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独自の変身機能・成分配合に成功
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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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巻頭 言

事なかれ主義 と現状維持

水谷皮 7科クリ ニバ 水谷智子

AIDS問題は表面上解決をみたとされているが、実際には今後の治療方

針の点など多くの問題が残されている。そんな中、国際AIDS会議が開催

された。ある日 のニュースで、米国のl人の参加者が、AIDS問題は事なか

れ主義と現状維持の姿勢が原因であるかと述べたと報道された。何げなく

見ていたのだが、この言葉は私に非常に強いインパクトを与えた。

私は、日常生活において、現状維持を選択する ことが多 L、。これは、 40

年間生きてきて、経験から得た貴重な教訓である。その方が、まわりのも

のに迷惑をかけること も少ないし、自分自身も傷つく ことが少ないか ら

だ。言い方を変えれば、事なかれ主義という ことになるかも知れない。

脱毛以外に本業の皮府科で.も、慢性の疾患や長年かかっていて、 一進

一退の症状をくり返している忠者をみた時、思いきった治療をして、か

えって悪化することを恐れるため、 とりあえず現状を維持することに勤

める。一般的には、こ の方法が一番トラブノレも少なく、患者にと っても

良い結果となることが多い。ただ、そういう 一般法則を過信するあまり

に、大きな落し穴に落ちてしまう事が時にあるという ことである。

脱毛を始めてわずか4年であるが、トラブノレもあったし、毛の減少が悪

いなど の壁にぶつかる事も 度々あった。11見毛などやめてしまおうと思っ

たことも少なくなかったが、何とか ここま で来られたのは、 11見毛が面白

いか らである。最近、教育委員会に出席させていただく様になって、参

加されている脱毛士の方達の熱意と真剣さに驚かされる。彼女達は、本

当に脱毛が好きで、 自分の仕事に自信と誇りを持っていると思う 。脱毛

という のは、やればやる程奥が深〈面白いが、現状維持にとどま って し

まえば、それで終わりというところがある。逆に、やればやる程大きく

なってf中びていくところカfある 。

日常業務の煩雑さもあり、 つい事なかれ主義と現状維持にと らわれが

ちにな っていることを気付かせてくれたニュース番組に感謝しながら、

「より良い脱毛方法」を常に諜題とし、努力していきたい と思 う。
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1) ~~によるもの ケルスス禿罰百 種 旋毛往毛包炎 脹

.. 性穿雛佐頭部毛包閥幽炎特技錨修

晩期侮海など

2)特殊疾患 円仮状エリテマト デス周平省錫 Brocq仮

性脱毛 m。叩h"をど
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4)化"t-tr:J外凶 峻 アルカ '1
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11 先天使脱E症
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JJ先火性鱗毛笹

山先X性:Ee銀

3J遺伝伎の鑑線"に必lする脱毛

2 限向性

1) rJJ;魔性 附III珍l!!. };，皮偽廃

2) aplasia cutis 

引先天性三角形脱E
4)術術性 jlff-分峻噸ヲl分後によるもの
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総説 1

