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【はじめに】全国的に高齢化の進む昨今、当院の位
置する周防大島町も人口約1万9千人の内、65歳以
上が47.7% と高齢化の波が押し寄せている。それ
に伴い、自宅や高齢者施設等での予期せぬ死が増え
ており、救急外来で死後の処置に携わる機会も多く
なっている。
死後の化粧はエンゼルメイクと呼ばれ看護師が主に
担当している。しかし、一般的には看護師はエンゼ
ルメイクに関する系統的な教育を受けておらず、先
輩看護師より慣例的に学ぶことが多いのが現状であ
る。
現在、当院の救急外来においては、死後の処置は
行っているが、その中でも、エンゼルメイクまでは
ほとんど出来ておらず、スタッフの間からケアが不
充分なのではないかとの声が聞かれるようになった。
そこで、エンゼルメイクの必要性を再認識し、高齢
化の進んだ地域性や、死後の変化に対応したエンゼ
ルケアを導入するに至った経緯を報告する。

【Ⅰ．研究方法】
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１．はじめに 
  現在、当院の救急外来において死後の
処置は行っているが、その中でも、エンゼ
ルメイクまではほとんど出来ておらず、ス
タッフの間からケアが不充分ではないか
との声が聞かれるようになった。 
 そこで、エンゼルメイクの必要性を再認
識するため、研修を受けた看護師が中心
となり救急外来にエンゼルメイクを導入し
た経緯を報告する。 
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救急外来におけるエンゼルケアの現状を把握し、
エンゼルケアの必要性を再認識し、より質の高
いエンゼルケアを提供することが出来る。

2）対象
救急外来に携わる看護師12名

3）期間
H23.11.5～ H24.5.10

4）方法
1アンケート調査（回収したアンケート用紙を項

目毎に単純集計した。）
2エンゼルメイク研修会参加
3メイク道具の検討・マニュアル作成
4伝達講習の開催：内容として革皮様化、乾燥、

蒼白化などの死後身体に起こる変化とエンゼ
ルメイク方法・手順

5エンゼルメイク用品を取り扱う企業による説明
会の開催

5）倫理的配慮
対象者に調査への参加・不参加によって不利益
は生じないこと、データーは無記名で個人が特
定されることがないことを文書で説明し同意を
得た。

【Ⅱ．結果および考察】　アンケート用紙の回収率
は100% であった。
内容として、「エンゼルメイクの方法・手順を知っ
ているか ?」との問いに58% の看護師が知ってい
ると回答するも、研修等で専門的な知識を得ている
のは28% だった。その他は「特に指導を受けてい
ない。見よう見まね」という回答が43% と多く、
先輩看護師の手技の模倣を行っており専門的な知識

や裏付けが不足していることが推測された。
また、「自分のエンゼルメイクの手技に自信はある
か ?」に対しては、全ての看護師が「いいえ」と答
えており、理由として当院の救急外来にエンゼルメ
イクについてのマニュアルや看護基準がないことや
エンゼルメイクの方法を共有化する機会がなく、手
法の統一が出来ていなかったことが自信の無さに繋
がったと考えられる。

「救急外来で死後処置時、エンゼルメイクを行う
か ?」に対して92% の看護師が行っていないと回
答し、理由として82% の看護師が救急外来にエン
ゼルメイクの道具がないことを挙げた。このことか
ら、現状はエンゼルメイクに必要な物品が揃ってい
ないことがわかった。
また、「看護師が使いやすいエンゼルメイクの道具
が救急外来にあったら使いたいと思うか ?」の問い
に「希望する」との回答が92% であることから、
エンゼルメイクを行いたいと考えるスタッフが大半
を占めており、そのために使用する物品の準備・検
討の必要性があると感じた。

そこで、研修を受けた看護師が中心となりメイク道
具の検討を行った。

 ２．目的 
 

エンゼルケアの現状把握 

 

  ・エンゼルケアの必要性を再認識する 

   ・より質の高いエンゼルケアの提供     
 

  ３．方法 
    １）アンケート調査 

    ２）エンゼルメイク研究会参加  

    ３）メイク道具の検討・準備 

    ４）伝達講習の開催 

Q1.エンゼルメイクの方法・手順を知っている？ 

   はい  58%  いいえ ４2% 
 

Q2.エンゼルメイクの手技取得方法は？ 

 見よう見まね 44% 先輩から指導  28%   研修参加 28% 
 

Q３.救急外来で死後処置時、エンゼルメイクを行う? 

   はい 8％   いいえ 92%  
 

Q４.メイク道具があれば、エンゼルメイクを行う？ 

   はい 92%  いいえ 8% 
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高齢化の進んだ町、華美な化粧を好まないという地
域性、来院患者の大多数が普段化粧をしない方ばか
りでありファンデーションや合わない色の口紅を塗
ることで、その人らしさを損なうのではないかとい
う意見を考慮し、ファンデーション等を使用せず乾
燥を防ぐため、ワセリン：ベビーオイルを5：1で
混合した保湿クリームを塗布し、薄く口紅で赤みを
つける方法を導入することとなった。

このメイク法を導入する上で、手順や手技が統一で
きるようわかりやすくイラストを用いたマニュアル

を作成し伝達講習を開催した。

伝達講習ではエンゼルメイクの必要性や、死後遺体
に起きる変化で、特にひげ剃り後に表皮の欠損部分
が乾燥して起きる革皮様化現象のこと、また、油分
の多いクリームで皮膚表面に油膜を作り、水分蒸発
を予防し保湿するにはワセリンが有効であるという
根拠を説明した。

