柄、薬、そしてサプリメントやスキンケアなどヘルスケア製品が周りに
いつもあることが普通の環境で、勤務先の製品はじめ、オーガニックスキン
ケアやエステ、皮膚科、ホームエステ機器など、ありとあらゆる手段とお金
と時間をかけて、なんとか肌をきれいにしたい一心それだけで毎日を過ごし
ていました。 

が、何をやってもきれいにならずに、最終的には使っているものを全て止め
ることで、あっという間に素肌が蘇っのです。 

肌が綺麗になってやっと自分の人生を取り戻せたと心から感じましたし、と
ても嬉しかったですが、その反面、私が悩み続けお金をつぎ込んだ27年間は
なんだったんだろう・・誰か1人でも、もう少し早く教えてくれる人がいたら、
どんなに違う人生だっただろう・・と感じざるを得ませんでした。 

そんな経験を生かして、薬、そしてスキンケア製品、さらには消臭剤、抗菌
剤といった簡単便利でメリットがあり「良いもの」と認識されている製品
が、実は肌にトラブルを引き起こしたり、健康を損ねる可能性もあるという
ことを、以前の私のように悩んでいる人に1人でも多くの方にお伝えしたいと
いう思いで活動しています。 
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１）スキンケア・シャンプー・トリートメントしない 

スキンケアは「して当たり前」だと、ほとんどの女性
が思っています。 
実際に女性の91％がスキンケアを行っている調査結
果もあり、化粧水、美容液、乳液、シートマスクなど、
ドラックストアやコスメカウンターは、いつでも女性
が商品を選んできますよね。 

私も、以前は、毎日きちんとお手入れすることで、 
綺麗でキメの揃った陶器のようなお肌になれる！と
思ってました。 
ヘアケアにしても同じで、ツヤツヤ・サラサラの髪を
キープしたいと、シャンプーやトリートメントが切れ
るたびにしげしげとドラッグストアに足を運んだり、
や時にはネットでリサーチして試してみるなどして 
いました。 

「スキンケア・ヘアケアには化粧水やシャンプーなど、それ専用の製品が必須」という思
い込みが解けたのは、実際に使うのを全部やめたら肌も髪も綺麗になったから。 

やめて３ヶ月でニキビも赤みも激減、難しいと言われている開いた毛穴も小さくなりまし
たし、どんなヘアケア製品や整髪剤を使ってもパサついた髪も、何も付けなくてもしっと
り落ち着きまとまってきたのです。 
また、たまにできていた胸元や背中のニキビもすっかりできなくなりました。 

スキンケア製品やヘアケア製品には、「界面活性
剤」というものが使用されています。 
美容液、乳液、シャンプー、トリートメントなど 
トロッとしたテクスチャーのものにはほぼ含まれて
いる界面活性剤は、洗浄力や浸透力がとても強く、
肌・髪のバリア機能を低下させたり、たんぱく変性
を起こしてカサつきなどの乾燥や、ダメージを引き
起こします。 

界面活性剤でバリアが壊された肌は、異物や刺激物
質が簡単に侵入しやすい状態になり、かゆみを感じ
やすい敏感肌やアレルギーなどを引き起こします。 



水分を保持するという肌本来の機能が壊されるので、水分もどんどん蒸発して乾燥肌が進
んでいきます。 
肌には本来潤いを生み出す力があり、どれほど高価なクリームでさえ太刀打ちできません
が、スキンケアすることで肌が自ら潤う機能を弱める結果になっています。 

髪についた界面活性剤も、顔や背中、首、胸など、髪に触れる肌に赤みやカサつきを引き
起こすことがあります。 

スキンケア・シャンプー・トリートメントしている期間が長ければ長いほど、ダメージは
大きくなります。 
肌の弱い人は特に、すぐにでも使用を中止することをおすすめします。 

２）メイクしない（ポイントメイクのみ） 

スキンケアと並んで「して当たり前」の感覚が強いのがメイ
クです。 
「身だしなみ」「礼儀」「マナー」という常識感や、「やる
気」「オンオフの切替」「毎日の楽しみ」「きれいになれる」
「自信が持てる」といったポジティブな気持ちを生む道具と
して、もしくは「アラ隠し」「周りに不快感を与えないため」
「人様に会う時、仕方がなくするもの」など、メイクに対す
る意識は様々ですが、2019年の調査では、女性の約79％が
メイクをしているということです。 

止めることにも抵抗があるメイクですが、きれいな肌になり
たいなら止めるしかない、と思わざるを得ない要素がたくさ
んあります。 

メイクが肌に悪影響を与える原因は、１でお話しした「界面活性剤」です。 
ファンデーションだとリキッドタイプには大量の界面活性剤や油分が含まれているので肌
の保湿力やバリア機能が破壊される大きな原因につながります。 
メイクをすぐにやめられない・・という方は、まずリキッドファンデーションからパウダ
リータイプのものに切り替えるといいですし、フェースパウダー、いわゆる「お粉」は、
さらに肌にかかる負担を減らしてくれます。 

