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l初めての、透明ミストファンデーション|
型から若々 しい顔に変える新テクノロジー誕生

パ リ と 東 京の研究所で共同開発

独 自 の変 身 機能 ・成分配合に成功

世界に先駆け、 MPC(ミルクプロテインコンプレックス)と

独自成分のエアロ化に成功。ソフトエアロベール

が地肌を変化させながら、シワ ・タルミ ・シミ

を目立たなく見せ、引き締まった若々しい

容貌に、 一日中っくり変えます。従来のカラー

ファンデーションにプラスするだけで、いままで

に得られなかった変身を実感。補正ランジエリー

のような整顔効果を実現します。
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50m2 9，800円(税抜)

(王闇虚 ~(II担ロ イヤルゼリー .tルクプロテインー網目，、チiツ) f含 )

無香料・無着色アレルギーテスト済み
すべての人じアレルギーb'li!~生いという制?ではありSせん.

ケ ン ・プ ロダ ク ツではリメモシリーズをはじめ、新分 野 〈物 理 機 能 性 化 粧 品〉の開発に取り組んでいます。
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巻頭 言

脱毛が医療 として成立するために

タカハシクリニック・院長高橋逸夫

「病院が消える」という医事評論が発売されました。国公立・私立を問わ

ず、日本の全病院の75%が赤字経営に転落し、史上最悪の事態に陥って

いるとのことです。日米病院の職員数の違いはアメリカの方が1ベットあ

たり 10倍も多いそうです。日本では総医療費が高い高いといわれていま

すが、国民l人当たりの医療費は平成2年には GNP比6.5%、各国と比較

し16位に位置しています。さらに1回当たりの医療費も大変低くおさえら

れています。それにもかかわらず、乳幼児死亡率は世界最低で、平均寿

命も世界ーの国になっています。経済大国日本の外来は3時間待ちの3分

診察、病室は雑魚寝、共同浴室、医師・看護婦は重労働をしいられ、労働

基準法さえ守られていないのが現状です。

戦後国民皆保険制度がとられ、急性疾患、感染症に対応していた「救命」

最優先の時代がすぎ、現在慢性疾J皆、と癌の時代にかわってきました。日

本の医療システムでは医師と患者による、複雑な病気の共同管理、障害

克服、終末期医療と いった多様なニーズには適応出来なくなり、「制度の

機能不全」現象が顕在化してきました。これからは、お互い納得のゆく医

療サービス、丁寧な説明のある医療が不可欠となってゆくのではないで、

しょうか。

急速な経済発展と社会のストレスの中で、疾病も多様化しました。 そ

のなかで、多毛症という疾病が存在し、それを治療するという以前では

考えられない ことが出現しました。多毛という ことだけで社会的活動が

制約され、社会と同化出来ないとすれば、 これはまぎれもなく病気であ

ると思われます。このような新しい疾病は旧態依然の現在の医療制度の

中ではカバー出来ない部分て1まないで、しょうか。 このような新しい疾患

に対しては、医療者側(医師及び看護婦)が医学的見地にたち、しっかり

した制度を確立してゆく必要が、あるのではないでしょうか。

多毛症治療のための不再生脱毛が医療行為として成立するためには、

まず第一に脱毛術が確実で、あることと考えます。そのためには、現在医

学脱毛学会で整備されつつある、脱毛術教育システムの確立が最重要課

題であると忠、われます。さらに全国どこからでも、 1時間以内の距離に脱

毛を行う病院が存在するようになること 。そのことを社会に伝える広報

活動等、脱毛を医療として、社会的に認知させるためには問題は山積み

しています。これからも日本医学脱毛学会員一問、協力し、良い知恵を

出し合い、 学会発展のために努力しようではありませんかグ
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総説

電気脱毛術の法律的問題

浜松ヒフ外科クリエけ 小林敏男

はじめに

毛包に沿って針を刺入し、電気を通し、毛を脱毛するく電気脱毛術行為〉

は、法律的には Eのようになっているのでしょうか。私は昨年、世界の

国々の状況を調べてみましたので報告します。

1. 日本以外の国々について

A.フランス

電気脱毛術は医療行為であり、医師のみが行い、例え医師の指導、管

理の元であっても、看護婦など医療従事者が行う ことは出来ない、 とさ

れています。きて、私がフランスに行った折 り、調べた結果では、現在、

パリを中心に10箇所前後の医院で脱毛が行われており、医師達は役所と

話し合いの上、医師の指導の元で看護婦も 脱毛術を行っているのが現状

です。非医療従事者による電気脱毛術に対する役所、警察の摘発はきび

しいようで、フランスのエノレ、コスモポリタン、プリマな E、名の通っ

た女性週刊誌な Eには、非医療者による電気脱毛術の宣伝広告は一切見

られません。なお、フランスをはじめ、世界の国では、エステティック

とは顔や肌にたいするスキンケア、リラクゼーションなどを意味し、電

気脱毛術はエステティ ックの範囲ではありません。

B.ベソレギー

電気脱毛術は医療行為であり医師が行う、とされています。実際の電

気脱毛術はフランスと同じように数ケ所の医院で医師または看護婦など

が行っている、 との情報をフランスの医師から得ました。

C.スイス

回全体としては法的規約はありません。ジ‘ュオ、ーブには電気脱毛の訓

練所と試験所があるようです。また、チューリッヒには脱毛にカをいれ

ている医院があり、医療従事者が電気脱毛術を行っています。

D.イギリス

国全体としては法的規約はありません。ただし、電気脱毛術を行う者

は保健所へ届け出が必要で、感染性の病気を十分防止する予防手段の承

認(認可)を得る必要があるようです。

E ドイツ

圏全体 として法的規約はありません。

3 



総説

Fアメリカ

1992年のデータでは、各州、|によりばらばらです。約50の外|のうち、 30

位の州では〈電気脱毛士、 エレク卜ロジ、スト〉という、医師や看護婦とは

独立した資格を作っています。平均500-1000時間位の教育の後、州毎に

よる試験があり、合格した者に電気脱毛士資格が与えられます。電気脱

毛士は、独立して自分のオフィスを持ったり、病院(医院)に勤務したり、

医院の中で契約により自分のオフィスを持ったりしています。また、西

ノfージ、ニア州では、フランス、ベルギーのように電気脱毛術は医療行為

と規定され、医師または医師の指導のもとに助手が行うことになってい

ます。その他の約20の州では法的に規約はありません。

G.カナダ

固として法的規約はありません。

以上が主要な国の現状です。国全体として法的規約があるのは、フラ

シス、ベルギーの2ヶ国であり、電気脱毛術は医療行為と規定されていま

す。逆に、電気脱毛士を国全体の法律として制定している国はありません。

2. 日本の電気脱毛術についての法律的規約ほか

日本では昭和59年、警察庁保安部公害課長より厚生省医務局医事課長

あてに、〈電気脱毛術(電気分解法、高周波法)が医師法第17条の医業に該

当するか〉の問い合わせに対し、〈医業に該当する〉の回答が出されて いま

す(資料1)。

また、昭和63年にはエステシャンの協会に対し、〈電気脱毛術は医師法

第17条に規定された医業に該当する〉との回答を出しています(資料2)。

平成l年、全日本エステティック業連絡協議会という組織が、第1回エ

ステシャン電気脱毛過程、全国統一検定試験なるものを企画しました(資

料3)。

これに対し、日本医師会・会長の羽田春先生はく医療行為との行政通知

が出ている電気脱毛術を非医師が業として行う可能性がある〉との判断の

元に、第8回常任理事会にて、永久脱毛に関する厚生大臣に対する申し入

れを提議され、直ちに、厚生大臣に申し入れがなされました(資料4 日

本医師会雑誌、転載許可〈生転受1-5>)。これにより、同試験は中止され

ました。



総説

日本医学脱毛学会(当時は日本医学脱毛協会)としては平成1年から2年

にかけて厚生省健康政策局の担当者との話し合いを持ち、電気脱毛術は

医療行為であ ること、静脈注射や筋肉注射などと同じく 医師の管理指導
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資料l

昭和 63年 2月4日

殿日本エステシャン協会

厚生省健康政策局医事諜

医師法第 17粂に係る疑義について(回答)

電気ニード、ノレ脱毛i法について

毛根部に車IJ入した調書に通電すること等により毛根部を磁療し脱

毛する行為は医師法第 17粂の医業に該当するので、医師以外の

者が行λI!医師法違反 tなる。

アイライン等に係る入れ援について

顔面部ことに|恨の問辺部へS躍を刺入して行う入れ盛行為l.i、医

師法第 17条の医業に該当するので医師以外の者が行え I!、医師

法違反 tなる。

2 
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総説

下で医療従事者がおこなえる術の範噂にある、 との了解を得ました。

以上の大まかな歴史からして、電気脱毛術は医療の分野であ ることは

明白です。

特に近年、予想もしえなかった感染症が急増してい ます。脱毛針によ

るB型肝炎の予防を主に考えていたこの数年でしたが、今後はし、まだ感

染経路カf確定していない、C型肝炎の対策がきわめて重要になるでし ょう。

また、アメリカでは AIDSが拡大するにつれ、 脱毛術に使用される 器具

の消毒も一段ときびしくなって おります。

最後に。衛生面はもとより脱毛術の知識と技術の向上につとめ、最良

質の脱毛医療を国民に提供すること、それが日本医学脱毛学会の役割で

しょう 。

6 
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AEANEWS 全日窓エステティ ック寝連舗箇・書
〒141...・品川区よ大・・，_，・-1l

圃鳳置ロマ:'-::'-.:'-1.41-.12・2
τ'EL 03-491-2091 

。第T回工ステティシャン(電気脱毛課程)全国統一横

定鼠験の基本方針ガほほ決まる

4 ~j261H材 1 7時半から 中西止興委i-i民 主催による、 第 81"IH足主技術特別委員会(委

iiは石川、kl点、小謀、中村、 浜11内科氏)が附{監され{於 ・'i協議会会議室)、全Ifj

のエステテ ィ ンヤノの注目的 ま とである、 際;己的「電気脱モ諜f~J 1:1唖統一試験的基

本rr<Jな方針が、 Illlikのとおり決定された。

記

1 .受願資格

ι:;fを宇主ーまたは|己l程度以上町寸'1Jを千iし、かっ(";It抗目見Eぷ粍)ヱステティシ

ャンとして 2年以上の実抹経験をイiする布.