毛髪の医学:脱毛症について

北旦大学医学部皮 膚 科 勝同窓生

1. はじめに

毛髪は正常の毛周期に応じた生理的な脱毛と発毛を繰り返している。

その生理的な周期に障害が生じて毛が欠如しているか、あるいは疎にな

って いる状態を脱毛症と Lづ 。臼頃よく遭遇する脱毛といえば円形脱毛

症や男性型脱毛(若禿げ)であるが、脱毛症の原因は多岐にわたる。表1は原

因と症状を考慮、した分類(佐藤)であるが、局所的原因に限らず、内分秘異

常、膝原病など様々な全身性疾患に伴って脱毛することがある。 したが

って毛髪の異常は、皮膚・爪などと同様にときに全身状態を反映する重要

な症状である ことがある。

各種脱毛症を紹介する前に生理的脱毛および脱毛のパターンについて

若干の説明を加え る。

1)生理的Jl見毛

ヒ卜 の毛周期lでは各毛包が独立 した周期を営んでおり、 1)成長期、休

止期、退行期の 3期に分け られる。成長期では毛母細胞が盛んに分裂し

て毛は発育・成長する。退行期てやは毛の成長が停止し、休止期へ移行する。

休止期では毛摂は悦棒状(桜毛)となり、 毛は脱落する。そして一定の休止

の後に再び成長期に入る。このように毛包は正確にコン トローノレされた

周期をも っている。年齢および個人的特性に加えて部位的特性はあるが、

ヒトの頭髪では、一般的に成長期が6-8年、退行期が2週間、 休止期は3-

4カ月と 言われている。したがって頭髪は1日50-80本はど抜けても生理的

な範囲である。この生理的範囲を越えて抜けると毛は薄くなり脱毛症と

なる。この毛の固有の リズ、ムは局所的あるいは全身的影響を受けやすい。

2)成長期脱毛 と休止期脱毛

Jl見毛の病理機転ぞ成長期脱毛と休止期脱毛に分けることが可能で、ある。

毛の発育において直接的な影響を受けやすいのは毛球部の毛母細胞であ

る。細胞分裂の活発な毛母細胞は障害刺激に鋭敏である。毛母細胞に対

する障害が急激で強いと きには成長期が中断さ れ脱毛する。これを成長

期IJ見毛という 。この場合、陣容が加わってから2週間前後で毛は束となっ

て抜ける ことが多い。急性に始まる IJ見毛、 {卵lえば抗癌剤など の薬物、 Xij車

fj(J.射そして局所の強し、圧迫などによる脱毛は成長期Jl見毛である。 リンパ

球が毛球部に蹄害生に浸潤することによ って起こる円形脱毛症は成長期

脱毛と休止期IJ見毛の両方の機転が考え られる。これに対して成長期の毛

の多くが同時に休止期に移行して脱毛する場合がある。これを休止期脱

3 
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総説 l 毛髪 の 医 学 .脱毛症に つ いて

毛い、う 。障害刺激が加わってから2-4カ月を経て毛が落ちる。抜けた毛

の根元は根棒状で正常の休止期と同様である。高熱、 外科的ショック、

分娩後の脱毛などは休止期脱毛に属する。

2.各種の脱毛症

1)円形脱毛症

円形脱毛症はこれといった先行病変がなく突然に境界明瞭な類円形の

脱毛巣が生じる疾患である。 ときに円形の病巣がはっきりせず、急激に

ぴまん性に脱毛を生じてくる場合もある。脱毛は頭髪に限らず眉毛、随

毛、髭、肢毛、陰毛そして体毛など何処にでも生じうる。本症は脱毛の

程度によ って病型分類される。脱毛巣がひとつである場合を単発型、複

数あるものを多発型という 。頭部に全JI見毛が生じたものを全頭脱毛、全

身の毛に拡大するものを汎発性脱毛と称している。円形脱毛症では爪に

も変化を伴うことがある。爪症状を生じる頻度は10-20%であるが、わず

かな変化を含めると 60%以上に達する。 しばしば認められる変化は点状

陥凹 (pit)と呼ばれる爪甲に針で穴をあけたような小さな点状の陥凹である。

爪甲全体が混濁、組造となり、まれには脱落する例もある。

円形脱毛症の原因については古くから様々な説が提唱されてきた。本

症では集計上20-30%の家族内発生があり、 一卵性双生児て同時期、阿部

位に発症した例カfあることから、本症の発症には遺伝的素因があるとの

見解も綴強い。再発性かつ難治性の円形脱毛症患者がアトピー性皮膚炎

や哨息を合併することが少なくないことから、従来より本症の病因ある

いは背景としてアトピー素因を重視する考えもある。また精神的ストレ

スの関与が深いとも 言われている。このように未だいろいろな説がある

が、近年免疫学的観点からの研究が進み、発症機序に関しては自己免疫

説が有力となった。自己免疫異常説が支持されるに至る経緯として

イ)橋本病などの甲状腺疾，'ir.、尋常性白斑そして勝原病など、自己免疫

疾忠と合併することがある、

ロ)胤清':1'に抗甲状腺抗体などの臓器特異的自己抗体が検出される、

ハ)循環Tリンパ球のサブセ ットの占有率の輿常がある、

ニ)病理1組織学上、毛球部周囲にリンパ球浸潤が特徴的である、

ホ)接触アレノレゲン、サイクロスポリンなどある種の免疫修飾斉IJによる

治療が有効である、



総説 1 毛髪の医 学 脱毛症に つ いて

など.の理由が挙け、られる。

円形脱毛症は基本的には治癒し得る疾患であるが、全頭脱毛症や汎発

性脱毛症は治療抵抗性である。また本症は一旦治癒しても再発しやすい

ことが問題である。

2)禰漫性脱毛症

脱毛の形態から大まかに瀬漫性脱毛症と限局性脱毛症に分けることが

できる。全身性疾患に伴う脱毛の多くは調漫性て、ある。

①急性熱性疾患後の脱毛

肺炎、インフノレエンザ、狸紅熱などの持統性の高熱を伴う感染症の後

に繍浸性の脱毛が起こる。脱毛が始まるまでの潜伏期間は平均2.5カ月て¥

脱毛が生じてから約10週前の高熱の既往を聴取する ことが肝心で、ある。

②分娩後脱毛症

出産後に毛が抜けやすくなったという訴えはしばしば経験する。)f見毛

は2-4カ月して始まることが多〈、出産3カ月以後ては約半数の母親が脱

毛を自覚している。この脱毛の機序については「妊娠後期における女性ホ

ノレモン、特にエス卜ロゲンの影響によ って多くの毛は正常の毛周期にお

ける成長期から休止期への移行が遷延する。毛の正常の脱落が遅れてい

たものが分娩後にその影響が除かれて一度に休止期となって抜け始める」

と考えられている。脱毛後の経過は個人差があるが、 2-6カ月持続したの

ちに回復に向かう 。

③栄養障害・代謝障害による脱毛

毛はさまざまのアミノ酸からなり微量の鉱物質を含んでいる。 したが

って蛋白吸収障害などがあれば毛髪は細くなり乾燥し光沢を失う 。また

脆くなり、容易く抜けて漏漫性脱毛となる。栄養障害があれば毛周期、

毛の構造および色素に影響力Z及ぶ。種々の疾患に続発して栄養障害、代

謝障害守生じるが、消化管疾患に基づ くことが多い。原発性あるいは続

発性のl吸収不良症候群のひと つであり、胃全摘では術後の貧血や脂肪、

蛋白、ビタミンなどのl吸収不良が著明である。鉄欠乏性貧血で侃11受性11見

毛が起こることは9-flられており、女性の繍没性11見毛では高頻度に血清鉄

の欠乏が認められ、貧血の治療により脱毛は軽快することが多い。

④内分泌異常による IlJt毛

内分泌疾.. i!:'，、あるいは様々な内分泌異常があるときに 11見毛がみ られる。

内分泌異常から 11見毛にいたる機序については不明な点が多いが、 11見毛様

5 
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総説 l 毛髪の医 学 :脱毛症に つ いて

式は大部分がi閣j呈性で休止期脱毛である。脱毛をきたす内分泌疾忠とし

ては下垂体機能低下症、甲状腺機能低下症および充進症、高IJ甲状腺機能

低下症などが知られている。いずれの疾忠においても毛の失と量的変化

が生じる。毛は一般に乾燥し光沢がなく、細〈折れやすくなる。脱毛は

頭髪に限らず肢毛や陰毛の減少もみられる。特に甲状腺機能低下症では

眉毛の外側1/3の脱毛(Hertoghe徴1侯)も特徴的と 言われている。脱毛の発症

機序は明確ではないが、甲状腺ホノレモンの直接的作用のほかにビタミン

A代謝異常、ムチン代謝異常などが関与する可能性がある。

⑤腹原病に伴う脱毛

勝原病の初期あるいは増悪期にしばしば脱毛が起こる。穆原病のなか

でも特に全身性エリテマトーテ。スでは高頻度で湖li呈性なし、し斑状の脱毛

が起こる。毛は細〈短くなり光沢がなく乾燥性で、 とくに前頭部が組毛

となり、短〈切れた毛が残っている状態となる。この全身性エリテマト

ーデスに比較的特徴な!脱毛をノレープス ・へアーという。本症ては淵湿性脱

毛に|浪らず、皮府の炎症後に限舟性の娘痕性IJ見毛をきたすことも多い。

そのほか皮脂筋炎、進行性全身性強皮症などの勝!原病でも IJ足毛を きたす

ことがある。

⑥感染症に伴う脱毛

慢性感染症に伴う脱毛の一つに梅毒性脱毛症がある。第2期梅毒の l徴

候て、比較的頻度の高いものである。特徴的な臨床は、仰l頭部から後頭

部に多発する境界不鮮明な不完全脱毛巣て i虫食い状」と表現される。

脱毛は梅毒の治療によって比較的速やかに改善する。

3)限局性IJ見毛症

有毛部(主に頭部)の一部に限局して生じる IJ比毛を限局性脱毛症と L、う 。

これに は生下時から存在する先天性限局性IJ見毛症と後天性限局性IJ見毛症

がある。ここでは後天性脱毛のいく つかを紹介する。

①牽引性IJ足毛症

結髪のために毛髪を長期間牽引することによ って牽引部の毛が消失し

IJ見毛闘となる。最近ではこのような例は少なくなった。

②圧迫性IJ見毛

被髪~Il音gの限!請した部位が数時間以上の4郎、圧迫を受けると 2-3週間に

IJ見毛斑が生 じる。圧迫性脱毛の代表的疾忠は術後脱毛症である。これは

全身麻酔下での手術を受けた後に圧迫音1I伎に一致しておこる脱毛であり、

6 



図l 術後脱毛症

図2 tl癖症(ケルスス禿街)による脱毛

総説 1 毛髪の医 学 脱毛症に つ いて

麻酔および手術l侍聞が5時間以上にわたるものに脱毛例が多くなる傾向が

ある。圧迫の状態により楕円形、 三日月型、模型(図1)、帯状など種々の

形態の脱毛となる。原因としては手術時に一定体位で硬い枕などで圧迫

されることにより局所の阻血」、循環障害をき たし、毛包の退行期への移

行が促進することにより脱毛すると考えられる。漬蕩をきたす例てやは癒

痕性脱毛斑を残すこともある。

③抜毛症

本症は外傷性あるいは機械的脱毛症のひとつであるが、何らかの精神

的衝動から自己の毛髪を引き抜〈結果生じた脱毛である。発症の契機と

なる環境的、心理的要因の検索など精神医学的アプローチが欠かせない

疾居、である。 脱毛は側頭部や前頭部など手が届きやすい部伎に多いが、

どこにでも生じうる。眉毛、健毛、 ときに肢毛、陰毛などを抜〈例もあ

る。脱毛斑はま:fi円形斑状、帯状のはかいろいろな形態をとる。本症では

背景となっている心理的発症機制を明らかにし、包括的対策を考える こ

とが大切である。

④局所の感染症による脱毛

脱毛を起こしやすい感染症の代表は頭部臼癖(カピ)である。とく にケノレ

スス禿癒といわれるペットを介して感染する白癖症では、膿傷、膿砲を

伴ぃ毛は容易に脱落する(図2)。治療が遅れた場合には、糠痕性の脱毛を

残すこととなる。

このほか機械的刺激、感染性、腫蕩性、膝原病や限局性強皮症などの

自己免疫異常によるものな E、限局性脱毛症の原因は数多くある。

3.おわりに

一般的に遭遇することの多い脱毛症は円形脱毛症や男性型脱毛(若禿げ)

であるが、以上述べたように脱毛といってもその原因は様々である。従

って治療の前に詳細11な観察と原因の検索が大切である。診断あるいは原

因の明らかでない場合には、専門の医師に相談することが必要である。
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総説 2

脱毛実技講習について-認定脱毛士まで-

認定指導 k高橋美恵子(111姓 伊藤)

1.はじ めに

認定脱毛士市IJ度が発足し認定脱毛士が誕生して5年にな ります。前期、

後期の脱毛実技講習の内容が確立してからは、認定脱毛士一人一人に同

じカリキュラムの脱毛実技講習が提供されています。 その上で、それぞ

れ違った過程を経て認定脱毛士に認定されているわけです。脱毛実技講

習の 目的は、、、安全で確実な脱毛布ijを提供できる 脱毛士を誕生させ、日本

全国でどこでも同じレベルの脱毛術を提供で、きる状態をつくることがと考

えています。本論文においては、前期講習の始めから認定脱毛士までの

道程を述べてみました。 その経過にかかわらせていただL、ている一人と

してそれぞれの講習の意味と感想を追加します。

2.認定Jl兎毛士まで

現在の認定脱毛土まて。の流れは図1のとおりです。現在、前期講習開

始時に図lの<認定IJ足毛士まで>を受講者に渡しています。自分で日付け

を記入することによ って今自分のいる位置を明確にし、次に何Iをした ら

いいのかがわかるようになっています。

3.前期講習

前期講習は、氷冷却で下腿の脱毛を中心に行い基本を修得します。10

単位は、 1カ月以内に終了しています。脱毛術は技術ですので、基本を学

ぶ前期講習は、集中して終了したほうが脱毛技術のレベルアップがはか

れます。

図2に<前期カリキュラムの内容>をあげました。l単位3時間の講習で

す。3時間のうち2時間を脱毛実技、残りの1時間で脱毛に関する知識の講

義や小テスト、質疑応答などを行っています。通常1日2単位の講習で、

10単位を5日間で終了します。5日間連続で行う場合、 2日と 3日に分けて

行う場合などケースは様々です。

IJ見毛技術は、毛包に針 を車IJ入し、通電し、毛を抜くと いう 一見単純な

illJJ作の繰り返しです。 この一見単純な動作の繰り返しがL、かに意味深い

ものか、 一見単純な動作の工夫により脱毛効果に Eれほど大きな違いが

出てく るかを初めて脱毛に触れる受講者にどれくらい伝えられるかが重

要なポイントのひとつです。簡単で誰でもでき ると，思うところか らは、

脱毛術のレベノレアップは生まれな いでし ょう。
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⑪水時却

②水崎除去

@毛流樋認、皮膚伸展

④右手(ニードルホルダー圃)の力を肱いて毛包に刺入

⑤基部まで人勺ている、押し込まはい

⑥通旬開始、皮膚反応観察

⑦過旬終了、足を厳す

也事十平行法去

⑨毛怯去 rOKJ①にもどる

毛肱去「抵抗ありJ(j)にもどる

1~3 呼吸実技

総説 2 脱毛 実 技講習に つ い てー 認 定 脱毛士までー

l単位、 2単位では、過度の緊張を適度の緊張にすることに気を配りま

す。ほとんどの方は、))見毛の実技経験はありません。毛に|基lすること、

針に関すること、脱毛術のこと全て初めての体験です。適度な緊張感の

中で、 毛の解音IJや絶縁針脱毛術の特徴などを学び、毛包内に針が刺入さ

れる感覚をつかんで¥、きます。1日目の終了時点で受講者が、、私にも脱

毛ができるかもしれないか、、これなら大丈夫。と思えたらいいと思ってい

ます。指導を行う中てや受講者がどんな性格てや、講習に何 を望んでいるか

などを把握していきます。

3単位てやは、針と毛に関する ことから、電気脱毛器、アイスパック、カノレテ

など周囲の環境に視野を広げていきます。針を刺入し、通電後毛を抜去

すること、及びそれ以外の基本を学びます。周囲の環境を主主えないと起

こる可能性のあるトラブノレについても伝えています。例えば、アイスノf

ツクイ史用l時の注意事工頁を守 らないと凍傷を起こす危険性があるなどです。

4単位ては、受講者自身が)Jえ毛を体験することを通して皮膚反応につい

て学びます。:l並屯中の皮!首反応、は、正常な状態と異常な状態を体験し、

その後の変化を自分で観察 します。輿常な状態は、

1.絶縁部分が皮内に刺入される前の通電

2.通電中の抜針

3.毛根傾斜を小さく車IJ入した場合

以上3つの通電時の皮膚の変化を客観的に も、主観的にも味わう ことで方

法を間違える t危険な反応になる ニとを理解します。脱毛を体験すると、

通電時の皮膚反応を観察する目が養われます。故意、に傷を作る訳ですか

ら、脱毛後の回復過程を観察する ことも指導の内容に取り入れてありま

す。水抱は?姉皮形成は?痴皮形成後の脱落は?発赤は?色素沈着は?