界面活性剤とセットで使われることが多い「合成ポリマー」は、ビニールを溶かしたよう
なもので、界面活性剤によって壊れた肌バリアの代わりに一時的に肌表面を覆って肌ダ
メージをごまかしてくれます。 



肌のつるんとした手触りやつや肌に見せる効果、水をはじく効果のために使われ、化粧崩
れしにくいメイク用品に含まれています。 

また、ファンデーションを使うと、メイクを落と
すための「クレンジング」はなくてはならない 
アイテムになりますが、これは美肌の最大の敵と 
言われています。 
私がすっぴんを決意したのも、わざわざ海外輸入
した肌に優しいオーガニックコスメラインの 
クレンジングを使って、顔の肌全体が火傷のよう
に真っ赤になった経験が原因でした。 

クリームなどに含まれる界面活性剤を遥かに上回
る量がクレンジングには含まれていて、食器用洗
剤なみだと言われています。 
肌のバリア機能を担うアミノ酸などの保湿成分や
セラミドを壊し、クレンジング後の肌にも界面活
性剤が残します。 
洗顔フォームや石鹸などでダブル洗顔することで、
肌の保湿成分をごっそりと奪い去り、バリア機能
をさらに低下させます。 

リキッド、クリーム、オイル、ジェルなど、全てのタイプのクレンジングは美肌の大敵。 
クレンジングをやめるだけでも、肌はかなり甦ると言われています。 

３）日焼け止めは常用しない 

私がスキンケアやメイクをやめた時に、これだけは続けようか
なと心がすごく揺らいだのが「日焼け止め」です。 
以前の私は、とにかく紫外線はできる限りカットすることが 
大事だと思っていたので、SPF５０という防止力の高い日焼け
止めを夏でも冬でもとにかく毎日使っていました。 
今思えば、この強度の高さも肌にとっては大きな負担を与えて 
いたなと感じています。 

日焼け止めにも同じく界面活性剤や、その他肌にとっては有害
な化学物質がたくさん含まれていて肌を傷める原因になりま
す。 



例えば、白浮きしない、塗り心地が良い、伸びがいい、汗で崩れにくいといったことから
紫外線吸収剤という物質が含まれていますが、紫外線のエネルギーを吸収することから、
毎日、長時間の使用は肌を傷める可能性があります。 

また、汗をかいても簡単には落ちないので、洗浄力の高いクレンジングとセットで使用す
ることになり、さらに肌バリアを壊してしまうことに… 

とはいえ、強い紫外線を長時間浴び続けることも肌
にとっては大きなダメージになるので、長時間、紫
外線の強い時間帯に屋外で過ごす場合は使ったほう
が、使わないことによるダメージよりも肌への影響
を小さくできます。 

私は、７年前から日焼け止めを一度も使用していま
せん。 
その代わりに夏は日傘や帽子、サングラスなどで紫
外線を防ぐことを心がけています。 

ただ、夏は思いっきり太陽の日を浴びて満喫したい
という思いもあるので、肌に優しい日焼け止めを 
１つ、持っていてもいいのかなと考えています。 
選ぶポイントとしては、クリームベースの日焼け止
めではなく、ワセリンベースのノンケミカルなも
の。 
ノンケミカルなものは、先ほどの紫外線吸収剤とは
違い、お肌の上で紫外線を跳ね返す「紫外線散乱
剤」という成分なので、刺激が少なく肌の弱い人に
とってはおすすめです。 

黄色人種である日本人は、白人に比べると皮膚ガンになる割合も極めて低く、紫外線を
少々浴びても肌へのダメージは大きくなく、私も夏に少し日焼けしたかなと思うことは
あっても秋には元に戻っています。 
紫外線を浴びることで体内にビタミンDが生成され骨を丈夫にし、また、朝日などを浴び
ることによって、適切な時間にメラトニンが分泌されて体内時計をリセット、良質な睡眠
が得られるサイクルを作り出してくれます。 

紫外線を恐れるあまりに肌がボロボロになった・・とならないよう日焼け止めの常用はや
めましょう。 



４）蛍光増白剤(洗濯洗剤)、柔軟剤は使用しない(クリーニングも注意) 

脱ケミカル生活を始めるまでの私は、洗濯洗剤はドラックストアの安売りのもの、柔軟剤
はたくさん香りの種類から毎回気になるものをあれこれと使っていました。 

ですが、衣類や寝具、タオルなどの布地に残留してしまう洗濯洗剤を使うことで、顔や体
に影響を与えてしまうことがあります。 
家庭用の合成洗剤やドライクリーニングしたものによって、皮膚の痛みや紅斑、水泡など
の皮膚への被害報告が出されています。 