2 鼠般の日時

~1' 1占t;じ年 11 1128 fI伏)/10時-17時 (f'定)

3.鼠陵会.

Jlt)~・よ阪 . tI.¥IMI 
(受験町内状況によリ.仙台 ・抗日ilt.札映写L追加の場介あリ.なお具体的立

試験会場は IJト選定中)

4.鼠駿科目その他

〔学科鼠厳〕

J!容収モFI! ~I歯を主とし、択ー式によリ介.1I'100Iill ，を :1'，凶 F志。科 11 は次のとおり 。

. 1.i生i1:、脱大阜、 ・'I'JljJ.商事例 i':k.i!: ・irir:j;iよ

. fムu¥州 tk.i!: ・公衆衛'1-:"('λ色、 ・皮J膏科戸大，C!':

・物内及び化下大広 ・晃容脱"sl'!t;通Jに足、

(実胞鼠厳〕

屯古t脱E機・術品およびモデルは作臼111.'世する.試験的ポイン トは次のとおリ。

. Ji~年目且ものJ.t~rr<J技術 ・Wi信義的Jf(i品い

.Ji脊悦主を行う場合的拘γ1'1'.の』収被い ・清潔!:-J.l駐車:能}J:芹

資料3



資料4

総説

第 8回日本医師会常任理事会
(判此Je'1三6)J1311 午後 2: 00-2 : 55) 

25 永久脱毛に関する厚生大臣に対する申し入れの件

松石理事 この|問題は、jJ;jIU会長ご自身か りのご提起で与ございます。

資料1のAEANEWSIこよりますと、「第 11叫エステテ ィンャン(電気脱主謀位)全

国統一機定試験的基本)j針がほぼ決まる」ということで、非医師の団体的方々が資格

試験を行勺て、この業務に当たる~j-Jìlîlであるといヲことが判明しました。

この1111組{立、これまでもいろいろ問題となる行為がございまして、資料2の行政通

知に「いわゆる '永久脱1:J行為についてJ として載っておリます。rこのような永久

脱も行為を業として行った場合は、医師法第17粂のl)ll;に該当すると併してよいかJ

という質問に対して、「街J，¥!;見のとおリであるJという Inl答が出ております.現在まで

この行政油知に変犯はございません.

資料3は 1昭和61'ドにifわれま した釧路地J;政判所得広支部におけるコンビュータ

-，k久脱E憐CB-2による脱E処押ーに給んだ訴訟'1>(1'が起きております.その訴訟事件

に l則しまして‘ .rt~'1よ支部iの野村裁判f:が干上 i司法人日本皮膚科学会宛てに謝資事項をf氏
側して釘ります。そのInl符が資料 3の 2枚 Hにございます0'明らかに医療行為そのも

のと1>IAされるものであるJ という Inl報舎を皮崎干十佐合理事長の石僑先生が出してお

られます。

ょの資料 1のように、 "'I)lr.市町同体である日本エステティシャン協会と全日本エス

テティソ:7 ~陸連絡協議会的 2 つの I.tl体が独自にこ ういう資陪審査を lT~ "資格を与え

るということは、l再自刑法にi車!えするのではないかという縫穫がございまして、 J!I-'t省
IX'I'o!J!にむIlll~、合わせま した結決、 l軍司才怖でら医師法第 1 7粂の行政指導的線に沿って
よれまで対処してきたということでごさいます。したがって.厚生省としても、これ

はl医療行為そのものと判定しているということでございます.

このようなよとか句.村瀬高1I会長とらごflj;l1iJ'L1::げて.下記のような申入れ舎を

11'1良いたしました。

打作 U~ ド益々ニ・ h'~作のニととお慶び巾 し 卜 げます。

きて、このliUl本医師会が入手した資料 (AEANEWS)によると，第 1

Inlエステティシヤ0/ (屯気脱毛諜程)令凶統一検定試験の基本方針がほぼ決

まるJ とのJ<魁のらとに 医療行為である「電気脱毛」の資格試験を、非医

師である u本エステテインャン協会と全日本ヱステテイ Y:7業連絡協議会が

合!日lしてiiう、 との;己11>が記載されておリます.

L、わゆる「ノk久脱色」行為については‘ u円相59年11月13日医事69によリ、

IXr.刑法第17条のほ業lこ，il<吋すると解してよいとの行政通知が出されており、

医師以外の者がこれを業として行う ことを祭じております。今IqJの両国体の

行為は.医療行為をJI'医師が業としてiiう"1能性を思惟させます.

!手中行は、この件にl闘し医師法行政岨知違反行為的意起きれないよう.速

やかに指導されるよう 巾し入れます。

'1'1& JC"J'. 6 )-114十l

1'1'1大I:i

小泉純 一郎殿

日本医師会長

羽田春免

奇!(Jl

この文討をl享F巨大f目先てi且りたいと与えておリますが皆保方のご怠兄をいただき

たいと思います。

羽田会長 」二れを，IP，して般市に取リ締ま ってもらうというニとで、ご興治ございま

せんか.

('~時』品主し J との 1ê ，1あリ)

羽国会長 では、そういうニとに決定しますa



講座

毛包の組織学

動l室協札帆病院皮膚科およ び皮膚病理部門木村鉄宣

はじめに

本論は正常毛包の組織像を概括し、毛包の病的状態の理解や治療への

応用に役立てることを目的に準備された。

1.皮膚付属器としての毛包

毛包(hairfollicle)は脂腺、アポクリン腺そしてエクリン腺とともに皮

膚の付属器のひとつであり、手掌・足底をのぞく体表に広く分布し毛を産

生する。毛包は通常脂腺を?ともない毛包・脂腺系を、そして肢簡など特定

の部位ではアポクリン腺とともに毛包・路線・アポクリン腺系を構成する。

2.毛包の発生

胎生期の表皮の一部が膨隆し毛芽(hairgerm)を形成する。毛芽は将来

の毛乳頭となる問葉細胞をともなって徐々に延長し毛包を形成する。

表皮に対して毛包の鈍角側に膨隆部(bulge)が出現しそれぞ、れ将来のアポ

クリン腺、月旨腺そして立毛筋付着昔rlになる(図1)。この毛包(一次毛包)の

周囲に号|き続き、さらに毛芽(二次毛包)が通常2つ出現し、ひとつの毛孔

を3つの毛包が共有する三毛群を形成する。出生後には毛包の新生はない。

3.毛包の構造

1)毛包の種類

毛包には細くて短〈 色のうすい、髄質のない毛をもっ軟毛毛包(vellus

follicle)と頭髪、眉毛、臆毛、肢毛、恥毛のように太くて長〈色の濃い、

髄質のある毛の終末毛包(terminalfollicle)がある。両者の組織学的な違

いは毛包の大きさにあり毛包を構成する成分は同じである。
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-毛包

・毛包の構造

・毛包周期

関2 成長JJI1':包の構造(文献lよりづIJlIl

毛包は立芭筋付着部で上部1.F却に区分できる。 ニ

の区分は形態 t毛包周期における両者の機能闘での朝日

速に b1.づ<.毛包j罰則lにおいて上部は国定部として

形態が変わらないのに比べ、下部11変動部tして形態

を変化させる.



講座毛包 の 組織 学

2)毛包の付随組織

毛包には上皮成分として1))J剖泉、2)アポクリン腺が、そして非上皮成

分として3)基底膜(basementmembrane)、4)毛包周囲結合組織(perifoト

licular sheath)、5)毛悠(hairdisk)、6)毛包周囲神経終末(perifollicular

nerve endings)、立毛筋 (muscleof hair erection)が付随するが、アポ

クリン腺、毛盤そし て神経終末はすべての毛包に存在するわけではない。

3)毛包の構造

毛包は形態的および機能的特徴から立毛筋の付着部(thebulge)で上部

(upper segment)と下部(lowersegment)に区別される(図2)。毛包上部

IJ.後にのべる毛包周期の Eの時期においても形態を変える ことがなく、

常に同じ状態を続ける固定部であるのに対し、下部は変動部として劇的

な変化をしめす。上部は脂線導管を境界に毛包漏斗部(infundibulum)(図

3)と峡部(isthmus)(図4)に区分できる。下部は Adamson'sfringeを境界

にして球部(bulb)(図5)と幹部(stem)(図6)に区分できる。球部では毛母

図3 毛包漏斗部

毛包の表皮への開口部から月百腕

導管の毛包への開口部までを毛包

曲14部とよぷ。毛包漏斗部のヒ皮

は衣皮と同じ〈基底細胞層、有鯨

細胞府、願粒細胞府.層状の角帽

で構成きれる.