伊藤は2）「特に、唇や指先は、乾燥が生じると変
形を伴い修復が困難となるため、ご家族や関係者に
見られる部位である口唇は、絶対に乾燥を亢進させ

メイク道具の検討・準備 
  

      

 
 

      

 

選択の理由：自然で素肌の様な外観 

            皮膜を形成し、保湿できる 

         安価で、入手しやすい 

（粘稠度を下げるめワセリン：ベビーオイルを５：１で混合）     
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高齢化の進んだ町 
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        メイク後            メイク前 

保湿クリームを塗布し 
肌の保湿を図ると共に艶を与える 

口紅で口唇に赤みをつける 

頬に口紅を
薄く付け、
自然な赤
みを足す 

エンゼルメイク道具 
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         メイク前                 メイク後 

保湿クリームを塗布し 
肌の保湿を図り、艶を出す 

口紅を薄く付け 
健康的な口唇の色にする 

保湿の重要性 

生命活動の停止 
 

血液循環・水分の供給停止 
 

乾燥  
 

皮膚の脆弱化・変色・変形 

 

乾燥予防・保湿対策が必要 
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てはいけません。」と述べており、乾燥防止の重要
性を説いている。肌を美しく整えることにより生前
の面影を取り戻し、遺族への心のケアにも繋がって
いくこと等をスタッフに説明したところ「遺体に
そのような変化が起きるとは知らなかった。」「退
院後の事は考えていなかった。」という意見が多く、
患者に充分なケアが出来ていなかったこと、残され
た家族への配慮が不充分であったことが明らかと
なった。

メイクの方法に自信の無さを感じていた看護師が多
数だったが、「この方法なら手早く自然な感じに仕
上がり、化粧に慣れていない男性看護師にも行いや
すい」という前向きな声も聞かれるようになり結
果として、メイク道具の準備及び伝達講習によって
エンゼルメイクへの意欲が高まりスムーズに導入出
来たのではないかと考えられる。
また、伝達講習終了後も、他院で行われているエン
ゼルメイクに対し質問が多く、当院の処置内容と比
較する意見が飛び交うようになり、問題点の見直し
や改善の必要性を認識する等、より質の高いケアを
意識し始めたと考えられる。

映画等でエンゼルケアや葬送を話題として取り上げ
るようになってきた今、医療従事者や葬祭関係者の
みならず専門的知識の無い人達もエンゼルケアに対
し関心を持ち始めている。それに伴い、看護職に対
するニーズも多様化してくると考えられる。そこで、
自分達の知識の幅を広げるために御遺体用化粧品を
取り扱う企業に依頼し説明会を開催した。
説明会では遺体のスキンケアや、生体用化粧品との
違い、メイク方法についての説明を受けエンゼルメ
イクが日々進歩していることを実感した。
しかし、家族から特別な依頼がない場合は退院した
ままの状態で葬儀を迎えることになるため、多くの
ケースは病院でのエンゼルメイクが最期のケアにな
ることや、生体用の化粧品を使ってのメイクでは乾
燥を助長し、葬儀までに化粧が落ちてしまうという
現状についても説明を受けた。スタッフの多くは葬
儀社側が化粧等のケアを再度行っていると思ってい
たが実際は有料サービスで、希望しない方も多いと
いうこと知り、病院で行うエンゼルメイクの重要性、
またエンゼルメイクについて知識を深めることの必
要性を感じた。
上野は1）「どのくらい時間と費用がかけられるも
のなのかなど、標準的なケアのあり方を検討した上
で、まずはマニュアルと物品を揃えるところからは
じめましょう。最終的には家族の思いを感じ取り、
限られた時間の中で「できることをしていく」し
かありません。その都度振り返りも行い、ケアのあ
り方を向上させていくことも大切です。」と述べて
いる。
一刻の時間を争って治療を行う救急外来にとって、

物品の 
検討・準備 

伝達講習 

・手技の統一 
・エンゼルメイクの必要性を再認識 

現在のケアに疑問を持ち、改善することの 
必要性を感じた 

手技統一 

 
４．結果および考察 
 

 伝達講習の内容 
 

  死後に起こる外観の変化 
 

  ・蒼白化：血球成分が重力に従って沈降、体の  

       上面部の血色が失われる。 

  ・乾   燥：体内からの水分の供給が停止し、皮膚 

          表面からの蒸散が進むことで乾燥が顕 

          著になる。 

 
蒼白化・乾燥に対してのケアが必要である 
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エンゼルメイクに費やす時間を取ることは困難な場
合もある。しかし、その限られた時間の中でも患
者・残された家族に対するケアが不充分になっては
ならないと考える。今回、エンゼルケアを導入する
ことでより質の高いケアを提供できるようになった。

【まとめ】救急外来で行うエンゼルメイクは症例数
が限られている上、愛する家族を突然亡くし悲嘆し
ている場面に意見を求めることも憚られる。そのた
め、直接的には患者により良いケアが提供できたと
実感しにくく、ケアの評価が困難であるが、患者に
実践できる最期のケアとしての必要性を再認識する
とともに、地域性を考慮し、保湿を重視したエンゼ
ルメイクを導入することが出来た。
その関わりによって地域の方々が当院で最期を迎え
て良かったと思って頂けるよう、今後も学びを深め
て行きたい。
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５．まとめ 

  患者様に実践できる最期のケアとしての
必要性を再認識するとともに、地域性を考
慮し、保湿を重視したエンゼルメイクを導
入することが出来た。 

 その関わりにより、地域の方々が当院で
最期を迎えて良かったと思っていただける
よう今後も、学びを深めて行きたい 
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