など自分の傷の治癒過程を観察するよう 伝 えます。万が一、熱傷を起こ

した場合に患者へのアドバイスに生かしています。

5単位では、 l呼称実技を行います。自動車教習所のホ右 OK、左 OKかと

声にmして確認するという 事か らヒン トを得て、)J見毛技術を白分で確E忍

してみようというところか ら始まりました。実際におこな っている <呼

称実技>を区13にあげてみました。5単位以降は毎回30分以上呼称笑技を

取り入れています。 この呼粉、実技は一人で基本の確認ができるも のです

か ら後期講営終了後も活用するよう伝えています。多く の認定脱毛士が

基本の重要性を認識しており、基本を確認するには呼称実技が良いと 言
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総説 2 脱毛 実 技講習に つ いて ー認定脱毛 士 まで

っています。

さらに、5単位の中で行う基本実技の自己判断(図4)によって自分の脱毛

技術を振り返り、基本と自分の技術を再認識します。指導者と受講者の感

じ方の違いが明確になるため、6単位以降の指導のポイン 卜がつかめます。

6単位では、脱毛後の注意事項、脱毛中における患者とのかかわりの具

体的な事を学びます。脱毛布桁は、患者との信頼関係が大切ですから信頼

関係を築〈意識を持って脱毛に望む重要性を伝えます。

7単位、 8単位で下腿以外の部位の脱毛を行います。 (腕と肢~[.\)

9単位では、通電不良の対処法を通して、付属器具の修理法を学びます。

ニ一 ドノレホルダーを分解して構造を見ることにより、コ ー ドの取り扱い

方が慎重になります。安全で確実な脱毛技術の提供のために脱毛士はた

だ毛を抜けば良いのではなく、脱毛を行うときの周囲の環境にまで目を

向ける必要があります。

10単位で前期の総まとめを行います。5単位の基本実技の自己判断ぞ再

度行うことで、良くな っている点、怒くな っている J去を自分自身で明確

にしていきます。指導士がチェ ックリストを用いて脱毛技術の63点のチ

ェックポイントをチェックし、自己判断と合わせながら r50時間レポー ト」

へ向けてのアド、パイスをします。さらに、基本的な事を口頭質問しどれ

くらい理解しているかも確認します。

4. r50時間レポー ト」

前期10単位が終了した ら、前期で学んだ氷冷却の下腿、肢筒、腕を50

l待問脱毛します。図5の<50時間レポー トの用紙>に毎回の脱毛を記録し

ます。50時間の脱毛は、常に基本を意識し習慣化する ことと脱毛に慣れ

ることが目的です。この50時間にどんな 1I見毛を行うかがそれ以後の脱毛

技術に大きく影響 してきます。ただ、 50時間をこなせばよいという思い

で望む人と毎回脱毛に真剣に取り組む人とでは後期ての11見毛技術、 11見毛

に対する 意識が全 〈違ってきます。現在は、毎回テー?を決めることを

お勧めしています。例えば、 今 日は呼称実技を行い基本技術を線認する

と決めて、必ずl呼称実技を行い評価するという 具合です。テーマは、前

期5、10単位で行った基本実技の自己判断を参考にしていたfごいています。

後期講留スター トl時に見せていただく のが楽しみなレポー トが最近多く

なっています。このことは私の喜びていもあります。毎回、やり易かったか、
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総説 2 脱毛実技誘習について ー認定脱毛士までー

、よく抜け t~" と いうレベノレの感想だけで工夫のあとが述べられていない

場合は、追加レポート をお願いしています。

5.後期講習

後期は6単位です。後期講習の目的は二って、、す。一つは、 50時間の脱

毛中に生 じた脱毛技術の癖を認識し基本に戻る ことです。 もう一つは、

前期で学んだ以外の部位の脱毛を学ぶ ことです。前期で学んだ以外の部

位を3カ所以上実技をしています。

6単位目に肢簡の脱毛でチェックリス トを用いた脱毛技術のチェックを

行います。各部位の毛の特徴や脱毛計画、前期て学んだ基礎知識も含め

て口頭質問しどれくらい理解できているかも確認します。後期は最終講

留ですから前期より厳しくなります。技術は身についているが知識が不

足だと思われる場合はレポートを提出していたfごきます。逆に知識は十

分だが脱毛技術に不安がある場合はその旨を伝えて、もう数時間の補講

することがあります。レポー トは定着してきていますが、補講は定着し

ていないというのが現状です。

6.症例報告提出から認定脱毛士

受講者が6カ月以上の経過観察をした5症例の症例報告を提出し審査に

合格すると認定脱毛士となります。

前期講習終了後から認定脱毛士までの期間の多くの人を見ていて感じ

ることがあります。、スピー ド(何本抜けたか)が重要である 砂からやトラブノレ

のない毛の減少が重要であるグという ことへの意識の変化です。講習の中

で、脱毛術の効果を判断するのはスピー ド(何本抜けたか)だけではないと伝

えます。しかし、ベテラン脱毛士との比較や対filliを伴う ことのプレッシ

ヤーなどを誤解して、 いこかいI~，間内に多くの毛を脱毛しなければなら

ないという時期があります。その時期を経て、スピー ドが早くても毛が

なくならなければ脱毛の意味がない、さらにスピードが早くても皮膚ト

ラフツレがあっては立味がないという ことへ意識が変化 します。意識の変

化のきっ かけやl侍期は人それぞれです。 この気付きがあ った脱毛士は、

スピー ドと安全と脱毛効果を探究する姿勢力f高まります。そして、さら

に脱毛を受ける人への精神面の配慮などへ大 きく 視野を広げてニーズに

応じた脱毛術の提供ができるようになります。視野の広い脱毛士をどれ

11 



総説 2 ij見毛 実 技講宵に つ いて認定脱毛士まて

くらいかかえられるかがその施設の脱毛の発展に大きく影響しています。

7.脱毛講習の今後の課題

現在一応認められている脱毛実技講習は、前期講習、後期講習、院内

指導士講習です。認定脱毛士になってからの脱毛技術の講習があったら

良いとの声を聞きます。認定脱毛土になったからといって、脱毛の全て

E置 がわかる訳ではありません。 日々の悩みを研究会などで同じ立場の人と

情報交換することによって解決のヒントを得て、脱毛に対する意識を向

上させている素晴らしい現状があります。今後は後期講習が終了し、認

定脱毛士の申請を目指している人や、脱毛技術のレベノレアップのための

講習を希望します。

8.おわりに

私は、 11見毛実技講習を毎回錯誤修正て、行っています。同じカリキュラ

ムを提供します。 しかし、細かく見ると 受講者が一人一人違いますか ら

講習にも毎回微妙な違いが生まれます。受講者が自分の良い音11分を卜分

生かした上で、弱い部分をその人自身が補える事を目標に講習に望んで

います。いろいろな講習を体験させていただL、たおかげで、私の視野も

広がり提供できる講習の質が向上しています。ホ多毛。に悩む人を支援す

ることが好きな脱毛士を日本全国に一人でも多〈誕生させるよう、自分

の視野を広け講習の質をより向上させて行きたいと思っています。
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研究

減毛チェックと写真の活用法

刈谷務形外科皮膚科病院横山佳織，小島伴子，林圭代，野々 山たみ子，松永佳世子，重盛忠誠

1. はじめに

現在、当院では院内指導士1名・認定脱毛土3名・前期研修修了者2名・研

修未習得者1名、計7名のスタッフが勤務していますが、経験年数に 巾が

あり、脱毛技術にかなりの差がみられます。 そのため、左右の減毛率の

差や、毛の不完全処置により起こった脱毛 トラブノレの解決策と して減毛

チェックを考え実施しました。滅毛チェックを行うようになったいきさ

つから順を追って説明し、その結果生じた絶縁針と毛根の関係と、新し

いサイズの針の必要性についても考えてみましたので報告します。

2. 減毛チェックに至るまで

近年のJl見毛患者の傾向は、下腿・肢請などが主流だった頃とは違い、

顔・うなじ ・手足の指・ビキニラインや陰部など、経験の少ないスタ ッフで

は難しい部位を希望されたり、後数の部位を脱毛される場合が多くみら

れます。 また、下腿の毛も剛毛の患者より、細くても長さが気になる 患

者が多い現状です。そ んな中、下腿に比較的太〈しっかりした毛が密集

している脱毛患者を受け入れました。3回目全脱毛までiま良かったのです

が、予約の都合上4回目からはどうしても、経験の少ないスタップが毎回

その忠者の11見毛にあたる ことになりました。脱毛の指導も受け、 4カ月は

手技の練習も こなしており、患者さんからも特に苦情もないため大丈夫

だと思い、受け持ちのような状態になっていました。 しかし、そのスタ

ッフが肩凝り と眼精疲労のため退職し、 8回目の脱毛前(7回全脱毛)に、他

のスタッフが患者の脱毛部位をみたと ころ、下腿全体の毛孔に黒っぽい

点状の分泌物が多数みられました。脱毛摂子で軽〈圧迫すると、脱毛時

に毛根内に残っていた分泌物が出て来ました。毛の滅りも右側の方が悪

〈、患者さんからも左右の毛の量の遠いを訴えられました。脱毛本数に

気を取られ、確実な脱毛術1)が行われていなかったと判断し、そ の回の11見

毛より、毎回熟練者が分j引先の圧出や、埋没毛処置をしっかり行いなが

ら、 1I見毛をして行くことにしました。 この忠者さんの下腿は約半年後に

は、毛も良<i成り皮!首も非常にきれいになりました。

この経験から、再度 このような事が起こらないように、すぐに対策を

考えま した。まず、経験の少ないスタッフが1I見毛にあたる場合は必ず熟

練者 と組み、脱毛中に気づいた点はメ モし、その場で相手に伝える事と、

閉じ側ばかりに入らないように考慮する こと。 また、回数を決めて、認
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研究減毛チェ ック t 写 真 の 活用法

定脱毛士が減毛チェックを行う ことにしました。その際の資料としては、

患者毎に整理されたアノレパムを使用しています。

3.写真の整理について

以前、 当院で、は毎回脱毛前後に写真撮影を行っ ており、枚数の多さに

整理が大変でした。大きなケースに患者毎にまとめ(図1)部位や日付に関

係なくたfご並べて入れていました。 しかし、資料として探 したり、患者

さんから減り具合を確認するため以前の写真を見せてほ しいと 言われる

こと もあり、その都度、それぞれの写真をケースより取り 出すのがとて

も大変な作業にな って いました。そこで約1年前からアルバムを作成する

事にしました。写真の取り方 も、回数を決めJl見毛前のみとし、 l部位の患

者には薄いものを、複数部位の忠者には厚めのアノレパムを用意 し、各忠

者毎:に上段を右側、下段を左f!!lJと見やすいように整理 し、 書棚に並べて

保管しています(凶2)。

4. i成毛チェ ックのH寺期、方法とその効果(ぷ1・ぷ2・E3)

5.絶縁壷|の選択について

i成毛チェックを行うようにな った結果、現在当院のスタッフ問て¥絶

縁針の選択の難しさが問題にな っています。最近の当院での傾向として、

脱毛開始前か ら毛が細〈毛根の短い患者が比較的多く来院されます。 ま

た、下腿の脱毛で、始めはL3007針で毛根の長さの良い毛でも、しばらく

すると S2707針では針の方が長〈 、S1505針では短すぎるという症例や、

初回は毛が少し太<L3007針で調度良い毛根の長きであっ たのに、 2クー

ノレ程すると、まだ毛の太さはS針より L針の方が良いのに、針の長さがL3007

閃l 以前の写真向笠理)j法

t-"12 J止近の'J;nの鰹FU，i1、

(111かつて布が路政部位向忠丹、

Ji.カ'1 ffll{立の.'~~-tjの7Jレ〆ぐム

告|ーでは毛根より 長 〈、熱傷防止のため スライド通屯がて、きない症例、 ま l司3 減モチ ヱソ 711初 級 了(F腿)