凶4 峨吊i

脂腕持作ド部から立E筋がHn
する膨随部までを映部とよぷ。剛t

部では.‘I' ìltな点曲l を持つ~)ーな

角化府 となった内毛般怖が消失L，

外毛線鮒が芭包内腔に 1'1化 して ~f

酸性の塊状の1'1化物質をつ〈る(札、

わゆる外毛恨靴、l'lft)。

凶5 球部

主包底部からAdamson'sfringe 

( [;?:I!li生寸る tモ母細胞が角化し

械が消失する地点)までをさす.モ

包のほ却に核集する惰14形の械で

胞体に乏し"細胞が[;kt細胞で

~í ;!ピ核が JL ( 胞体の J~~~r.な lニ [;Ht

細胞へと移行Ll'lfヒして Eをつく

る.順位状の物質は樹技状突起を

もっ色素細胞(melanocyte)が，m'!'
した色素願粒(melanin)である.モ

乳9!iには繊細なliff.t線維、沈許し

たムチン、線維芽細胞そしてE制IJ

血管がある.

幹部は終車毛に明瞭にみられる。

イIから/丘にむかL‘毛包II，jllo結合組

織、J.~~r限 外毛織鞘そして内毛

fllffl(へンレ柄、ハックスレ一層、

鞘小JJ()がある。

9 



講座毛包の組織 学

細胞(matricalcell)が内毛根鞘t毛に分化する。内毛根鞘(innersheath) 

は外側からヘレン層 (Henle'slayer)、ハックスレ一層(Huxley'slayer)、

輸小皮 (cuticleof inner sheath)の3層からなる。毛母細胞は上毛母細胞

(supramatrical cell)に移行し角化して毛を産生する。内毛根輸の外側に

外毛根輸(outersheath)がある。外毛綴輸の形成が毛母細胞からあるいは

毛包上部の細胞から分化するかについては結論がでていない。球部に陥

入した毛礼頭には毛包周囲結合組織が連続する。毛包を横断商でみると

外毛根輸、内毛根鞘そして毛の位置関係が明瞭になる。(図7、8)。

4)毛包周期(foIlicularcycle) 

伸びていた毛はやがて伸びを?とめそして脱落する。 この変化は毛包の

下部が関与する毛包周期によっておきる。毛包周期には成長期(anagen)、

退行期(catagen)そして休止期(telogen)の3段階(図9)がある。毛包周期

図7 fl<部上部の毛包繍断而

図9 毛包周期{文献lより号|用)

成長期(anagen)に毛は再生し伸

びる。成長期の持続期間は年齢 と

部位によって異なる。毛は退行期

(catagen)に伸びを tめ休止即1

(telogen)に脱落する.休止期はま

た成長期に移行する.

外側か ら内側に即日に毛包Jf，i闘性

結合組織、適正臨H臣、外毛般相.内

毛偲靴(1婦の制胞でできたヘンレ

層、2層の制胞があるハァクス ν一

層.1府の細胞の愉小皮)、毛(上毛

母細胞)があるJ 、ツクスレー府に

みえる願粒はトリコヒアリン願粒

である.トリコヒアリン頼粒はへ

ンレ府に最初Jに出現し、その後J、

ックス ν一層そして鞘小庄の陣iに

出現し角イヒに tもない消失する. 1雄 選謹離主感量謹塗

10 

図8 幹部の毛包繍断面

外側から内側に順に毛包周鴎性

結合組織、基底膜、外毛般鞘.角

化した内毛拙怖、毛(毛'J、皮と皮

質)がある.内毛恨愉はへンレ廟.

ハックスレ一層.革刷、皮の順に刻

化 し幹部では無栂遣の層になる.

外毛椴輸は掠部底部か らi属斗剖iの

下部まであり 、正事部でグリコーゲ

ンにより明澄だった外毛般鞘細胞

の胞体は幹部にむかうにしたがk・

徐々に好鰻性に浪〈染色きれるよ

うになる。



講 座毛 包 の組 織 学

と毛礼頭には密接な関連があり、 毛球の真皮や皮下脂肪組織における位

置そして毛球と毛礼頭の位置関係、で成長期(図10、11)、退行期(図12)そ

して休止期(図13)の区別が可能で‘ある。成長期て1立毛芽細胞様細胞(ger-

minative cell)の増殖と毛乳頭の形成が一体となって進行するが、この変

化は毛礼頭によって誘導されると考え られている。毛芽細胞様細胞は立

毛筋が付着する膨隆部か ら出現すると の説が有力で、あるが、 この膨隆部

がなくても再発毛するとの報告もある。いずれにしろ毛乳頭が再形成さ

れなければ毛包は成長期に移行することはできず、したがって再発毛す

ることもない。

図12 退行期

モ包下部は短縮する.毛掠は立

毛筋付着部にむかい上叫し厚レ冊

子様の膜で固まれる.毛手Lillは毛

包 k庄から下方に離れてみ られる.

隆部か ら出現する t考え られてい

る.

図11 成長期毛包

、毛乳頭は涼部に陥入 L毛母細胞

持 で包画される.球部は立毛筋付-li
部か ら次第に下方にむかレ延長し

完成された成長期毛包となる.

図13 休止期

立毛筋付着部の近傍で毛芽細胞

様細胞が棚上配列をしてLι.毛

乳頭が形成されていないニ tで成

長期の初期と区別する.

11 



講座毛包 の 組織 学

おわりに

この雑誌を購読される医療従事者の方々にとっ ての関心事は脱毛に関

連する再発毛のメ カニズムであろう 。本論文は毛包の全般的な組織像の

紹介を目的としたため、その要求に十分応えられていない。毛包はそ の

複雑さのため大変に魅力的な組織であり、再発毛の機序も興味深い課題

である。

なお毛包の組織学をもっと詳しく知りたい方には参考文献としてあげ

た恩師ア ッカーマン教授の著書をお勧めする。豊富な組織写真とともに

明快な解説を楽しむことがで きる。

-参考文献

1) Ackerman AB， de Virach PE， Chongchitnant N: Neoplasms with fol1icular 

differentiation. Lea & Febiger， Philadelpia/London， 1993 
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研究 1 E冨ー_.a::ー白圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

男性患者に対す る胸腹部の脱毛 -男性

き Ilbr~ クリ ニ ッ ク
山下絹子，浜中ひな子，宮田桂子，福原紀子，西版弘美，

衣笠哲雄

・胸腹部

-患者 tのコミュニケーション

写真2-H4.4. 7 9時間脱毛後1日経過

写真3-H6. 10. 1 64時間脱毛後240日経過

-痔痛緩和

1.はじめに

当ク リニツクでは、平成元年の開設以来医学脱毛を行ってきたが、

こ数年来男性患者が増加 してきている。

今回、男性に特有な胸腹部の剛毛に対する脱毛について報告する。

2.患者:27才男性

全身、黒〈太い剛毛に被われ、一見神経質そうな、 物静かで、、やや陰

気な感じでも あった。

初対面で多毛が見てとれる顔面・上肢などは気にならないとの ことで、

胸腹部のみの脱毛希望にて 当ク リニ ック を受診した(写真1)。

既往歴:特になし 検査所見:RPR定性(ー)

3. 脱毛経過

TPHA定'性(ー)

HBS抗原 (ー)

HBS抗体 (一)

当ク リニックでは、脱毛の初診患者に対し問診、院長診、テスト脱毛、

血液検査 と)1闘を追って行った後に本脱毛に入るシステムをと っている。

当ク リニックでは数少ない男性の胸腹部脱毛であり、又、テスト脱毛

の時点で終痛がやや強めだった こともあり、極めて慎重な脱毛をおこな

った。終痛が強いため1時聞が限界とのことで、毎回1時間の脱毛を行った

(写真2)。

lクーノレ経過するのに20時間余りを要した。 4ヶ月ぐらい経過したころ

(平成4年6月頃)患者が多少いらだちをみせ「まだまだ生えてきますか」

「あとどのくらいかかりますか」など訴えがあり、ある程度脱毛が顕著

に見られるまで(半年経過したころ)忠者と の会話情緒安定の保持に神経

を使った。 この頃、胸骨周辺で少し針の長さが不足している毛根が見ら

れ、 .'l~者に協力を得、 L4010針を併用した。 (注 :こ の頃、L35 10針は製品

イヒされていなかった)

終痛強のため強冷却の上、通電時聞を1/2秒にて施行する。 L針の併用

で効果は十分見られた。

最終的にきれいな皮府の状態で完了 したが、経過する中、埋没毛、毛

嚢炎を生 じた りしたため、それぞれに処置を胞しながらの脱毛であった。

13 



研究 1 男性怠者に対する胸腹部の脱毛

脱毛の経過は平成4年度を表lに、平成5年度を表21こ、平成6年度を表3に

示した。平成6年10月1日が脱毛完了の日となった(写真3)。

4.考察

脱毛を行うにあたっては患者の気持ちを理解し、術前の十分な説明を

行うことはもちろんだが、患者にも理解し、納得してもらうことが必要

である。脱毛を行っていく中て¥怠者との対話、コミュニケーションを

怠ることなく、重ねて、手写矯緩和に対しての、努力をすることが大切で

あると痛感した。

患者tの良き関係、が保持出来る事で患者のみならず術者も、最終的に

は必ずや満足出来る結果が得られるものと考えている。

反省点としては、早い時期に、 L針併用をしたら、もう少し早い減毛が

見られたのではないかという点である。(注:当クリニックでは L針を頻

繁に使いだしたのは平成5年の頃からであった。)