顔のフェイス周りにニキビや 
痒み、赤みなどの肌トラブル
が、なぜか発生してしまうとい
う場合は、寝具や枕が原因の 
可能性も考えられますので、
使っている洗剤を変えてみる 
ことがオススメです。 
ポイントは、肌の弱い人にとっ
ては刺激となることがわかって
いる布地をコーティングする染
料の一種である「蛍光増白剤」
が無配合のものです。 

気をつけたいのは「陰イオン系号制界面活性剤」が主成分の洗浄力が強力なタイプのも
の。 
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩（通称LAS）、アルキル硫酸エステルナトリウム（AS)
と呼ばれるものは、洗浄力が強い一方で毒性も強力で、皮膚のタンパク質を破壊する作用
や胎児に異常をきたす疑いもあるほどです。 
洗浄力や洗い上がりの「白さ」を強調した製品は、このどちらかが主成分になっています
ので肌にとっても健康にとっても使わないことがお勧めです。 

次に「柔軟剤」ですが、衣類を柔軟にする成分「陽イオン系合成界面活性剤」は、皮膚や
粘膜に障害を起こす可能性が指摘されていて、陰イオン界面活性剤の毒性の数倍～１０倍
以上といわれています。 
殺菌作用が強力な時アルキルアンモニウムという物質は、皮膚への悪影響が懸念されてい
るため、赤ちゃん、子供、アトピー性皮膚炎の方の衣類に使用するのは厳禁でしょう。 

「香害」という言葉も浸透してきていますが、柔軟剤の香りで息ができなくなり、吐き
気、脱力感、喉の腫れ、顔の筋肉がこわばるなど、 深刻な体調不良で悩んでいるケースも
あります。 



香り成分を長時間残すため、増粘剤を混ぜた製品も多
くなっていますが、香料の成分は「企業秘密」として
非公表が許されているため、私たち消費者には何が 
使用されているのかわかりません。 

柔軟剤はいますぐやめても何も不都合はありません。 
香りが欲しいなら、ポプリを洋服ダンスに忍ばせると
自然な香づけになりますし、 
フワフワ感が欲しい場合は、「重曹」や「クエン酸」
が柔軟剤代わりになります。 

５）抗菌、除菌、消臭と書かれたものは使用しない 

現代人は、昔と比べて免疫機能のバランスが崩れ、アレルギー疾患を発症しやすくなって
いるという説があります。 
衛生状態をその一因とする「衛生仮説」というものでは、衛生状態が良くなりすぎたため
にアレルギーを発症しやすい体質になったとされています。実際にアフリカの山間部に住
む人が都会ではアレルギーになり、元の場所へ戻ると症状が回復した例もあるようです。 

抗菌、除菌、消臭と書かれた製品を使うと、自分の周りが清潔に保たれてバイ菌から守ら
れているような気がして、以前は手軽なスプレーや消臭剤なども使っていました。 

抗菌剤は、洗濯洗剤や掃除用のクリーナーなどにも配合されてい
ますが、浴槽に使うと抗菌成分が残留することで、肌に触れると
トラブルに繋がることがあります。 

除菌・抗菌剤も界面活性剤ですし、殺菌効果があるものをスプ
レーなどで間違って肌につけてしまうことで、肌を守ってくれる
皮膚の常在菌も一緒に殺してしまいます。 

また、簡単に洗濯できないソファやカーテン、ベッドマットや枕などに消臭スプレーをか
けるCMを見たことがあると思いますが、肌に触れるものには絶対お勧めできません。 

アメリカでは、2016年に抗菌作用のあるトリクロサンなど19種類の殺菌剤を含む抗菌
せっけんやボディーソープなどを販売禁止にすると発表されています。 
殺菌効果が普通のせっけんを上回るという根拠もなく、長期で使用した場合の安全性がそ
もそも検証されていないということだそうです。 



FDA（米食品医薬品局）は、「殺菌剤は長期的に利点よりも有害となりうる可能性がある
との指摘もある」と警告しています。 

肌が、スキンケアをすればするほど本来の機能が失われてしまうように、必要以上に
「菌」を排除することで本来の免疫機能が落ちてしまうのかもしれませんね。 

一説には路上生活者が一番免疫力が高いとも言われています。 

37兆とも60兆とも言われる細胞が、 
大切な機能を営んで、日々正常な状態に
調整してくれている神秘に満ち溢れた 
人の体。 

化学的なものに頼らずとも、この神秘の
力をもっと信用して、より活性化できる
ようなライフスタイルを作る方が、私と
しては断然おススメです。 

６）顔、体、髪、手はお湯で洗う 

スキンケアをしない、メイクをしない、シャンプートリートメントしない生活にすると肌
や髪、体に何かをつけることがありません。 
余計なものが付いていない肌や髪を洗うのは、お湯洗いするだけで充分汚れは落ちます。 