た11宛の脱毛て"S2707事|では針が長<S1505量|ーでは短 い症例や、女性の顔の

高III¥、毛の11見毛て、 U2707針てやは針が長<U1505針では短い症例など がよく

あります。針を選択する際、 S針て》色紙基部から告|の先端までが2mmriii後

の音|やU針で同様 に2mm前後の針、又L針で2.5mm]IIj後の音|の必要性を強〈

!:¥?iじています2)。
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時期 IF!i!')<腿 1(1)3凶U脱色前(2 同イ~!I! n)

|ω百四日脱"LlIII(4@全般も}

締禽 l叫5凶日脱も前 (4箇金脱t::，)

|ω7[1]日脱E前 (6回全般o)

1iTtt:-;;帆前文"初回脱E前の写真と醐し白石3)

(I){;の採り具合

ωチ z ヲタ u の皮膚の~ß:!檎

ω忠告の繍足1在

叫実際に般もした成長期Eのu艮と絶縁針の長さ

今後の脱己fi針を.ルテの'"し送。慨に記入

<Mh二土が機数いるので、その節度判定8の印を押す)

表l減毛チェ ックの時期 t方法

症例 I <脆高5凶日腕E前〉

減E良好 忠信も機足している司伺立つものはl，:省に敏本のみ。

使も1;1:2-3同の迫電でし 今かのa展開すること 歓乙は腕との

パヲンス~，守え征が句処座して下さい皮膚"・ b良好個 針"

このままのサイズでυκ町

侃[例2 <自腹自 71吋u腕1与前〉

まだ1'I.J1.勺優もがある開般禽""iot与が脚色Jhぽいので脱E効燥

がliいから"圏直1染むめるので前海凶イ 1グJ ハイポで伺倉時を

1..3007に定え今向からt!llJを625にtげてみた句 優t.2-3

方向でし『かのa砧1処F唱してトさいU 皮膚反応の制穣忘れずにμ

加'例:3 < F腿51吋u脱t前〉

初凶より IU.“司ているがバラバラと日立つEあり E機緬〈

ほ反則Eでも ~2707で ~'J 平リかE似緩め町 "鍋飢でスヲイト

泊施で 1\/'': いので、今後の"'~~え SI505針金 111 してみた ，. 
'"までし司かり剃人"出力1;1.5_5-5.75f~が良いと思今，

.&2減芭チェック後のカルテ記入例

(0埋世E 巻E 分泌物の叫fflはどの有無の繍!lJをし伝がり

脱Eを行い、必ずその場でし q かり除去する市により {上

上がりの皮膚状舗が1.<は勺た.

曲、(i院の喝合、下胞の脱も叫に 新人スタヲフが右の脱もを

するという、以前からの回定副念に岬られ俗〈はり、融も

に左イI並がみられ伝 〈信0'ヒ園

胡同 じ部{立を 毎回同じ設定で脱Eするのでは江〈、それぞ

れの患者の皮膚やもの状舗に合ゥた通電時間ー 出力の2安定

を考えることがスタヲフ全体に広ま勺た。

④常にも繊の長さに合うた針を使用することにより、以前よ

りもの輔りが非常に良 〈むうた.

@テスト脱E時に、針は数本必要である市を詳しく説明して

あ q ても、新しい針を出すことに抵抗のある患者の場合

減もチ玉 ヲク時が納叫して針~IH しても らえる良いチヤ ノ

スとえ込 勺ている"

曲テス ト脱も時からのアルバムを患者にも公闘 し、 現盆のも

や皮膚の状態を ー紺に見比べてもりうことにより、i.I"s

や皮網状績の改普している引に梢Eしてもらえるように伝

勺た 豆、 思訂 スタッフ聞の信頼聞係も強〈伝今た。

開『ぷ布サイドから今まで叫られ伝か勺た制e舗を叫るよ;色い惜会

とはり.トラブルをホ院に防いだり 縫い情報はその後の

脱Eに生かして行〈ことができる.

@!lJ定脱も上が中心に"勺て脱Eしている忠昔の場合、 他の

I!!定脱ßIが捕もチム ヲク~する己とで Ii分だげの待え

にとらわれず、いろいろ俗且Jiができて勉強にはる。又.

a"~脱E上以外のスタヲフむ 輔 bチ A ヲク叫になら会う

ことで、色々はぬ而に応じた対処法をIUIIし.以後向 しょ

うは羽'例に 11:会 q たときに~ê;:Jßがf'l くようにはる.

明スタッフ士体が.身えた脱"ß~ぜる 2Jlで宜徴的になり.プ

ロ意識が穿生えたの

表3i叫毛チェックによる効~

研究減毛チェックと写真 の 活用法

6. おわりに

当院では、 i成毛チェックを行うようにな ってから、 今 まで勤務で害Ijり

当てら れた患者さんを、ただ脱毛するというスタ ッフの姿勢力、ら、皮膚

の状態・毛の減り 具合・成長期毛の毛根と針の長さを観察するという 事を、

各スタッフが日頃から頭において脱毛する姿勢に変わり、良い効果を上

げることができています。現在は、下腿・大腿・肢寄の3部位しか行ってい

ませんが、将来的には全ての部位に減毛チェックを取り入れ、より 一層、

患者さんに満足していただけるよう日々努力を重ね、常に前向きな姿勢

で脱毛に取り組んでいきたいと思います。 .'・

なお本論文の要旨は日本医学脱毛学会第3田中部・北陸地方会(1996ij09月

18A於浜松)において発表 した。

参考文献

1)小林敏男 絶縁剣脱毛布軒、小林水久!胤色研究所 浜松、 1992

2)小島伴子、f也2名 当院での下腿脱毛の要点、 H本医学脱[;'j"会誌Vo1.3.No.3: 1996 

ri成毛チェック」、言い換えれば「定期的写真回診Jを認定脱毛士間で行なうことは、

個々の脱毛士の意識向」に役立つ t思う 。特にチェックをする側に良 L'1:.思う 。「人の

振りみて我が振りなおせ」である。当然、その施設の人間関係が美しく形成されている

必要がある。導入を考 λている施設は、 この点に注意すべきである。

(j事烏皮フ科クリ ニック王国仲二)

減毛チェックを重視 し、熱心に研究されまとめています。毛を減らすには、 確かな

技術?と針選択です。L2507針・52006事|の必要性は同感に思います。将来 そのような針が

出来たら、 l'見毛効果がより 1")められると考 λ ます。

減毛チェックにIMJしては、ビキニライン・乳輪古11などしゅ う恥心がfl'う部位は、脱毛

1: 1:. .'1¥者さんとの信頼関係を充分持ち、 'lnif(に.il主めて L、('1';が大切だと思います。

(ちばJ長谷形成外科クリニ ック名利ヲ庁子)
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コラム脱毛術に役立つ 皮 膚 科 最 新 情 報 一1

アナフィラキシ一反応を防ぐために

藤悶保健衛生大学医学部皮膚科学教室 松永佳世子

1. はじめに

このコラムは脱毛に従事する皆様に役立つ、最新の皮膚科関連情報を

提供したいと考えています。第1固として、まず、最も問題になるアナフ

ィラキシ一反応について述べます。

2.アナフィラキシ一反応とは

アナフィラキシ一反応とは、ある抗原によって感作された生体(ヒト)

が、再びその抗原にさらされたとき、その抗原が肥満細胞や好塩基球に

帽 固着したIgE抗体と反応し、その結果これらの細胞から脱頼粒によってヒ

スタミンなどの化学伝達物質が放出され短時間のうちに、循環不全(血圧

低下)、粘膜浮腫(呼吸困難)、平滑筋轡縮、尋麻疹、など一連の急激な症状

を引き起こす現象です。

3. )f比毛術と関連した原因物質

まず有名な原因物質は、リドカイン(商品名.キシロカイン)に代表される

局所麻酔斉IJです。実際の局所麻酔剤によるショック症状は、局所麻酔斉IJ

を短時間に多量に使用(リドカイ ンの基準fii;成人I回200mg、つまり 1%キシロカイ

ンで20ml)したり、静脈内に注入した場合に起こる中毒によるものが圧倒的

に多〈報告されています。Skidmoreet a1.1
)の1996年の綜説によるとア

レノレギ一反応は局所麻酔剤の副作用の1%未満て¥アレノレギ一反応の80%

は遅延型(湿疹やツベルタリン型)であり、アナフィラキシ一反応は極めて稀

とされています。アナフィラキシ一反応はエステノレ型の局所麻酔剤(プロ

カイン、ベンソカインなど)によるものが殆 Eて¥リドカインによる ものは極

稀2)て¥しかもキシロカインのアナフィラキシ一反応の原因は主薬のリド

カインではなく、防腐剤が原因とされている症例もみられます九

つぎに問題になる のはクロノレヘキシジン(商品名ヒピテン、ヒビスクラブ)で

す。傷口に使用することでアナフィラキシ一反応を起こ した事例が報告

されていますヘ 日本では、 産婦人科、泌尿然科、外科領域て。数多く報告

されており、現在粘膜に使用することは禁止されています。薬物を皮府

に塗布することで詳麻疹を生じ、 重症例ではアナフィラキシ一反応、守伴

うものは接触等麻疹と呼ばれていますが、クロノレヘキシジンは有名な物

質てやす。 さて、最後に今最もホットな情報をお届けします。 それは天然

ゴ、ムに含まれる蛋臼、ラテックスによるアナフィラキシ一反応が増えて
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コラム脱毛術に役 立つ皮膚科最新 f官 報 ーl

いることです。1979年にNutter引がはじめて ゴム手袋による接触蓉麻疹を

報告し、それ以後多くの症例が報告されています。原因物質はゴムに含

まれる熱に安定な水溶性の蛋白で分子量が10kDから50kDの聞に抗原性が

証明されてい ます。現在では300例を超えるアナフィラキシー症例が報告

され、 注腸による死亡例も含まれています。アトピー素因を持つもの、

医療従事者、複数の手術歴や尿道パノレーンなどの留置を行っているもの

ド、クノレ ミ、キウイな E多種の植物と交差反応 し、ラテ ックスとクリに

同時に接触してアナフ ィラ キシーショックを起こした症例が、神戸大学

から報告され6)、当科でも同様の症例を経験しています九 熊本大学が13

例、関西医大が9例B)のラテックスアレノレギーを報告しています。今後、

ゴ‘ム手袋をするとかゆくなるとい った症状がでた場合は、ラテックスア

レノレギーの可能性を考える必要があります。

4.診断と治療および予防

アナフィラキシ一反応の診断にはプリックテストが有用です。適切な

濃度の抗原をl滴前腕屈似IJに滴下し、その中心をALKLancet(Denmark)を

用いて押すように刺し、 15分後に膨疹の長径と短径の平均値を計iRlJし、

コン トローノレに塩酸ヒスタミ ン10mg/mlを使用し、判定は塩酸ヒスタミン

の直径 と比較して、同等を3+、大き い場合を4+、半分を2+と判定しま

す。この方法はIgERASTより鋭敏です。治療は、それぞれの症状に応じ

て救急処置が必要ですが、ラテ ックスアレルギーの場合はゴム栓やゴム

のつなぎのな い点滴セ ット、プラスチックのアンビューノfッグ、注射も

ゴム栓のないアンプノレのものを必要とします。 このような厄介なアレノレ

ギーを獲得しない最大の方法は、ラテ ック ス蛋臼の少ない手袋を使用す

ること で、当然、プラスチック手袋(伊l・Dispex，JMSプラスチック手袋など)、

クロロ プレン ゴム手袋(Derma.Preneなりの使用がベス卜ですが、使用感が

劣る場合は、よく洗i1tしたり 醇索処理した低蛋白量の ゴム手袋を使用す

ることが重要です。あなたの施設ではどうしていますか ?