5. まとめ

男性患者に対する脱毛は、女性患者と違い社会的にもまだ一般的でな

く、患者自身もその精神的な悩みが深いため、手投的にはもちろん精神

的にもキメの細かい配慮が求められる。

その時、その都度、患者に対して精一杯対応していかなりればと反省

すると共に、患者のみならず、術者としても納得のいく脱毛を目指して

L、る。

今回、極めて典型的といえる、男性の胸腹部の脱毛を3年間にわたって

行うという 一例を経験したので報告した。

14 



-表1

日時 針

H. 4. 2. 27 53410 

3.17 11 

3.19 11 

3.24 11 

3.26 11 

3.30 11 

4.1 11 

4.3 11 

4.6 11 

4.7 11 

4.10 11 

4.13 11 

4.16 11 

4.20 11 

4.22 11 

4.28 11 

4.30 11 

5.1 /1 

5.6 /1 

5.7 

5.11 /1 

5.12 /1 

5.15 /1 

5.25 /1 

5.28 11 

6.8 11 

6.10 /1 

6.15 /1 

6.18 /1 

6.24 /1 

6.29 /1 

7.6 /1 

7.16 /1 

7.23 11 

7.29 11 

8.4 /1 

8.13 /1 

研究 1 男性患者に対する胸腹部の脱毛

6 1x1 

出力 通電時間 本数 脱毛時間

/1 11 

11 11 

11 11 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

/1 11 

11 11 

11 11 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

/1 /1 

/1 

/1 

/1 

11 

/1 

/1 

/1 

/1 

11 

/1 

/1 

/1 

/1 

11 

/1 

/1 

/1 

11 

/1 

/1 

/1 

/1 

222本 l時間

546本 11

588本 11

313本/1

384本/1

326本 11

336本 11

386本/1

479本/1

353本/1

450本/1

416本 H

449本/1

407本/1

4ll本/1

826本 2時間

659本 1時間15分

856本 l時間

399本 11

391本/1

380本 H

365本 55分

517本 1時間

518本/1

308本 11

357本 11

334本/1

285本/1

353本/1

494本 11

308本/1

420本/1

402本/1

447本/1

350本/1

492本 11

228本/1

/1 

/1 

11 

/1 

/1 

11 

" 
11 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

11 

/1 

/1 

/1 

" 
/1 

/1 

457本 1時間

361本/1

330本 H

220本 11

319本/1

460本 11

319本 11

399本/1

403本/1

350本/1

385本/1

8.17 53410 

8.20 /1 

8.25 /1 

9.1 /1 

9.8 

9.14 /1 

9.22 /1 

9.29 11 

10.2 

10.7 /1 

10.12 11 

10.16 11 

10.28 /1 

11. 10 /1 

11.20 L4010 

53410 

12.1 

12.17 /1 

・表2

日時 針

H. 5.1. 11 L4010 

53410 

1. 21 11 

2.12 /1 

3.8 /1 

4.12 11 

5.12 /1 

6.16 /1 

8.13 11 

10.13 /1 

6 1 x 1 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

/1 11 

11 11 

11 11 

11 11 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

/1 /1 395本 11

11 /1 376本/1

/1 11 353本 11

/1 2!1x1-2 

/1 1 x 1 279本/1

11 /1 306本/1

11 11 320本 H

出力 通電時間 本数 脱毛時間

6 2!1x1-2 

/1 1 x 1 

1
 

1
 

1
 

1
 

11 11 

11 11 

11 11 

11 /1 

11 11 

11 11 

11 11 

385本 1時間

388本 11

318本 11

316本 11

307本/1

392本 H

338本/1

337本/1

256本/1

-表3

日時

H6. 2. 2 

針

L4010 

53410 

10.1 

合計

11 

L-4010 2本

5-3410 10本

出力 通電時間 本数 脱毛時間

6 1!2x 1-2 

11 1x1 

/1 11 

222本 1時間

340本 55分

25446本 65時間5分
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研究 2

毛の減り 具合いに対する患者の満足度の違い

ごきそ/xフ科クリニアク 小田邦子，熊田裕子，毛利浩子，成田登志子，蒲津ゆき

当院では平成3年9月に脱毛部門を新たに造設しました。脱毛士l名、脱

毛器具1式でのスター トで、当初は1カ月に数名のテスト脱毛患者が来院

するか、電話での間合わせに資料を送るのみという状態でした。 ところ

が、平成4年6月の地方紙に江南の福岡先生の「脱毛は病院でも受けられ

る」という記事が載ってからは、協会を通じて怠者からの問い合わせの

急増には目を見張るものがあり、マス コミの力を思い知らされました。

その記事が載るのと同じ頃に2人自の脱毛士の研修も終了し、脱毛の本格

的な業務が開始されました。しばらくすると2人では子に余る程忠者が急

増し、他院へ忠者を依頼するこもある程でした。患者が増え出してから

早2年が経ょうとしてます。その聞には出産のため、遠方へ結婚のため、

就臓のためなど脱毛への時聞が取れなくなり、脱毛を中断せざるを得な

い.'it¥者が数名いたことは残念ですが、脱毛を終了し喜んでく Tごさ った患

者も少なくなく、その様な時は「満足していただけたJt. ，スタッフ一同

ほっとする一時です。

今回は、現在下肢脱毛を継続中の患者から毛の減り具合に対する満足

あるいは不満の訴えがあった4例についてまとめてみました。

1.通院時間の予約の取り方

表中の満足度の高い Cさんと Dさんは県外からの通院ということもあ

り、最初から両側の足の脱毛を希望されました。Cさんは初回か ら左右5

時間ずつ、計10時間の脱毛、 Dさんも初回から左右2時間30分ずつ両側で

5時間の脱毛、すなわち1度来院すると膝下全てを取りきる方法を希望さ

れました。一方、 Aさんは2時間ずつの11見毛を希望されました。 Aさんと

Cさんを比較してみますと脱毛時間は各々23時間と 26時間てあまり差がな

いのですが、通院回数は差がみられ各々13固と6回であり、 Aさんは Cさ

んの2倍通院していたこ tになります。それ故、 Aさんにしてみれば通院

回数の害IJに毛の減り方が少ないという不満が生じ、逆に、Cさんは早<)j兎

毛がすみ非おに満足しました。同様の ことが Bさんと Dさんの聞にもい

えます。2人はほぼ閉じ脱毛時間ですが、 Bさんは Dさんの倍近〈通院し

ていることが Aさんと同様の不満につながっているものと考えられます。

2.怠者への説明不足からくる行き違い

毎月成長期の毛を取り切ることができれば、 I.t.ln年で満足できる結果

が得られることは Cさんと Dさんの1例で明らかですが、下肢の場合、時
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研究 2 毛の減 り具合いに対する患者 の 満足度の遠い

聞と費用の問題で理想的な脱毛を進められない患者が大半です。最初に

説明するとき、 1年-1年半で脱毛が終了するということは、毎月きちん

と取り切れた場合のみである点を、 しっかり患者に理解してもらった上

で脱毛を開始する必要があったと忠われます。

Aさんの場合、最初は硬毛のみの脱毛を希望していましたが、硬毛が

なくなり軟毛が目立つ頃になると「毛が減らない」と、不満を訴えるよ

うになりました。最初は1回通り終了するのに10時聞かかったものが現在

ではl時15分で終了しており、まだ6回終了したとろですが、例え2年経過

してでも 6回通りでは完全に終了とはならないことの説明不足と考えられ

ます。

Bさんの場合、毛のあることを極端に嫌がり、来院前も毎日剃毛して

いたため本来の自分の毛量を理解しておらず、それにも増して脱毛期間

中に半月板の手術が施行されており 、術後は終痛に対して過敏となり、

下肢に手を触れるだけでも痛がるようになったため5カ月間中止しました。

その後、来院するときはポンタール250mg1capを来院1時間前に服用して

継続していますが、Aさん同様、軟毛が目立つ様になると「毛が減らないJ

L 不満を訴えました。初回時2時間では一側下腿前面しか脱毛できなか

ったものが、現在では2時間で膝関節部含めた両側下腿を1回通り全て脱

毛できているとう事実を認めようとしないのは、毎日の手入れによって

本人が本来の毛量の多さを自覚できなかったためといえるでしょう 。「毛

が多い」という 一言は患者を傷つけるめ口には出せません。脱毛を希望す

る患者は自分が毛深いとうコンプレックスを持っている場合が多〈、長

時間接している聞に脱毛以外にも脱毛士へ精神的に依存してくる傾向が

みられ、心のケアーも大切な仕事のーっと痛感することの多い毎日です。

現在、院長先生をはじめとして指導者他4名の認定脱毛土一同は研究心、

向上心を忘れることなく日々努力していきたいと考えております。この

症例報告を発表するにあたり反省材料も多々ありこれからの課題として

いきたいと思います。最後に、この良き機会を与えてくださった方々に

感謝いたします。

症例満足度脱毛期開通院回数(回) 脱毛時間(時間) 脱毛本数(本) 回通り

A 不満 H4. 8. 22 13 23 11089 6 

H6. 6. 9 

B 不満 H4.7.8 24 50 29248 13 

H6. 5.19 

C 満足 H5. 6. 3 6 26 12820 6 

H6. 2.15 

D 満足 H5. 2. 5 14 51 19552 12 

H6. 2. 22 
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特集 l 男性顔面の脱毛

22才男性ヒゲの脱毛

浜松 ヒ7外科クリニック 山閏五月

脱毛と 言 うと 一般的に女性が対象と考えられがちですが、社会が多様

化したいま、永久脱毛を希望されて来院する男性も年々増加する傾向に

あります。異性を意識して・・・、仕事の都合…、カミソリまけがつらくて

ーな E理由は様々ですが、毛深い事に対する悩みは性別をも超えて存在

している事がうかがわれます。今回、当クリ ニツクにおいて ヒゲの脱毛

を施行した男性の約5年間の経過を報告いたします。

年月 使用した針 出力 通電時間 脱毛本数 時間(分)

S63. 1 L4010 6 1/2 x 1 400本 60 
孟ヨ

S63.2 L4010 6 1/2X2 992本 120 

S63.3 L4010 6 1/2x3 507本 60 

S63.4 L4010 6 1/2x3 998本 120 

S63.5 L4010 6 1/2x3 594本 60 

S63. 7 L4010 6 1/2 x 3 550本 60 

S63.8 L4010 6 1/2X3 515本 60 

S63. 10 L4015 6 1/2 x 3 389本 60 

(この問、 1年半脱毛せず。)