また、健康な肌は、肌を守ってくれる皮
膚常在菌が、悪性菌の繁殖を抑制してく
れるので、洗浄剤を使わなくても大丈夫
です。 

以前はハンドソープの抗菌剤が残留して
いたせいなのか、手のひらが乾燥して 
カサカサしていましたが、お湯洗いにし
てからはいつもさらさらに変わりました
し、 
いつも持ち歩いていたハンドクリーム



も、もちろん要らなくなりました。 
（ハンドクリームも界面活性剤が入っています） 

よく歳を取ると体が痒くて仕方ないとか、夜起きてしまうことがあると聞きますが、これ
もボディソープなどでの洗いすぎや界面活性剤の影響で肌バリアが壊されるため。 
早いうちからお湯洗いに切り替えることがお勧めです。 

このお湯洗いで気をつけたいのはお湯の温度。 
温度が高くなればなるほど、お湯の洗浄度は上がり、40度以上でシャンプーと同等レベル
の洗浄力を発揮すると言われています。 

頭皮は身体の中でも毛穴の数がとても多く一番雑菌の多いとろであると言われているので
42度、顔の皮膚はデリケートなので32度、というようにお湯の温度は変えています。 

以下、お湯だけではすっきりしない時の対処法ですので、ぜひやってみて下さい。 

・手を洗う時・・お湯を流しながら「無漂白のペーパータオル」で手の汚れを拭くように
洗う。 
　※普通の白いペーパータオルは漂白剤が使用されています。（漂白剤は、皮膚につくと 
　　炎症が起きたり、粘膜に刺激を与えて目やのどが痛くなる場合があります） 

・髪を洗う時・・　　　　　　　「小
麦粉シャンプー」を作って洗います。
小麦にはサポニンという天然の界面
活性剤も微量に含まれています。シャ
ンプーとして使うことで「汚れの吸
着」と、サポニンの界面活性作用が
合わさり、とても髪に優しく皮脂汚
れを落とせます。 
石鹸や洗剤がなかった古代では、稲
や麦の茎を干し粉にして髪につけ、
汚れや油を吸い取らせて櫛で梳き落
としていたようですね。 



７）手で顔や髪に触らないことを意識する 

スキンケアやメイク、その他、身の回りで肌に害を引き起こしそうな製品を断捨離して 
７年になりますが、今でもなかなかできてないなと感じるのがこの「手で顔や髪に触らな
いこと」です。 

もともと肌が弱いため、疲れをため込ん 
だり、食生活が乱れたりすると、すぐに 
赤みや痒みとなって出てしまいます。 
で、ついつい気になって擦ってしまったり
かいてしまったり・・ 
でも、そんなことをした翌日は、吹き出物
がポツンとできたり赤みや痒みが広がって
しまいます。 

いくら日用品に気をつけたとしても、身の
回りには柔軟剤や抗菌剤を使用した衣類や 
家具、文房具がたくさんあります。 

何気なく手にしたもののほとんどは、柔軟
剤仕上げ、抗菌仕上げが施されいると思っ
て間違い無いので、いつの間にか柔軟剤や
抗菌剤が手に付いてしまいます。 

また生活の上で欠かせないものになった 
スマホもバイキンだらけだと言われてい 
ます。 

そんな手で、肌を触れると肌トラブルの原
因になり、また髪をさわることで、髪が触
れた肌に影響が出ることも考えられます。 

ウイルスと一緒で抗菌剤や柔軟剤は目に見えないため、ついつい忘れがちなところです
が、「手で顔や髪に触らない」これを意識するだけでも、もしかしたら肌トラブルは激減
するかもしれません。 



最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。 

経皮吸収型製剤と言って 
皮膚から吸収されて効果を表す薬があります。 

が一方で、 
皮膚を通過して体内に入る毒のこと「経皮毒」と言って 

毎日使っている洗剤や化粧品などの 
日用品に含まれる有害な化学物質も存在しています。 

身体の部位で言うと、生殖器や顔を含めた頭部は 
経皮毒の吸収率が高いと言われ 

アレルギー症状やアトピー、適応障害や自閉症なども 
経皮毒による症状とも言われています。 

書かれている内容を全部実践するのは難しいと思いますが 
できるところからでも、少しづつやってみてくださいね！ 

１年後のお肌、確実に変わりますよ♡ 

わたしがノーメイク、ノーシャンプーになるまでに 
使ったものなどもご紹介しています。 

ご質問などありましたら 
ぜひお気軽にメッセージくださいね♪ 

　　 LINEお友達登録は 
　　　 こちらから 

スタンプを送って頂くと、 
誰が登録してくれたか分かります！ 

https://lin.ee/rA0zsXH