ラテックスレ バ ー… ては 単行紛 てて L ます。まt:.Ansellがホ

ームページ(http://www.ansell.comj)と屯子メ ーノレ(ansell@gol.com)によって

情報を提供しています。
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脱毛 Q&A

浜松ヒ 7外科クリ ニアク 小林敏男

脱毛医療を行う場合、特にテスト脱毛時や第1-第2回目脱毛時などに、

患者より種々の質問を受けます。 この際、脱毛士傾1)で統ーした答え方を

することは、以降、相互の混乱や不信を防ぐためきわめて大切なことで

しょう 。

コラムの第l回目として、浜松ヒフ外科クリニックでの脱毛Q&Aをご

紹介させてく fごさい。

文中の脱毛時間などの数値は、各医院により異なるでしょうから、あ

くまでご参考にしていただきます。

脱毛Q&A
Q1・一度脱毛した毛は、その後生えて こないので、すか?

A1:きちんと毛の元を電気処理すれば、再び生えて来ることはありません。

しかし、毛はl本1本別に生えているとお考えでしょうが、実際は2-3本

がほとんど同じ毛穴から生えています。毛の周期により、 l本の毛しか生

えていないこともあります。同じグループ(1;1洋)の他の毛はヒフの中で|成

っています。 その眠っている毛が、数カ月以内に同じ場所から新しい毛

として出てきます。

Q2:どの位の時間(回数、期間)で終了するのですか?

A2:脅ワキの場合

期問lはま1年力か‘ら l年半位力か苫力か苫ります。02週間程処理しないて

士場易合、平均的な毛量の方て、，2時閑程てで‘両側をすべて脱毛してしまいます。

そのf後灸、毎月 I回の来院で脱毛時間は、 1時間30分、 1時間、 45分、 30分...

と次第に短くなります。両側脱毛の延べ1時間は、毛の少ない方で5-6時

間、多い方で14-15時間、平均すると9時間前後です。

*足の場合

ひざ下より足首まで、半年-1年半かけて、同じ箇所を1-2カ月ごとに

脱毛していきます。脱毛l時聞は、毛盆の少ない方て両側延べ15時間、平

均的な方で延べ251時間、多い方で延べ40時間脱毛するとほとんど目立た

なくなります。

*11宛の場介

11サより手村まで¥半年からl年かけて同じ筒所を2カ月ごとに脱毛してい

きます。11足モ1I;!j'聞は、毛主の少ない )Jでf，11j{J[I)延べ1011寺|湖、平均的な力で延

べ2011寺1/¥1、多い )jで延べ30時1m脱毛するとほとんど目立たなくなります。

Q3:11見毛することによ って、体(和l'産毛)に影響はないのですか?

A3・体に対して特に影響はありません。絶縁針を使用していますので、ヒ

フ表面にア卜が筏ることはありません。脱毛後のー11寺的な反応として臆
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れと赤みが出ますが、数日から 1-2週間で消失します。足の脱毛により

下肢の皮膚が乾燥化する ことがあります。

Q4:ワキの場合、脱毛すると臭いもなくなりますか?

A4:ワキ毛についた雑菌が臭いの原因の一つになっています。したがって、

ワキ毛が永久脱毛されると臭いが減少します。ただし、なくなる ことは

ありません。

Q5:針は使い捨てですか。何本位使用するのですか?

A5:針は使用後消毒し、個人別にケースに保管して、次回使用します。た

だし、ヒフの安全を守るための絶縁部に損傷が起きたり、脱毛効果に影

響する針の通電力が低下した時などは、新しい針に交換します。 また、

同一部位でも太い毛用の針と *IE~、毛用の童十が必要になってきます。

・ヮキの場合、終了までに3-4本の針を使用します。

・足の場合、 1年間に3-4本の針を使用します。

・腕の場合、 1年間に2-3本の量iを使用します。

.vラインの場合、 1年間に3-4本の針を使用します。

Q6:生理時の)J見毛は可能ですか?

A6:生理時も可能です。ただ、精神的に不安定になったり、痛みが普段よ

り強〈感じることがあります。Vライン・陰部はおすすめしません。

Q7:脱毛後は、家でも冷却したほうがL、いのですか?

A7:一般的には不要です。脱モ部位に熱感がある場合は、受付でおj度しす

る抗炎症外用斉IJを塗布してください。

Q8:感染の心配はありませんか?

A8:感染を未然に防ぐため、脱毛を受けられる方全員に、血液検査を実施

しています。事十は個人})IJに専用ケースにしまい、使用後消毒して保管し

ています。Jj見毛てや使用する物品も使用後消毒しています。

Q9:Jj比毛を受けるために、 f百Iか注意することはありますか?

A9:①IJ見毛前日は、睡眠ぞ十分に取ってください。→睡眠不足は、 11足毛1時2

の痛みを?感じる原因となります。

②IJ見毛を始めたら自己処理は行わないでください。 もし、必要ならば弟IJ

る(カミソリ)・切る(短〈カットする)方法でお願いします。

③ より順調に減毛するために、日程やIJ見毛時間は大切です。担当者とお

話合いの上、ご予約くださ~ '0 
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脱毛の 準 備・かたづけ時間 ・脱毛事務

徳島皮 7f十クリ ニアク 玉田伸二

1. はじめに

病医院における脱毛外来業務は、決して脱毛術その

ものだけでなく、受付 ・電話等の事務・マオ、ージメン卜

業務の的確な遂行により支えられていると 言っても過

言ではな L'o これは、脱毛外来に限らず、一般外来業

務においても同じことが言える。

私達は 日本医学脱毛学会第3団関西・中国・四園地方

研究会(平成8年10月9日、徳烏県鳴門市)において、 「脱毛予

約のとり方」をメインテーマのーっ としてとりあけ‘た。

学会に先立って全国130施設に「脱毛予約のとり方」に関

するアンケー 卜をお願いし、多数の興味深い意見を含

む、回答をいただいた。今回我々は、医療機関におけ

る脱毛予約にタッチする方々のためにこのアンケー卜

結果を紹介する 。

-質問

当院では2時閉までの脱毛の場合、準備と後かたづけ

時間として15分を加え(例11時JH1脱毛→11時Ii日15分の子約わく)、

2時間以上の脱毛には30分を追加し予約を入れています。

最近、脱毛士より 15分では準備、後かたづけができな

いと 言 う意見があります。

皆様のところでは準備時間等は どうされていますか?

-アンケー ト結果

・脱毛症例が少ないので、前後の時間はそれ程きつく

ありません0

・準備や後かたづけに15分もかからない 0

・準備は15分としています。手の空いている者(Drも合

めて)が必ずいますので、後かたづけを手伝う事も多

いです。

・準備時聞は特に取っていない。予約時間を少し長め

に取り、そ の時間内で準備するか、手の空いて いる

スタッフが行っている。

・予約の聞を30分あけている fごけですが、現在のとこ

ろ充分です。

・準備と後かたづけで15-20分。職員不足の為料金の

支払い等の業務までナースが行います。ただ1日に予

約できる人数も制限があるので、あまり忙しくはな

20 

-予約のとり方

・アンケー 卜

いと思って います。

・準備・後かたづけに30分時間を取ります。 また2時間

以上の脱毛は、患者、脱毛士共に疲労する為行いま

せん。

・当院では、脱毛部問専任の事務員がいる為、脱毛が

終わると 同時に事務員が後かたづけ・準備を行L、その

間脱毛士がカノレテの記録をしている。

・個人の脱毛時聞を多〈見積もって、その余った時間

で準備etcしていますが、確実に下肢などの場合は1

時間予約ならそのまま 1時間かかって しまい、次の予

約時間に害Ijり込んてしまう場合があります。一応同

じ台では害1]り込まないように予約を考えていますが、

予約人数が多い日などは、仕方なく次の人に少々待

ってもら った りなどがたまにあります。

・絞けて脱毛することがあまりないので、参考になる

かどうかわかりませんが、 当院では3台の脱毛器、脱

毛ベッドがあるため3台同時に稼働することが希のた

め、 1台が!j}Jいたあとに次の予約分を動かす時は、Jjlj

のベッドてい行っています。

9時-10時→No.lのベッド

10時-11時→NO.2のベッドで準備しています。

又、特に予約の多い土曜日の場合のみ、10-15分

患者の処置や後かたづけ等にずらす事はあります 0

・15分間隔で予約は取っています。ちょっと時聞が延

びた時は受付の者が片付けを手伝っています。

-2時間予約の場合、 5分前から準備し後かたづけは10

分位。

・当院の流れは準備l時間15分→脱毛→後かたづけ→次

の準備時間15分→脱毛→後かたづけ

11見毛-11比毛まで、準備+後かたづけてい30分取って

います。

・当ク リニックでは、日直前Ij(，1!:話応対・準備・後かたづけな

どキ11)羽のみ行い、脱毛はしな L、)をとって いますので¥ 日

直にあたっていない脱毛士は、脱毛をするのみとな

ります。予約を入れる時は、 11見毛の間隔として15分

はあけるようにしています。

例:101時-11時 00氏足

次のPtは11時15分~となります。
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-11見毛時間に関係なく予約する|時点で30分は必ず加え

て受けています。(忠者さんには少し多めのH寺I::I-Jで入れてお

きますが、終了したl時点でl時lIiJJH?:する旨話しています。)

・当院では、準備と後かたづけに各15分を設けており

ます。数カ所の部位になると記録時聞が不足するこ

とはあります。

・予約と予約の聞に30分-1時間空白の時間を作って予

約を取っています。

-15分では不足の為、30分の準備l時聞をと っています 0

・15分-20分は予約の段階で時間的にゆとりをもてる

ょう追加予約を入れています。

・当院ではある程度時間的余裕をもって予約を入れて

います。1時間とは言ってもJl見毛の施術には変わりあ

りませんので、 1時間の施術に対して準備+後かたづ

けに15分という のは少し|待問が少ないと忠います0

・当院では21時間以上の予約の忠者さんには30分冷却l時

聞を与えています。でその間にカノレテ記入や片付け ・

準備をしています。

・予約と予約の1m隔は原"11として30分としている。予

約時間 (2時間でも 15分ても) にかかわらず。壷十I~ きは ，':1:'，勤

した時にまとめて行う(自分がf日当予定の方)事が多い0

・脱毛士の始業時間より 15分は準備時間、それ以降は

忠者さんの入れ替りごとに15分の後かたづけ・準備時

間を設けています。3時間以上の脱毛予約忠者に対し

ては、 15分程度のティ ータイムを設けて、少量の菓

子生買もそろえています。(低1ul総予防のため)