H2.5 L4015 6 1/2x3 339本 60 

H2.10 L4015 6 1/2x3 425本 60 

H2.12 L4015 6 1/2x3 490本 60 

H3.1 L4015 6 1X2 428本 60 

H3.4 L4015 6 1x1 379本 60 

H3.5 S3410 6 1x1 468本 60 

H3.6 S3410 6 1x1 362本 60 

H3.8 S3410 6 1x1 477本 60 

H4.4 S3410 6 1x1 249本 30 

以上の糠な経過をたどり 2年前に脱毛終了しています。

-脱毛方法 IME HR5000手術器を使用し氷冷却にて行う 。

-使用した脱毛針一一L4010，L4015， S3410 計3本

-延べ脱毛時間一一一18時間30分

-延べ脱毛本数一一一8562本
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写真1-563.1. 19 初回脱毛前

写真2-H4.4. 6 脱毛前

特集 1 男性顔面の脱毛

脱毛本数的には、多くなっていますが、これは軟毛も脱毛したためで

あり、写真を見ていただくとわかるように、硬毛はかなり効率良〈減少

していきました。

術中、男性からの廃痛の訴えはほとんど見られず、 1度の冷却で10本以

上の脱毛が可能でしたが、脱毛部の腫れが強度にみられ、術後15-30分

位、生食ガーゼ等による冷却を行なってから帰宅していたfごいています。

その後、皮膚状態は良好で、本人も満足されて脱毛終了となったケース

です。

途中中断した期間もあり、5年という長い脱毛になりましたが、その問、 ..--

当院において日々研究をかさねた結果が、通電時間の変更に現れていま

す。

顔の脱毛は特にトラブノレのあってはならない場所であり、基本手技を

忠実に行うのは勿論の事、特殊な毛根傾斜を正確に読み取る判断力や観

察力な E、脱毛上のハイレベルな技術が要求さ れます。また、今回のケ

ース同様、ヒゲ、の脱毛は10-20固と長期にわたることが多〈、怠者さん

の要求や不安、不満な Eが変化していくことが十分考えられる訳で、常

に私たち脱毛士はそんな怠者さんの気持ちを理解しようとする姿勢を持

ち続けなくてはならないでしょう 。『ヒゲをなくしたい・1 この一言の裏

側に、想像できないは Eの理由が隠されているかもしれないのです。

この症例から 2年経過した現在、男性のヒゲの太い硬毛に対しては、

C型針を使用し、通電時間1/4x 1-1/2 x 1秒にて施術し、良好な結果が得

られています。 データーが集まりました らまた新しい報告ができる事と

思います。
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特集 2 男性顔面の脱毛

トラブノレの予防と対策

佐野クリニアク 脱毛士一同

1.はじめに

一般的に世間では 、男は毛深くてもいいから気にするなか という風潮

が強〈、悩みが深刻でもオープンに話せないケースが多L、。テレビや雑

誌で活躍する芸能人も、最近はヒゲや胸毛のない人がほとんどで、アン

ケート調査でも 、毛深い男性はあまり好感が持たれない結果を目にする

ことがある。

脱毛を希望する男性の悩みを、肉体的・精神的・社会的面に分け、あら

ゆる角度から分析する必要があると思われる。

2.男性の顔の脱毛希望者の主な理由

1)カミソ リまけをする。

2)色白なので目立つ。

3)毎日剃るのが面倒。

4)一日に数回剃らないといけない。

5)童顔なのにヒゲだけ濃く恥ずかしい。

6)劇団に入ってい るので支障をきたす。

7)人から言われて気になった。

以上が、当クリ ニックの主な理由である。

男性の顔の脱毛は長期間を要し、又終痛や皮膚反応、が強い為に、毛の

滅り方についての苦情や、皮膚の卜ラフツレが起こり易い部位と 言える。

3.男性患者の心理

1)痛みに耐え られるだろうか?

2)傷や跡が残らないだろうか?

3)他に男性.¥!:、者は L、るのだろうか 7

4)本当に毛はなくなるのだろうか?

5)高い料金を前求きれないだろうか 7

6)どのくらい長完けないといけないのか?

7)周囲の人にばれないようにしたい。

8)臆れると困る。

9)恐怖感や不安感が女性に比べ強い。

以上が主な心理fごと思われる。

この対策と しては、テスト脱毛での十分なカウンセリングと、体験脱

毛後、約2週間程度経過を見てもらう事により、解決されると思う 。

4.脱毛開始後のトラブノレと起こりうる問題点

1)発赤が続〈 。

2)硬結ができる。
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特集 2 男性顔面の脱毛

3)臆!股が約1週間続く 。

4)知党障害が起こりうる。

5) 10-20回程の通院が必要であり、かなり長期に渡る脱毛になる。

6)密集しているので全毛脱毛できない。

7)かなりの痛みに我慢しなければならない。

8)ライトで目を痛めやすい。

9)途中で挫折しやすい。

などが上げられる。

5.予防と対策(前記番号順)

1)脱毛後、約5日間程は、入浴後などにリンデロン VGローションを使用

してもらい、直射 日光にあたる場合は、日焼け止めクリ ームを使用して

もらう 。夏場の脱毛は、あまり勧めないようにしている 。

2)毛が減少する頃には、治る ことを説明している。

3)脱毛後、冷凍生食ガーゼ、で十分冷やしてもらい、腫脹が減少してから

帰宅してもらう 。

4)まれに、ピリピリした感じ予、脱毛部が鈍くなる場合があるが、 心配

しなくてし、いことを事前に説明しておく 。

5)同一部位の脱毛は、必ず2-3週間の間隔をおかなければ、様々な 卜ラ

フツレが起こりうることをテスト脱毛時に説明し、納得してもらう 。

6)硬結や腫脹などの トラブノレが多くなることを説明し、納得してもらう 。

7)十分に氷冷却し会話などでコミュニケーションを計る。会話により

施行しづ らければ、ウォークマン等で好きな音楽を聞いてもらい、リラ

ックス して受けられるよう工夫する。

8)フェイスタオノレやアイマスクで、目を覆って施行する。

9)テス卜脱毛時に、精神面や、金銭面な E十分カウンセリングした上て¥

本当に続けられる人か見極められる様にする。

以上が当クリ ニツクて、行っている、 トラブノレの予防と対策である。

6.考察

男性怠者は、女性と違い脱毛をしたくても来院しにくいのが現状と恩

われる。それでも勇気をもって来院した忠者の悩みの深刻さや、不安感・

蓋恥心等を理解し、又取り除いていかなければならない。

永久脱毛が医療行為である ことを認識させ、起こりうるトラブノレはテ

スト脱毛l侍に正しく説明しておく事も大切である。

最近まで、男性の脱毛をすることには、かなり抵抗を感じていたがテ

ス卜脱毛に入るようになり、本当に悩んで来院する患者が多い事を痛感

させ られた。私達女性スタ ッフは、気難しい等の理由で男性患者に偏見

を持って接していた事は事実であり、まったく恥ずかしい限りである。

今まで悩み続けていた男性怠者に希望がも てるよう、私達脱毛士一同

は、怠者の立場に立ち考えていきたい。又訴えを良〈聞いて、アドバイ

ス出来る体制を?とり 、より良い技術を提供できるよう向上心を持って、

努力していきたいと思う 。
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特集 3 男性顔面 の 脱毛

患者の心理と術者の技術レベル

知立rfi皮膚科平良治子

1.はじめに

男女を問わず顔の脱毛はたいへんである。特に男性の場合は、毛が太

くしかも密集しているので、毛を全部無くすことは不可能で、ある。また

ウブ毛が硬毛化する場合があり時聞がかかる。技術面や精神面において

トラブノレがおき易いので根気のいる部位である。

料金が高いので術前の時点で十分な説明を行い、患者の望むことを理

解し、患者が脱毛治療に関し納得したうえで脱毛を開始する。無理に似j

めることはしない。術者が変わるごとに患者より繰り返し質問や苦情が

でる。 その結果忠者が不信感を募らせ、怠者自身より術者を指名するよ

うになる。そこで忠者の気持ち、受け持ち制、術者のレベルについて検

討した。

2. 脱毛中の怠者の気持ち

・本当に永久脱毛が出来るだろうか0

・傷や跡が残らないか心配。

・脱毛を続けて身体に悪影響を及ぼさないか。

・脱毛後の顔の腫れがなかなかひかず、人前に出るのが恥ずかしい 0

・脱毛にかかる期間や時聞が気になる。

・料金に合う対応をしてほしい。

・料金が高いので早〈本数が取れる人を希望。

怠者の脱毛を希望する背景と術者への要望を詳しく知る為アンケー卜

用紙(資料)を用意した。又脱毛協会より出された本や資料を患者に読ん

で項〈 。

これらにより相互の理解が深まりトラブノレが少なくな ったが、術者の

勤務状態や予約状況により受け持ち制を統けられるかどうか不安であっ

た。何回も忠者と術者で話し合い、顔の脱毛のみ予約を術者の勤務に合

わせてもらうことを条件として受け持ち制を導入した。

3.術者の技術レベル

男性の顔lii由分が多〈 伸展しずらい。その七毛が密集しているため卜

ラフツレが起きやすい等多くの難点があり、術者が技術面において高度な

技術を要求される。そのため確実に永久脱毛するには、毛の太き や、毛

根の長さを正確に見極め針を選択し、針を雌実にfiIi入し毛礼頭を破壊す
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特集 3 男性顔面の脱毛

るよう努めている。J患者サイドより 、スピー ドを要求されるが、そのた

びに脱毛について説明する一方、術者も モニターなどで手技を見直し技

術レベルの向上に努めている。

4.考察

男性の顔の脱毛は料金が高い ことや、永久脱毛出来ないなど、色々ト

ラフツレの出やすい箇所である。 そのため顔の脱毛は、なるべく避けたい

という気持ちだったが、技術向上の為に受け入れ、現在IJ.、そのように

考えていた ことを恥ずかしく思う 。私たち医療従事者は患者や部位を選

択する のではなく、患者が術者に対し何を求めているかを、常に念頭に

置き、少しでも悩む人達の気持ちに近づニうとする事が、信頼関係針案

め脱毛の向上へつながると思われる。

今回忽者の要望で多いのが同一術者によ る脱毛であった。そ こで検討

した結果、子約時聞を術者に合わせる ことにより可能な限り受け持ち制

で行う方針とした。初回から脱毛終了まで一貫して携わる ことにより、

症例に真実IJに取り組むことができ又新たな発見ができると思う 。

お名前 .

