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Abstract 

In our experiments on animals evidence was found that citus fragranc巴mayhave an antid巴pr巴ssanteffect and a 

psychoneuroimmunological effect. Citrus fragrance was given to d巴pressivepatients and the results indicated that 

the doses of antidepressants nee巴ssaryfor th巴treatmentof depression could be markedly reduced. The treatment 

with citrus fragranc巴non
than antidepr巴ssants.Our clinical studies have also indicated that citrus fragrance can effectively prevent a re 

lapse and r巴currenc巴ofd巴pressionfor more than 6 ye紅 sand a mix巴dfragrance of ros巴， sandalwood,and so on is 

efficacious against insomnia. Bas巴don th巴seresults, a contribution of cosmetic treatment to medical s巴rvic巴 is

discussed as follows. Psychiatric patients make up depending on th巴irpsychic function. D巴pr巴ssivepatients find 

it bothersome to do anything and they are restored to health to make up. Anxiety sometimes int巴rfereswith 

makeup. Schizophrenic patients often make up bizarrely. Next, some possibilities to apply makeup to patients is 

discussed. Taking a rest is a foundam巴ntalof treatments for depression and depressive patients should not be 

mad巴 makingup. Makeup may b巴usefulto anxious patients as behaviour th巴rapyand to schizophrenic patients, 

who are I巴milted,as social skill training. Makeup is thought to b巴 usefulin the treatments for dementia and ter-

minal pati巴nts,as other symposists present. From psychoneuroimrnunological point of vi巴w,nurses’rnak巴up

may be important in giving patients confidence, love, devotion, sens巴 ofcleanliness, etc. It is expected that fur-

ther studies will reveal a relationship between psychoneuroimmunological framework and skin and that cosmetic 

treatment will be recognized as a means of medical service. 
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1. 香りの医療への応用

1-1.香りの作用

私は香りを医療に応用する試みを行っていて，まず

その成果を紹介する。香りの情報は鼻を介して脳に伝

えられるので，その主たる応用は得神科領域になる。

私たちの研究によって，香り にはおもに二つの作用が

あることが分った。一つは鎮静と賦活であり， それぞ

れ，抗不安薬，一般には精神安定剤といわれているも

のと，抗う つ薬の作用に相当する。ここで，抗うつ薬

はたんなる興奮剤とは異なるこ とに注意が必要であ

る。抗うつ薬も興奮剤も強制水泳試験において無動時

間を短縮するが，動物の行動量をオープンフ ィールド
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で、混lj定すると， 興奮剤では行動が増加するが，抗うつ

薬では減少する。柑橘系香料では弱いながら も抗うつ

薬に似た作用が認められたI）。いっぽう，白檀やロー

ズでは鎮静作用が認められた2),3）。香り にみられる も

うひとつの重要な作用は精神神経免疫学的作用であ

り，抗ス トレス作用としてみられへこれが今回の主題

でもある。こうした香り の作用によって，不眠症やう

つ病の治療， さらにうつ病の再発 ・再燃の予防に一定

の効果を見出している。臨床研究はすべてインフォー

ムドコンセン トを得られた場合にのみ行っている。

1-2. うつ病に対する臨床応用

うつ病に対する香りの応用について，臨床知見5）の
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