・同じ位の準備時間を加えて予約を入れています。 ビ

キニライ ン等、着替え に手間取る部位は長めにした

り工夫していますが15-30分程度で大丈夫です。忠

者さんによってはカウンセリング希望される方もい

らっしゃると 思います。 その場合15分ではよt.りませ

んね。皆同じ様に予約ですからと区切るのではなく、

伊|々に応じた脱毛看護ができる様子約時に考慮して

います。

・予約時に余裕をもって入れているので特に問題はな

いが、土III~ 十!な E混んでいる日は次のIl足毛にくい込

んてしまうこともあり、スタ ッフの担当を臨機応変

に変更し対処している。

-1症例につき前後15分間の準備1時間となっている。 こ

れは30分の予約でも2時間以上の脱毛予約であっても

同じである。希望としては2時間以上である場合は、

30分はほしいと思う 。 またその脱毛予約時間内に複

数の部位を希望される方もおり、ロスタイムが多く

なりがちであり、多少の時間の余裕が望まれる。

・準備時間は5分もかからないので問題はありません。

患者さんが部屋から 出てくれば、 空いてい る者が速

やかに片付けます。

・先の脱毛終了予定時間から次の脱毛予定時閉までの

聞に最低15分、 余裕をも って30分の準備・後かたづけ

l時間の枠を取っていますが(--r約脱毛-1:1/¥1に関係な()15 

分では忙し く次の11見毛に入ることになるか、もしくは

開始時間がずれてしまうという結果になっています。

・準備は全て脱毛に担当したスタッフが必ず行うので

はなく、毎日フリー業務スタッフ(ベ.!f 1~U' g-小川・予約や電

話の対応・会計 ・アイスパックの作成・針府き ・物品の消毒など 1m

りの{上'IJを行う)を必ずl名は用意し、協力しながら行 っ

ています。カノレテを告ーいた り、忠者さんによ っては

予約に迷ったり、着替えに時聞がかかったり、会話

好きな方でなかなか!燥をあげられないなど 15分では

時間が足りない場合が多〈、 当院ではタイムカード

出11て、フリ ー業務が滞っている場合には各自の判断て

仕事をこなすようにしています。

・11足毛|時間とは関係なく約10分間の準備1時間をとって

います。(患者さんの予約時間にはふ〈んでレません。予約と

下約の!日l隔を10分-，-15分あけるようにしています。)で、すがI時

聞がたりない事が多いです。

-11時間Jl見毛のl昨日分、 211寺問脱毛の時も 15分を空けて

予約を入れています。準備・後片付けて、1時間がずれ込

んてしま った時は、各々のお昼時1mを削って1時間調

書在をしています。

・|百lじく15分の準備時1mを入れています。(附に30分も)

・基本的には15分で行 って います。手伝う者がいる|侍

には、 アイスパックの処理!など 手Jl)Jけし|時聞を短縮

するようにしています。 どうしても長くかかった時

は、次の方へずれ込みますがその分追加して労jll}Jll寺

山jに加えても らって います。
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-特に準備時間枠は取ってありません。肢の予約等で

|時間1調整念行っています。

(理111)予約が耳Rりにくくなってしまい、あまり細かく

時聞を切ると患者さんも忘れてしまう事が多い為で

す。

・当院では準備および脱毛時聞を予約していただ言、

後片付け時間として15分余白を取り次の患者さんの

予約を入れるようにしています。予約時間によって

準備、後片付け11寺聞を追加することはありません。

・当院ではI1見毛後10分間は冷却処遣をする為なるべく

30分の準備、後片付けのi時間は取っていますが、土

曜日などすごく忙しい時は30分枠はとれないため、

脱毛をしないフリーなスタッフをおき準備、後片付

けをしてもらったりしています。

・各病院の考え方があると思うのですが、1ベッドに対

してl番目の脱毛予約とその次の2番目、3番目の予約

て、は違ってくると思います。更に詳しく 言 うと、準

備や片付け時間は給与として支給されるか否かなど

です。 そして脱毛士が経験年数があるか、新人なの

か色々な事が微妙に関わ ってくると J巴われます。当

院では現在脱毛士は全て職L1なのですが、朝の仕事

開始時間前(20分位回j)には出勤し、前日の片付けや準

備などを行っています。 しかし、これについては考

え方の違いにより賞院の質問にあるような意見が出

され、上司と の話合いがもたれ、病院の方針が説明

されましたが、理解を得るのは難しく感じました。

時聞をかけて少しずつ行 っていこうと，思います。

・当院の場合は本来のJI足毛時間より少し多めに予約を

入れてもらいますが、料金1.1.実際に脱毛した時間の

みいただいています。準備等の時間は料金に入れて

いません。

・ほとんどは脱毛時間に関係なく脱毛前15分を準備時

問、 I1見モ後15分を後片付けのII;¥"聞としています。伊11

えば10:00-12: 00 (2h)の予約なら脱毛IJ.2時Iglです

が、スタッフは15分前か ら準備をしてもらい、 10:00

には脱毛開始できるようにします。12:00に終了し15

分で後片付けをしてもらっています。ただ10:00-11:

00 (1h)、II: 15 -12: 15 (1h)という場合はできるだけ間
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の15分で後片付け、準備をしてもらっています。間

に合わない場合は多少JI見毛時聞がずれて行〈場合も

ありますが、やu'を得ないと思っています。

・!民毛準備時間15分一脱毛一脱毛後片付け ・脱毛前準

備時間15分ー脱毛ー脱毛後片付け15分

以上のスケジムーノレで、午前8時45分-12時30分(lii終

121時45分)、午後1時15分-4時45分(最終5時00分)を基本

に行っていますが、脱毛と脱毛の聞の15分IJ.忙しい

ですが<15分では準備・後片付けができない> という

芯、見はほぼありません。時間の使い方の1っとして氷

冷却法の場合、脱毛終了後の冷却は寝たままベッド

で5分-10分冷却するだけの意味合いはないと考えま

す。 もしJI足毛後の冷却を行つてないとすれば、 JI見毛

室にとっては時間の無駄使いとも 言えます。

ー特にとっていない。

・-(-約時間としては211寺1mの予約は余絡があれば前後30

分とって欲しいのが理想ですが、 当院は受付業務(屯

，]f，(-約)は受付の業務となっているため現状は余裕がな

い状況です。JI見毛士{J!l1からの意見とすれば、 21時間以

上のJI兄毛の場合、聞の休憩時聞を入れ前後30分(計'11時

WI)必要だと思います。予約時間より脱毛が早〈終わ

ることもあるので、現実は思うようにし、きません 0

・当院では診察時間30分前に出勤する様にしています。

その間に準備しでも 15分は時間の余裕があります 0

・脱毛開始30分前にはtI:'，勤して、掃除、脱毛準備etc.を

し、 10分位休んでから脱毛業務に入ります。

・特に準備時間や後片付けの時間は加えていません。

JI見毛開始か ら終了迄の時間のみです。

・当院ではあらかじめ忠者さんへf2時間の予約を入れ

られでも実際は2時間できな L、。」と言う事を説明して

いますので、迫力日予約に|剥しては21時間程度は忠者さ

ん本人に任せています。逆に長時間より短時間(15分

f'，技)(-約の必ず;さんに追加l予約をおl涯!l、しています 0

・2時IUIまでのI1見1;の場合、前準備で'15分、後片付けは

5分で片付ける。

予約2時r::1ても 実質21時間脱毛しません。ストップ

ウォッチ使用で5分前にJI見毛を終了するよう努めてま

すがうまくいかない時もあり当院でも皆様の意見を。



認定委員会だより

第6回日本医学脱毛学会

認定委員会報告

L 日本医学脱毛学会認定脱毛士資格審査報告

・申請者29名中 合格者23名、 保留者 6名

・更新者23名

〈合格者23名〉

奈須房枝大分皮膚科医院

加 古美食加藤外科病院

亀山美和子加藤外科病院

永田 悦子刈谷整形外科・皮膚科

大江小百合 河合皮膚科医院

福西有子河合皮!首科医院

林 聡美形成外科ひがしクリニック

清水 由美形成外科ひがしクリニ ック

佐藤由香里 ごきそ皮フ科クリニック

吉田江主子 札映形成外科病院

武i王l 文枝 渋谷美容形成クリニック

凹中 怒渋谷美苦手形成クリニツク

西日l手11美城北病院

本削 香織杉本美容形成外科

問所氏子 ちIt美存形成外科クリニック

本堂美香 ちIt美容形成外科クリニック

松岡崎 恵 知l立雨皮膚科

稲垣輝美知立南皮膚科

井内美智世徳島皮フ科クリニック

藤原詩美メグミクリニヅク

角田信子メグミクリニ ック

草月間三枝子 横浜ベイクリニック

若林優子若林皮膚科医院

〈更新者23名〉

広瀬純子河合皮膚科医院

金子 純 川11クリニック

萩森 山 校川口クリニック

熊IJJ 俗一千 ごきそ皮フ科クリニック

出H1こlひろみ 札幌スキンケアクリニック

岡村典チ佐野クリニック

松ノk in弓 杉本美2手形成外科

小泉谷子徳~.)I土フ科クリ ニ ック

白片一 早苗 i志向皮フ科クリニ ック

束 益美西山美寺手形成外科

和EFI I1恒子 西山美幸手形成外科

-日時 1996(平成8)年12月8日

・場所 東京銀座東急ホテノレ

・出席者一一大橋弘子，高橋美恵子，水谷智子，

吉田サチコ，若松信吾

泉かおり 日原皮膚科分院

鹿毛聡美 日J原皮府科分院

高井千佳 日原皮膚科分院

寺津ゆかり 日原皮膚科分院

番沢ひで子 日原皮膚科分院

藤木弓子松股医院形成美容外科

削中 チカ メクーミクリ ニック

中川みち代弓皮ふ科医院

菅原美紀横浜ベイクリニック

須田喜代弥積浜ベイクリニック

村田 道子横浜ベイクリニック

庭回アヤ子横浜ベイクリニヅク

2. 第7阿認定脱毛士申請のお知らせ

・ I*J~古締切日

1997(玉]21友9)if-5Jl15 I~ 

・資絡審査申込主::ni・j求先・提出先

FI本医学脱毛学会指務局

干116東京都荒川区凶尾久子1-10

;R}j(-k子医大附属第2病院形成外科内

TEL. FAX03-3810-1512 

資格審査申込:古A を請求されるブJはご連絡の後、学会口座に所定

料金をお振込下さ L、。振込確認次第郵送いたします。
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胞 .. 主持見