醐 fL家..情底

お仕事 苧生 .

ここを何でIO~ ま したか"ウンページ、 ... ..

掴人から聞いた‘

そ卸値{

.毛について(初めて 経験あり)

鹿毛の..:

..匝で毛標い人がいますか (はい いいえ)

気になりだしたのはいつ事頃からですか : 年 ヶ月前

科金について :

魅嘩:

持阜の.:

蝕してみたい所:

スタヲ 7に.むこと

~、その・ :

ナースメモ:
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特集 4 !Jj 性顔面の脱毛

当院における現状と私達の対応

松股医院形成・且存外科湯田栄子，松藤智子

1.はじめに

現在、当院にて男性の顔の脱毛を実施しているのは、 13名である。年

齢は、全症例20才代である 。脱毛を開始したきっかけとして、周囲の人

に汚いと 言われた、就職を前にして、ファッションなど、多様な理由で

あるが、最終的には印象を良くしたいと考えているようである。 そのせ

いか、短期間で過度の期待を寄せてくることが多い。しかし、現実には、

時聞がかかる、お金がかかる、臆れる、赤みが残ると言う問題点をかか

えており、それをいかに相手に納得してもらい、脱毛を進めていくか、

少数ではあるが、現在、当院にて実施していることを報告する。

2.テスト脱毛時の対応、

来院患者のほとんどが、「何回で脱毛が終了しますか」と、短期間での

終了に過度の期待を寄せてくる。そういった思いになるべく答えてあげ

たいのが人情である。 ところが実際には、部位が顔であり人の目に触れ

やす〈、狭い範囲に毛が密生しているために、臆張、赤みが残りやすい

という理由で、まびき脱毛が中心になること、そのために時間がかかる

こtを説明するとかなり跨践する。 また、痛みの点でも不安を感じるよ

うである。 そこでテスト脱毛では、氷冷却を十分に行って痛みを軽減す

るとともに、腫張・赤みがあまり強くならないよう、時間も 1/2秒で開始

している 。部位は、 一番気になるところをしてあげたいのだが腫張・赤み

が目立つという問題があり、人目につきにくい下顎て行うのが一般的に

は良い。方法は、まびき脱毛のみではどこをしたのか判らないとのクレ

ームが出たことがあり、効果について正しい理解が得ら れないことがあ

るので、まぴき脱毛し希望者には硬毛中心の集中脱毛を実施している 。

3.本脱毛!侍の対応、

テスト 1I見毛を体験した人は、まびき、集中脱毛の効果があって、ほと

んどが本脱毛に移行している 。集中脱毛で、腫張や赤みが強〈数日間持

続した人は、まびき脱毛を希望することが多い。

次に、どの部位から始めるかということであるが、来院患者のほとん

どが、頬部から口周囲、下顎、頚部と、連続しでかなり濃く生えている。

その中で、「続けていこう」し相手の意欲を引き出すことの出来るよう

な脱毛をと考え、当院では、まず第一に頬部の脱毛を行い、次に両口角

の脱毛を行って、口周囲のつなが りをなくすように進めていっている。

脱毛条件については、テスト時、 S4010針を使用し、出力6、1/2秒で実施

しているが、毛根が太〈スムーズな脱毛が出来ない場合が多い。 そこで
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-男性顔脱毛

圃ニース

-脱毛工夫

-通院中忠者の分類

総，皆、者数・ 13名(他部位との併用3名)

年齢層 20才 4名

21才 3名

22才 2名

23才 l名

24才 l名

25才 1名

26才 l名

職業 製造業 I名

設計士 l名

営業 5名

自衛隊 I名

大学生 4名

(就職を前提として)

美容師 l名



特集 4 男性顔面の脱毛

本脱毛では、時聞をl秒に変更することにより、スムーズな脱毛が行える。

ただ反商、痛みが増強したり、皮膚反応が強くなることがある。 その場

合、時間は1/2秒のままで、出力を6.5に設定して続けている。

痛みに対しては、すべて氷冷却法を用いている。以前IJ.、脱毛施行者

が冷却していたが、脱毛本数の減少を指摘されたことがあり、現在は、

効率を高めるために、脱毛を受ける本人にも氷を持ってもらうことにし

ている。右側を脱毛しているときは左側を本人に冷却してもらい、痛み

が強くなった時点で左側の脱毛に移るとともに、今度は本人に右側を冷

却してもらう 。こうすることで、ロスタイムが少なくなり相手の痛みに

合わせて脱毛が行えるので、不満が少し解消できたように忠、う 。また、

腫張や赤みの持続をできるだけ抑えるために、自宅でも冷却することを

勧めている。自宅での冷却が行え、勤務時に腫張や赤みが目立たねよう

脱毛予約を休日前や、休日 の午前中などにとってもらうようにしている。

当院では以上のような工夫を行いながら13名中6名が、 5-12時間前後

の脱毛で来院間隔が遠くなっていっており、満足が得られていると思う 。

残り 7名については全て脱毛してほしいという 2名を除き、脱毛継続中で

ある。

4.おわりに

対象が20才代て¥金銭的、時間的な出IJ約があること、また、衣服で隠

せない顔という部位的な特殊性か ら、当院では、短期間で効果をあげる

という目的で、頬部と口角を中心に脱毛を実施している。ただそれで、

第一印象がどれほど良くなったのか、本当に満足が得られているのか疑

問である。もっとニーズに応えるためには検討すべき点が多いと考える。

ひとつの試みとして、今後、 L針・C針を使用し、皮膚の反応に問題は生

じるかもしれないが、時間短縮と脱毛効果促進を計れないかと考えてい

る。また、脱毛，患者の足が遠のくことのみで脱毛終了を判断しているの

で、満足度との相関関係をアンケー卜調査等によ り、把握していきたい

と思う 。

当院では、指名制をとっていないので、脱毛方針の統ーが必要不可欠

である。相手の希望や説明した内容等、スタッフ聞の連絡を密に行い、

効果的なIj見毛が提供出来るよう、いっそうの努力をしていきたいと考え

る。
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脱毛施 設拝見

きぬカfさクリニ ック

〒542)<阪市中央区阿心街矯2+2

k!!.¥僑クリニ ックピル3F'4F'5F

TEL: 06-212-3000仰

院盈 衣笠哲雄

1. はじめに

当クリ ニックは、平成元年6月1日に開設し、この夏

5周年を迎 え、 6年めにはいりました。開設当初より脱

毛を行っていましたが、当初は、手術のあいたl時間に

行うという程度のものでした。

平成4年度より、 3階を脱毛フロアとし、又、婦長を

脱毛専任とすることで、 )1見毛に本格的に力を入れてい

きました。現在、院長・婦長以下、常勤看護婦4名、パ

ー ト看護婦8名の陣容で‘行っています。

2.当クリニックの概要

当クリニツクは、美容外科(自費)、形成外科・皮フ外

科(保険)の手術を中心とし、脱毛術、ピアス、美容皮

フ科等の治療を行っています。

5階に総合受付があ り、診察、処置等を行い、 4階に

手術室、回復室、入院室等があります。4・5階のスタ ッ

フは、常勤5名、非常勤4名です。又、医師は、院長の

み常勤で、非常勤として、形成外科認定医4名、皮フ科

専門医2名、麻酔指導医3名に来ていただいて、正月の

5日聞を除き年中無休体制です。

3.当院の脱毛について

(1)受付は、 5階の総合受付て行い、待合室も 5階と同じ

です。脱毛は3際で行な っています。

(2)脱毛室は4室で忠者同志のプライベートを尊重すべ〈、

カーテンで仕切らず、個室としています。

(3)問診、医師診療時のつきそい、テスト脱毛、その後

の説明等は婦長もしくは常勤看護婦が行っています。

(4)ほんのささいなトラフツレて、あ っても、すべてのこと

が婦長に一元的に集められ、必要な事項は院長に報告

がいくことになっています。

(5)土曜な Eはi昆みあい ますので、 l侍に4階の手術室2*

も脱毛ベットとして使用しています。

(6)パックグランドミュージックとして、有線放送が入

っています。4階、 5階は司kのないものですが、 3階は司大

謡曲あ りとかいろいろで、す。
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(7)脱毛の診療時聞は午前10時から午後8時までで、日曜、