刈谷整形外科

皮膚科病院

干448愛知県刈谷rli相生町3-6

TEL: 0566-28-0220 FAX: 0566-25-8077 

院長霊感忠誠 i任小島伴子

1. はじめに

当院は昭和45年4月1日に整形外科病院として開業

し、皮J苛科は昭和62年春に開設、脱毛を始めて9年にな

ります。当初は脱毛ベッドl台、器械2台で外来・病棟勤

務の看護婦が兼任し、予約のある時だけ処置室や病室てや

脱毛業務を行う程度のものでした。平成3年に新館l階

にIJ見毛室を設け、平成5年にベッドを2台にしました。土

曜日 ・祝日の脱毛を開始したり、受付時-聞を長くするこ

とにより忠者数が増加したため、新館4階を改装、平成7

年6月よりベッド4台の脱毛専用フロアーとし、スタップ

は全て専任とすることで本格的に力を入れて来ました。

2.地理且的なこと

刈谷市は名古屋駅からjRで東方へ約20分に位置しま

す。 トヨタ自動車の関連会社が建ち並ぶ中にも、カキ

ツパタの咲き誇る美しい自然と長い隆史がある、産業

と文化の調干[1のとれた町として発展して来ました。当

院は、市内のほぼ中心にあるjR(新快速も停まります)及び

名鉄刈谷駅から徒歩5分と交通の便もよいため、刈谷市

周辺はもちろん遠方からの患者さんも多く、 三河を中

心に広範囲から米院されています。

3. 当院の概要

当院は、整形外科・外科・リハビリテーション科・皮

府科を中心に、脱毛術・ピアス ・救急、医療を行っていま

す。臨床検査・MRI・CT・骨塩等検査の設備も充実 して

います。病院は旧館3階と新館4階からなり、 l階は病院

受付 ・外来 ・検究 ・理学療法、 2 ・ 3~'r~は病棟 ・ 手術室 ・事務

苦11門・スタッフノレーム、 4階が脱毛主となっており、総

勢68名が勤務しています。

4. 当院のIJ足毛

・受付から会計まで全てをJI足毛筆で行っています。

・11足毛室内は木目と ぺーノレグリ ーンの壁て統一、空間
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を広 010，絵や家具等のインテリアにも気を自己っ

ています。個室4室(完全側室l室)には、リラックスして

項けるよう BGMが流れ、雑誌やキャンディー・カーム

などを置きソフトな雰囲気にしています。脱毛専用

ベッド3台と電動ベッド1台は、部屋の構造、予約の

患者さんの部位や性格等も考慮し使い分けています。

又、水着などの更衣時に、 トイレが広いのが好評で

す。ホットマットで、冬はあったか脱毛も当院の特

徴です。

・11比毛前の忠者指導には力を入れています。十分に説

明し納得してか ら脱毛を開始して項くようになって、

l君子変わったのは、毛の減りが非常によくなったこと 。

忠者さんが脱毛に協力的になり、定期的に通われる

ようになったのが良い効果を上げているようです。

・ 脱毛スタ ッフは、'，!~f;勤 ・ パート 合わせて7名で全ての

業務をまかなっています。 うちの自慢 1.:i.1iifと言っ て

もスタッフの仲がよいこしそれと、情報の出し惜

しみをしないことでしょうか。横の関係が、スタッ

プのイI~I'性をうまく官ドばしていると忠、います。 事庁人ス

タッフは、脱毛室内の脱毛以外の業務から入札十分

教育を受けてから(約半年)患者脱毛主ナ始めるのと、特殊

部位以外はロ ーテーション制をとり 、減毛チェックを

行う事により、最近は患者トラブノレはありません。

5.おわりに

ここ までの道程は、決して順風満帆だった訳ではな

く、多くの先生方にお世話になり、 1歩l歩階段を上っ

て来たという感じです。「誠意ある脱毛」をスローカ、、ン

に、工夫好きのスタッフたちが、常に前向きてブ]を合

わせ、心を込めて仕Zれをこなして行く姿を、手ムは少し

離れた位置か ら見守り、援助して来ました。11見毛士を

育成するために、寛容も大切だと実感しています。今

後も、皆様にご指導いただきたいと思います。 Eうぞ

よろしくお願い致します。



病院の外観

2 

受付か らみた脱E室の

廊下と待ち介い

3 

11I.1!:事3

(2宝をII:J仕切 り)

111. [;五4

(完全IÎI布、テスト

脱色!同 に も叫UII)

スタッフルームから

ベランダへ

脱もスタ ッ7

((1衣1.1ピンクの

スタンドカラーと

(-1のテーラーカ ラー

の2陣矧を.(fJm

一-圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・圃・・・圃・・圃
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学会

第3回北海道・東北地方

研究会抄録

• uI1組抄鉢

1. グループミ ーテイングの必要性について

ヰL帆形成外科嗣院 ~iirt京子他5r.

J也J;会という場所で、グループミ ーテイングを行い、各胞設の

脱毛士同志の考え方を聞 き、意見交換を行う ことにより、 何かひ

とつでも参考になる こと活用していける こと等があれば、それは、

よりよい忠者さんへの対応の仕方や脱毛技術の向上を求めてい〈

ことにつながっていくと考えた。 そのため、グループミ ーティン

グは、 これから必要なものと 思われる。グループミ ーテイングの

目的、テーマ内容、方法について私個人の考え方をまとめて述べ

てみた。 ミーテイングli、テー?をきめ時聞を限定し段取り良〈

行っていかなければ、その場の雑談が中心となった内務で終わっ

てしまうため、 ミーテイ ング開始前の充分な説明と準備が必要 t

，Uわれる。グループミ ーティングを行 ってt、〈意味について、も

う一度考えていきた t、。

2.針の太さによる.;)JI"1目見E労1)*の比較一服術の場介

ゃんベ皮膚科クリニツク 松iJl.kf!r. {-他5朽

脱も似j見!ーに影響を ワえるフアクターとしては、針の太色、 ，'1'，)J、
泊屯時間、IUJ所以潤麻酔などが挙げられる。今1"1我々 は、用電;司の

.;))I"ln見主に限り、 61日lのC針使用グループ と、 61列のL針、または5

針使川グループ とに分1Iて、針の太さによりどれほど脱℃効果に

老が:.~.る ものか検討 した 。 2凶目脱毛直前の視覚的判定では、"月ら

かにC事| 使川グループの万が毛並減少が著名であ っ た。 ニ の~~数

hlt内にも，&JJI.するために、

]回目脱毛総数ー2回目脱毛総数
毛lïl減少 ，~ xIOO 

11叫目脱毛総数

と決め、それぞれ計算した tころ、 C針は平均51%減少、 L針ある

いは5針は平均41%減少と数量的にも脱毛効果に差を認め、 C量|の

有効性を説明 した。尚、 C針は脱毛効果を弱めるとされる同所以潤

麻酔{列が多(L針あるいは5針は氷冷却法i列が多かったにもかかわ

らず、 C針グループの)，で脱毛効果が高 (:1'，たことは、 C針の脱毛

効果の .(~さをさ ら に印象づける結果とな っ た 。

3. 1;.:.性の顔を脱色するための指針

札帆スキンケアクリュック 絞nL、ずみ他5'1'，

JJI.点、lMiの脱1こをffj:召される忠.r，の'1'で品も 多いぬ ド、守iiの脱

色の'j<際に つ い て iAiベる 。 脱1:前後の ス ラ イド5品目的j を 川 い、 J I~I!U 

な目見℃粂f'I、脱1;}j!-1;、脱1:1主のi主:0":'r~Jij をまとめる 。 I;.:. fl:の IMI

の脱色を ji う ÌCj介特に U:なしているニとは、色J~ ì化J ー を起こさな

いことである。 そのため他の部位より似ifIな脱も条件の設定と脱

色後の注;tJ:'I~Jiiの実践が必要である 。 また針の絶紋告15の縦認、 :正

縦な針の刺入とい った基本的な脱毛手技の実践も大切である。H見
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.111時一一一一1996(平成8)年9，11日(日)

・場所一一一札幌不二ホテル7Frシリウスj8F

毛効果もあり、 トラブノレを起こさないために n々 向上心を持ち、

熟練に努めることが特に顔の場合要求される ニtである。

4 アトピー性皮膚炎様皮膚に対する電気永久脱毛術の影響

ゃんベ皮膚科クリニ ツク 福士千附他5名

臨床的にア トピー性皮膚炎と思われる成人女性の中で、多毛に

悩む方も多L、。弟，1る、抜〈などの自 己処理で、皮膚状態をさらに

悪 くしては、ステ ロイド外用でおさえるとい う繰 り返しから解放

されたくなり永久脱毛を希望される方が増えてきた。f江気脱毛術

の短所として、 これまで皮臓の乾燥も挙げられているため、ア ト

ピ一線皮燐に対し施行することには多少不安があったが、下腿21列、

版制H列に施行した。結果は本脱毛術により、術前よりも皮府状態

が悪くなった!日lは全 〈無かった。脱毛効果が上がり 、毛設が減少

するにしたがい、自 己処flJ!.も減り、ステロイド外mもi成ったため

か、かえ って皮膚状態が改善されたという印象を受けた。i呆i:J等

のスキ ンケアに注意すれば、 ア トピ一様皮脂に対して屯久永久目見

1:を施行するニとは和Iらn日i揺がなレも の と考え られる。

5. ij足色術を"1l(卜ーi主するためのナスを使つての司lゆ<<法

九liJ!存形成外科クリ ニック rr'lIl宏 子

始めに :!If;めて脱色'x技を受ける段階の人に学 〈に佼術を取得する

ために以ドの訓|事<<i-l;を考案した。なかなか毛孔にうま〈車'I入した

l時の感}tがつかめない人にまた車11入時に力が入ってしまうクセの

ある人に非常に有効であった。 また、まだ慣れない人に脱毛業務

につく HIの初め15分科行っても らい集中)Jを高めるのに役立って

L、る。

方法ナスの表皮のみに1-2ミリ間隔に基主主の目のように切り筋を

いれそれぞれのマス 1=1をセッシ Ul番のメスを用L、てピー リング

の要領で表皮のみ最11してゆく 。メスは針のホノレダーを持つように、

手首の状態は脱宅時と同様にして行う 。

用意するも の。ナス (出来る ニtなら皮の軟らかL、ものがよい)、制H部セ ッシ、

11番メス、メ スホルダー、J止大銭。

-グループ ミーテイング報告

1. Aグループ

H'.J市1，'札制形成外科病院 1尺Ji'

ゃんベ/J(1i'i科クリニック II.it. lrollil 

札帆スキンケアクリニアク 松JI=(司会)