祝日は休診としています。

4.おわりに

思えばこの5年、好余曲折をへてやっとここまできた

という感じです。

婦長はじめスタッフに恵まれたことはもちろんです

が、いろんな先生方に本当にかわいがっていただきお

世話になりました。小林敏男先生、王国伸二先生、福

田金寿先生には10年あまり公私ともお世話になり、そ

のスタッフの方々にも当クリニックスタッフカf'(中よく

していただき、有難し、限りです。 また、こ こ数年では

東京の鈴木規男先生、千葉の野田宏子先生、若松信吾

先生、福岡の佐野徹先生はじめいろいろお教えを乞い

ました。

私は、いつも思うのですが、脱毛が軌道にのってい

ないとなげき、発展させたいと 心から願う先生は、自

分のクリニックを1週間休診してでも上記の先生のとこ

ろに伺い、昼間の診療の技術のみならず、夜も語りあ

うことで、そのノ ーハウというか、「心」を教えていた

だいた らど うでしょうか。

やはり、 f可でも rまねる」ことか らはじめそ れもそ っ

くりそのまま疑うことな くまねをして、そ こから少し

ずつ、自分独自のものが出来ればそれにこしたことは

ないということでいいのではないで.しょうか。

そして何より「ヒ卜」・「モ ノ」・「カオ、」て‘す。スタップ

を心から大切にし、施設、場所を十分に碓保し、そし

てそのためのt!i資をおしまないということにつきると

思います。

えらそうなことを L、L、ましたが、私共のクリ ニック

も、やっ とよちよち歩きが出来るかなという tころで

す。今後とも、皆様方に、いろいろご指導していただ

きたいと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。



き fl ヵr~ クリニ γ ク

1<;/瑚

透明ガラスの自動ドア

入口よりつづ〈廊下

左右に脱毛室を配置

3 

第l脱毛室

第2脱E室

恒l

脱毛窓 2

脱毛室3
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指導士だより

脱毛看護の確立を

目指して

認定指導 1:大橋弘子

雑報

中央研究会・

総会のお知らせ

人に何かを教えるという事は苦手です。脱毛研修を 第2回日本医学脱毛学会中央研究会・1995年度第l回

手掛ける事になっても、 この想いは消えませんでした。 総会が下記日程で開催されます。

しかし最近になって、何回かの研修を重ねるに従い、

この考え方が少しずつ変化してきたのです。研修指導 研究会

とは、何かを人に教えるのではなく、いろいろな方か ・日時:平成7年1月31日(火曜日)午後l時一4時

ら教えて項いた事を、今度li私が伝えていく番なので ・場所 ・東京羽田空港ター ミナノレ6F

はないか、 という事に気が付いたのです。そして単な

る脱毛技術のみを伝えるのではなく、脱毛が看護であ

る、 という点に立つての患者へのケアーをも、充分出

来る看護婦になってほしいのです。

残念ながら、脱毛が医療行為である、 という事は医

療従事者の問でさえ、極めて認識が低いのが現状fごと

思います。私の友人で、現役として看護教育に携わっ

ている人達でさえその認識はありませんでした。

しかし、毛のある事が精神的負担となって来院され

る怠者さんは、決して少なくありません。忠者fJ[lJに高

度な脱毛技術を提供する事、適切な精神面でのケア一、

安楽な体位の工夫、終痛の緩和法な E、看護婦として

これまで培ってきた経験を生かし、恋、者をサポートし

ていってほしいと，思います。

医療の分野はこれから増々細分化され、同時に看護

の分野でも細分化された専門ナースが要求されてくる

事でしょう。将来は、老人看護・ホスピス看護などと対

等に、脱毛看護という存在が確立され、そして社会的

にも認められる日がくる事ぞ願って、努力していきた

いと思います。
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ギャラクシーホーノレ

-会頭若松信吾(東京女子医科大学形成外科教授)

・テーマ:(1)絶縁針による永久脱毛法が肢臭症におよ

Lfす効果 (2)顔面の脱毛 (3)一般演題

・トピックス・(1)経営 (2)養毛・育毛・かつら τ

・招待講演:未定

・参加登録料:平成6iH2月30日まで9000円、

平成7年1月4EI-当日 10000円

・iJiiJ題申込締切日:平成6年12月20日

.i寅題申込先 .日本医学脱毛学会事務局

干260 千葉市中央区新田町4-25 ちば美容形成外

科クリニック内(研究会秘書 加藤)

電話:043-247-5232 FAX: 043-241一7114

総会

-日時:平成7年1月31日(火眼目)午前11時-12時

・場所:東京羽田ギャラクシーホーノレ

今回より準会員(認定脱毛師)の皆さんも総会に出席

できるようになりました。各種情報伝達のため、でき

るfごけご出!市(1，ごさい。

*研究会・総会に H11~市するには本学会会長であることが必要です。

入会希望の方は事務局までお申し込み(1.ごさい。

* 参加申込書 ・演題申込書は事務局か ら会員の皆さんへお送り L 、 t~

します。



Q&A 

質問認定脱毛士 した。浜松ヒフ外科の場合、 8名の院内指導土の内、 2

院内指導士と認定指導士について、説明してくださ 名が学会の指導士とし て働 くことになりました。問様

- 回答 前日本医学脱毛協会(現学会)理事長 小林敏男

平成6年l月16日に日本医学脱毛協会が日本医学脱毛

学会と名称変更されました。各種制度も号|き継がれる

ことになりま した。従って、協会の時代の決定事項も

学会の決定事項として以下説明します。

平成4年1月の総会にて、現在の院内指導士制度(3日

間の研修制度)が理事会案として提出され、可決されま

した。これにより、 3日間の研修が終了した認定脱毛士

(院内指導士)は、1年間の経過処置として院内の新人を

指導し、前期および後期終了のチェックを認定指導士

と共に行なうことが決まりました。また、この総会で、

いままで、小林永久脱毛研究所の脱毛指導士であった3名

を、今後の2年間学会の認定指導士と名称変更して指導

業務につくことも決まりました。

l年後の平成5年1月31日の総会にて、院内指導士の必

要性が認識され、平成5年は院内指導士は継続すること、

また院内指導士研究会を行なうことが決まりました。

2年後の平成6年1月も総会にて、 1年間の院内指導士

の継続と共に、 1年間、 5施設(6月時点では4施設)が指

導施設として指導業務につくことに決まりま した。施

設長の認識と了解、院内の新人指導を行なった経験の

ある院内指導士の認識と技量t了解、指導施設に必然

的に伴う 学会への貢献と種々のリスク、指導のための

脱毛ベッドなど設備の充実ー・-。 すべての条件を考慮

して、平成6年の1年間、上記の施設が総会決議によ り

決定されたわけです。4施設に勤務している院内指導士

の方々は、各人の考えをもとに、1年間の認定指導士と

して働〈方、院内指導士としてのみ働〈方に分かれま

に福田皮膚科2名、徳島皮フ科クリ ニック1名が指導士

として働くことになりました。なお、浜松ヒフ外科の

伊藤指導士は平成7年l月までは東京の2指導施設での指

導士を兼任することになりました。

このように、現在の院内指導士ならびに学会認定指

導士は平成7年1月の総会までの任期となっています。

今後、どのような形式で指導業務を発展させたらよい

のか、理事会・総会等で十分な議論の後に成文化される

ことと思います。
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認定委員会だより

第 1回

認定委員会だより

認定委l¥長有質問俊

日本医学脱毛学会第 l回認定脱毛士認定委員会報告

-日時一一一平成6年7月31日

・場所一一一ー第一ホテル東京シーフオート

・出席者一一若松信吾，玉悶f中二，

高橋逸夫，石川修一，

野田宏子，有賀111M変

現在の脱毛指導士、指導施設は暫定的に学会から委

託しているが、規定を作成し、公募して認定する方向

今回は、学会になって初めて(通算6回目)の認定委員 で検討する。

会であったが、認定脱毛士認定申請者は、今までの認

定委員会の内で最低で、、新規11名、更新3名の応募てあ 認定脱毛士認定者

った。 ・新規

審査にあたって、提出された写真のできは非常に良

くなって、 一部フォーカスが少々甘いと思われるもの

ぞ除いて、写真で脱毛の成績を判定できないものはほ

とんどなくなった。たfご、プレーミング、(同じP!Tを、同

じ角度で、同じ大きさに写す技術)がまfご不十分で、ある。

写真の写し方が良くなって、施術の前後の状況が把

燥しやすくなったためか脱毛の効果が判然としない症

例が認められるようになった。この件について委員会

で議論したが、今回は厳重に注意として、次回からは、

「脱毛の効果の判然としない症例を提出した申請者は認

定しないこともあり f尋る」こととなった。

次回の認定委員会は1994年12月23日です。更新者、

新規応募者共に、締め切りは12月5日(当日消印有効)で

す。期日に遅れないように応募してくだきい。

つぎに1994年度第2回総会で決定し、脱毛士の認定期

聞が認定、再認定後5年になったとことについて議論が

あったが、認定脱毛士制度、細目IJには期間、認定料、

審査料IJ.規定していなし、。これ らは内規として公表し

て実施している。問題点は、現在の審査料は、 5000円

て¥登録料が新規10000円、更新5000円になっている。

このまま認定期間を延長すると、先に2年の認定をもら

った人が金銭的に偵をすることになる。普通は既成事

実 として、先に権利をもら った人が得になるはずであ

る。このことから、金額の改定を現在の料金を下回ら

ないように設定し総会に給ってその次の認定委員会か

ら実施するべく認定制度の変更を含めて草案作りをす

るこヒ仁な っfこ。
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成田登志子 ごきそ皮フ科クリ ニック

山崎 春美 ごきそ皮フ科クリ ニツク

西肢弘美 きd主力すきクリ ニック

藤井ちはる きとう皮膚科

小田志i章江 きとう皮膚科

黒田美恵子 くにしり、クリ ニック

西岡美雪 くにしげクリ ニック

福原真理子 ちば美容形成外科クリニック

一 宮幸子河合皮フ科医院

浜野ひとみ 岸本美容形成外科医院

森川由佳理 岸本美容形成外科医院

-更新

中井万紀子 講の口クリニック

島貫京子札幌形成外科病院

松山美佐子 ゃんべ皮膚科クリ ニック



投稿規定

Hair Surgery & Medicine 

投稿規定

1. 原稿の種類と内容

Hair Surgery & Medicine(日本医学脱毛学会機関誌)は、下記

論文を掲載する。

投稿原稿は、総説ないしそれに準ずる論文(依頼原稿)、原著、

症例報告、治験論文とする。

内容は、原則として毛に関する外科的治療をあつかっ たもの と

する。

する。

(4)原稿はワープロ原稿とする。

(5)使用機種を明記してワープロフロ ッピーを添付する ことが望ま

しL、。

(6)外国人名、地名は原字で書〈こし

(7)数字は算用数字を用い、数量の単位は下記による。 crn、ml、rng、

rng/ dl、ng、%など。

(8)原稿の第1t頁には、題名、著書名、所属施設名、 日本語5ヶ以内

2.投稿者の資格 のキーワー ドを記載すること 。本文は第2頁より書き始める。

投稿は、原則として、日本医学脱毛学会会員 tする。ただし編 (9)図、表、写真は、それぞれJlIJ々 に綴じ、順番を付す。写真11裏

集委員会の認めた場合は この限りではなし、。なお、非学会員(共著 面に番号、上下の別を記載する こし写真の説明文は、 別紙に

者を含む)の投稿については受理しないことがある。 記す こと。

3. 原稿の受付 と掲載

(1)投稿規定に従っていない原稿は編集委員会において受理しない

こと もある。

(2)受け付けた原稿の採否は編集委員会において決定する。掲載決

定した原稿11原則として返却しない。

(3)原則と して原稿は論文として未発表のものに限る。本誌掲載後

はf也誌への転載を禁ずる。

(4)投稿論文の原著、症例報告、治験報告は、 1800字以内とする。

依頼原稿については、 3600字以内とする。図表はその中に含め

るものとする。

写真は、原目1)としてモノク ローム写真とする。投稿論文の原著、

症例報告、および治験報告は6点以内、依頼原稿は12点以内と

する。サイズはサービス版程度の紙焼きとする。写真は文字数

に合まない。

(5)投稿論文は、原則 tして刷り上がり 2頁以内は無料とする。た

だし、規定を越正 t:分については、実費を著者負担とする。ま

た、図・表については写植が必要な場合は、著者負担とするこ

tがある。

(6)治験論文については、全て有料とする。

4 校正

著者校正は、原則としてl回のみとし、談摘、組版の誤りを直す

に止め、内容の書きかえは許きれない。

5. 書式

(1)投稿に際しては、連絡用紙として、題名、著者名、連絡先(校

正送付先)、勤務、所在地、電話番号、そのf也の連絡事項を明

記した用紙を必ず添付すること 。

(2)原稿の送り先は HairSurgery & Medicine編集局宛 tし、書

留郵便で郵送すること 。

干771-01徳島市川内町加賀須野419-3

Hair Surgery & Medicine編集局宛

(3)投稿原稿(写真・図・表)は原本l部、コピー2部を提出する ζ とと

6 引用文献

文献は重要なもののみにとどめ、本文中の引用箇所に順次番号

をつけ、本文の末尾に一括して次のように記載する。

・定刊誌の場合は

番号)著者名 (3名まで、以下は、他)・題名、雑誌名、巻・最初

頁最終頁、発行年(西暦)

〔例)1)松永佳世子、大岩久美子、請井智香子、他l名・

黒皮症の臨床経過と病理組織学的所見、皮膚、 27: 875885、

1985 

2) Burns MK，Ells，CN ，Duell E，et al:lntrale 

sional cyclosporine for psoriasis，Arch Dermatol， 

128 : 786-790，1992 

-単行本の場合は

番号)著者名・題名、書名(編集者名)、 引用巻、版数、発行所、

発行地、発行年(西暦)、引用頁の順に記載する。

〔例)3)Stewrt SE Virus studies in human 

leukemialymphoma，Proceedings of the 

International Conference on Leukemia-

Lymphoma(Zarafonenetis C]D Ed)，Lea and 

Febiger，Philadelphia，l968，152-153 

0994年4月1日制定)
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平成6年日本医学脱毛学会役員

-会長若松信吾

干116東京都荒川区西尾久2ト10

東京女子医大附凪第2病院形成外科

TEL:03-3810-1111 / FAX:03-3810-1512 

研究会開l催委員長、治験委員長

-理事長玉田仲二

〒771-01徳島県徳島市川内町加賀須野419-3

徳島皮7科クリニ ック

TEL:0886-65-7027/ FAX:0886-65-7211 

学会雑誌編集委日丑

-理<1¥有nHg俊

干063R快市西区二十四軒2粂4丁目

札幌形成外料

TEL:011-641-7511 / FAX:011-643-3711 

脱1'; 1:~定委 II民

.Pll<JI石川修一

〒221神奈川県岐浜市神奈川区三 ツ沢上町2・18

ジーアパンス201

摘浜ペイクリニ γク

TEL:045-320-2491 / FAX:045-320-1319 

教育委ll.長

-理事前橋逸夫

〒373r.~馬県太 ru 市飯附町593 キクヤスピル2F

タカハシクリニアク

TEL:0276-48-1416/ FAX:0276-86-6070 

会n会香凸長

-理事鈴木晴恵

〒603京都府京都市北区上賀茂岩ヶ坦内町99

峨北病院形成外科

TEL:075-721-16121 FAX:075-701-7399 

-監'1¥鈴木弓

干370群馬県高崎市片岡町1-13-21 神間ピル2F

rj庄フ科医院

TEL:0273-22-20131 FAX:0273-22-20 14 

-事務J..J肝凹宏子

干260下車l¥q車市中央区新III町4-25

ちぱ晃容、形成外科クリュ ック

TEL:043-247・5232/FAX:043-241-7114 

指導施設委li長
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編集後記

今回の講座をご執筆いただいた木村鉄宣

先生は、日本で私がもっとも尊敬する皮膚

病理学者のおひ tりです。頭脳の明噺さは

総説論文で分かる t思いますが、人柄の良

さ・ハンサムな外見などは直接お目にかから

なりれば分かりません。木村先生のお時間

があれば是非、研究会て招待講演していた

Tごけたらと考えています。

本誌既刊号を並べて見る度に表紙のデザ

インの良さを再確認致します。他の先生方

から、『ああ、あのきれいな雑誌の学会です

か。J!:.言われます。板東氏の実力にはあら

ためて感服致します。早〈、表紙に負げな

い内容になるよう努力していきたいと思い

ます。

・お詫び 当誌'.No.310ページのキャプショ

ンが欠落してお りました。上から順に以下

のと おりです。

写兵1:平成6if'.2月26日右肢2君主lJ回脱毛前

写真2:平成6年2月26日左肢街初回脱毛前

写兵3:平成6年4月26日右服務3回目脱毛前

写真4:平成6年4月26日左肢禽3回目脱毛前

嵐谷先生はじめ、関係各位にi菜くお詫び致

します。
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・編集長 玉田伸二
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lvl TAGUCHII 
安全かつ完全な脱毛を追求した

「エレクトロサージカルユニット~G-3000J
本装置は脱毛専用として開発されたユニッ

トです。

従来の電気手術器の高周波出力とは大きく

異なり低電圧高電流によるジ、ユール熱によ

り完全脱毛が実現可能になります。特に出

力調整は微細に調整出来るよう設計されて
おりますのでR脱毛lこは最適で、す。

又、発振回路等はキャビネットから絶縁さ

れておりフローテイング方式になっており

ますので安全性が向上し同時に一人の患者

にE台以上の使用が出来ます。

絶縁針在使用し、年に 3団施術を行なう事

によりほぼ完全に脱毛されます。しかも皮

フ表面に熱傷による癒痕を残すこともあり

ません。
女形成外科、皮フ科、美容外科領域で数多

くの御利用をいただいております。

「電動式脱毛専用処置台TG-3030J

新開発の油圧昇降機構の採用により、

動きのスムーズさ、耐久性に優れてい

ます。

サイドレール在装備していますので、

上肢台等のアクセサリーが容易に装着

でき、処置が効率よく行えます。

テーブルトップの足下スペースを充分

に確保、術者は椅子に腰掛けた状態で

より処置台に接近することができます。

争-呼司『司F匂

株式会社タタチ
干112東京都文京区千石1丁目 29番12号

TEL03(3945) 2365附 FAX03(3943) 9007 



薬用育毛剤『黒誕彩』は

毛を構成する細胞に働き、

毛の成長を促します。

毛髪は成長期 (5-6年)、退行期 (2-3週)、休止期 (2-3ヵ月)からなるへア・サイクルに

よって成長します。

ストレス、男性ホルモン、老化などの要因で成長期 (5-白年)が短くなり、毛が充分成長してい

ないのに、抜け落ちてしまうことがあります。これが抜け毛が増える原因で、放置しておくと休止

期の割合が多くなり、脱毛症につながります。

薬用育毛剤ur黒誕彩』は、毛を構成する細胞に働き、休止期を成長期毛に変換することにより、小

さなうぷ毛を太い毛に変え、毛の成長を促します。

正常な場合でも、 1日50本-100本は抜けますが、うぷ毛や短い毛が多く抜けるようになると要注

意です。

ヘア・サイクル
旧宅の脱落 斬毛の居畏

旧毛
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〈主な成分〉 βーグリチルレチン酸、パントテニル工チルエーテル、酢酸トコフエロール、香料、桑

白皮エキス(湿潤剤)

〈効能・効果〉青毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、，3、け、病後・産後の脱毛、

養毛

〈発売元〉鈴 与 薬 品名古屋市中村区椿町ア番目号恒川ビル5F

《製造元〉富士産業株式会社香川県丸亀市田村町1301番地