テーマ rlJ見1ご術における焔みの処置」について

一大別して処iu:c .r;.;漫に分けて現状を話し合う

1)処置

・)"j所麻tYF・..泌がる必字;にはHt極的に使用する(版協)。内.'1-'.血

のクレームあり、現庄は水冷却をなるべくすすめるよう に して



いる。各施設により局麻の{定期については若干考 λ方に相違あ 〈ことができ大変良かった。脱毛業務を実際に行っている看護婦

り。基本は氷冷却で痛がる場令使月iする。 t:'けのミーテイングなので、技術的なこと、スタッフ相互の協力

・ペンレステープー I胞設で下肢に使用。忠者に持たせ3時間前 体制のあり方、脱毛忠名ーさんとの関わり方などに|到して、具体的

に貼ってもらい脱毛する。 に悩み事を話し合うことができ有一盆fごった。参加者の方々からも、

・リドカインクリーム ビキニラインに使用。2時間前に院内て 、良かっ 1:.""有益だったH とのご意見をいただき、北海道・東北地方

塗布後脱毛する。 会の初めての企画としては、本ミ ーテイングLt大成功fごったと忠

2)看護 われる。次年度以降も継続を望む声が多い。(文責松山美佐子)

・気を紛らわすための話題作りが必要である。

・コミュニケーションを言十るためのtJ!当市IJがよいと思う。

・下肢の脱毛の場合起座位で行うと痛みが楽と答λ る忠者い、る 0

・氷は2{間使用し冷却範囲を広くする。

3)まとめ 実際痛がる忠者を行う場合、思うように脱毛ができな

い。ジレン?を感じることがあり 。現実は氷冷却で行う場合、脱

毛士fHlJも困ってしまうと共通意見あり 。なかなかよい方法はなく、

苦l在、し ているのが現実である。(文京 松井L、ずみ)

2. Bクソレープ

出席者札帆形成外科病院大沢，~P; 日 l

fLI見スキ ンケアクリニツク i*lll.竹HI

ゃんべ皮崎科クリニアク1去tJJ(.・l会)

テ-7:r脱毛幻11*に及L!.'すli'，;Ilの影響」について

部{立別の出力・通;1111寺|昔lについては、 l二股、 卜肢、腕符は n~，力

5.0-6.0程度、通屯時間1/2秒-1秒、で行って いる施設が多かった。

しかし、項、眉毛など難しい部伎は、出力4.0程度、通電|時間1/

4- 1/2秒と~~ L、脱毛条何にし、安全に配慮、して施行しているとの

発言があった。但しこれら項、眉毛、額などは、脱毛後の反応が

強〈出て難しい部伎なので、一部の胞設しか行っていなかった。

出力と痛みの関係については、出力を少し高くしても痛みはあ

まり変わらないとの意見が多かった。脱毛効果があまり良くない

場合は、必要に!志じて出力を上げる、または針を替えるなど条件

設定を変えて行うとの意見が多かった。m力については7.0佼まで

上けPて行っている施設もあるが、 J且力を上げると反応、が強〈出る

ので、効果は良いとわかっていても初めて出力を7.0までJ二げるl時

は勇気力九、るとのことであった。

今戸|のテーマの出力設定については、脱毛士のレベルによって

少しずつ考 λ方が奥なるような印象を受けた。

-テーマ以外て話し令ったこと

①悩みの緩和を U的に、リドカインテープやリドカインクリーム

を使HJしていた施設もあった。

②脱毛後の処置として冷たい生食ガーゼをflJいてIJ見1ミ部f立を冷却

すると、発赤、艇肢が早〈消失するので大変品いとのずEバがあ

った。

.，司会者としての感恕

本ミ ーテイングは少人数で祉行ったので、参加者全員のな見をJlrJ

3. Cグノレープ

出席者札幌スキンケアクリニツク西川，森下

ゃんべ皮府科クリニ ック 中原，渡辺

札幌形成外科病院烏rt(司会)

テーマ.rミーテ イングの必要一性」について

1)各施設でのミーテ イングにつレて

、、脱毛t:'けではなく、他の業務も併閉して行っているため、脱毛

だけのミーテイングをする時間がな L、。砂また、叶見毛カノレテ等に

詳しく記載しているため、特別大きなトラブノレも発生していず、

ミーテイングを ニれか らも事庁たに行っていく「定はなく、余り必

要とは思われな L、o'pというな兄が一方であり脱毛についてのミー

テイングは、現在行われていない施設もあります。 しかし、より

よレ忠者さんへの対応や、ある一定の脱毛技術レベノレへ統ー して

いくためには、 ミーテイングは必要不可欠なものであるとの定、見

もHl，て、考λは2つに分かれているようです。

2)ミーテイング以外の内容について

. ~キ施設での忠者対応のひとつであるキャンセノレや遅刻、脱毛予

約等に対する報告がなされ情報交換が行われた。

・脱毛技術や脱毛を施行する時の粂件設定について、各胞設の脱

毛土より活発な意見とそれに対する理由がH!Sされた。

・脱毛を始めてま t:'経験が少ない出席者もいるため、前期後期研

修を受けた感想、な Eを|昔1<ようにした。 それにより、脱毛経験

の長いものは、初期の頃を振り返ることが出来、また、新たな

気持ちて脱毛を施行していけるのではないかと a忠、われた。

3)まとめ

，:oJ会名{則カ'L，見t:全体的な印象として、初めての各施設の脱毛

士が人ったグループミーテイングというこ tもあり、多少の緊濃

J惑が感じられた。 'il~dJ}は谷 H の 臼己紹介か ら 入り、司会者側から

の質11H形式で科施設の意見を111Jくようにした。 これから、またク

ノレープミーテイングを行う機会があれば、 一歩進ん t:';f)'(極的な~~

比を望むとと もに、今InJとは追った方j去をと ってみ るのも I(jjAい

と忠われる。例えば、目見1:経験年数でのグノレープ分けをし、発表

するなどです。 (文武 ね1~京子)
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-一般i府組

1. Ice packの感染「防の工夫

ごきそ庇フ科熊111裕子

冷却麻酔11キに使!TIする lcepackの感染 f防として、 11院では約

PI三liijから食品川のラップを使って二重包装を行っており、今1"1、

その結果を報告する 。

ラップの利点は①包むのに時間を取らない、②ラップどおしが

常利するのでテープで止める必要がない、 ③終了後ラップをはが

し易いで、あった。一方、悪い点は①大きめのラップて包んでおか

ないと Icepack彬 ~}]II寺にはがれてくる、②メーカーによって包み

易さに去があるであった。

ヰUE、三iHHH:HI製のダイヤラップを似(22cm)、五;らかさ、ラッ

プどおしの，キ;.. li:J支が強い点て{史flJしてレる 。

2.、"，院払f1介とオートクレーブによる絶紘針のH'i，:j;を試みて

，~谷 'x フ科ク リニ ッタ ィ l川葉子{也

、1'1此8{1二4J11511 みずたに利子クリニックより、ノh谷1土フ科ク

リニックにな った、"，院を制介します。

H'!*ま!ilのii'ji:~ にオートクレーフのí\l!川をぷみている 。 fJW!:防?で

li、エフゲンによる絶縁釧 H1i，lj;の場介と、 I班十Ji状況に変化がみら

オ1ないように!ιわflる。

3.新製JJtモイスチャーチェッカー(スカ ラ株式会社)の検H

ちば長干手形成外科クリニ ツク 福!点真理了

悦℃により IJ<J首の11¥司L、が減少するというニ1:1阜、多くのん々の

認識が一致しているとニろではないかと思います。 しかしその こ

とはあくまでも「感じ」に留まったままどの様に、 Eの程度減少す

るのかは託iりlされておりません。今川、 11院ではそイスチャーチ

ェッカーという皮府の本分率を測定する機総を入手致しました。

1主的のIl'iJ¥、がどのれ皮減少するのか証明するまでには、まだまだ

半りませんが、モイスチャーチェッカーの信頼度(1，;1時l'ilJ<性芹)を占企

討すると 共にド総 ・町をおの脱℃による水分中への)~~特を多少検討 L 、

たしましたので御朝iLTいたします。

• fll侍 一一一一 1996(平成8) 年9月 1 8 1~ (Jj() 

・場所一一一浜松フォルテ

努力が少しづっ形になって引れてきたことでもあり、大変必ばし

いこと t~. と思います。

5.当院における税在迄のトラフツレ状況について

福1+1皮膚科杉本久美

当医院が脱毛業務を始めた頃、看護婦I名から始め現在では看護

婦8名に地正、忽者の数も 1000名を越正ました。

そこで過去7年l:lJの皮膚トラフツレの例を上げ、最近に多い遅延型

発赤反応の症例をあげてみました。

6.減毛チェ ックと写点の活用法

刈谷聾形外科・皮膚科病院 横山佳品世

当院では全ての脱ち也者に、同数を決めて脱毛部位の写真秘出品

をし、{間々のアノレバムを作成、各部位毎に整理し、 i成毛チェック

11，¥の判定資料としてi古則している。 F腿の場合は31"1目脱モliij(21"1 

f: Hi{ [;)・51υIU脱色liIj(41"1全脱旬、服部の場合は51"1LI ・71"1日脱毛liIJ

に、初[11111見1:前と比較し、1:の減り兵合・チェック nの皮鳩の状態-

J心者ーの満足度・実際に[1見1ごした成長期毛 t絶縁寺|の長さを附;犯 し、

今後の11.見Vi音|をカノレテに記入することにした。減モチェックに

よりどのような効栄を上げたか、又絶縁針の選択について考 λ て

みたので報合した。

7.施設初介

『リ皮フ料今池脱モセンター上限総子他3r.

マリ皮フ科今池脱毛センターは、平成7年4月に開院したばかり

の新しい施設です。

開院から平成8年7J'Jまでの忠者の統計、当院の地理的特徴な E

についてのまとめを報告する。

-テー'?I寅1m

テーマ:忠名rNJ必のひと E夫

8. rp:1泊に業務がすすめられる二とについて」

ちぱ主存形成外科クリニ γ ク iUr-品4l-{-I1血7抗

川滑に脱1:l'!務がすすめられる為には、忠者脱毛の仕事のみで‘

4.あなたはどのようにしてニニを知りましたか? なく脱℃宅の環境を幣えることや、カルテの準備、脱モ針の準備、

IJlxフ科 '1リI[みちIt 量|みがき、脱1:1去のヶアの説"Jl、片付け、スタッフIIIJのチームワ

、"，院は千成2年9JJに|別院して以米、脱℃術に)Jを人れて米ました。 ーク呼が市~であるとみ λ られる 。 平成8:(1三2J J に新しいヒノレに移

叶川、州院で11見℃ができるなどということ はま ったく知られて 転したのをJUJに定JUHI'.)にミーテイングをして、話し合ってみた。

お bず、新[JrJの折り込みlム;ってもしないと 必Jうさんが米ないのが .'.E~ :/'i'さ んNJ，(5の |犬やスタッフIlIJのチームワークの市.要性など、

fJ~状でした。 そこで、私i主 IP1UEの!.1:'，-1うさん j主が E のようにして 11々 仁Jえしているニとをまとめて報告した。

、"，院のことを主11ったか凋べてみるニとにしました。結果、以liij吋

院で11見[;柿1を受けた人からの紹介いわゆる 11こみで知ったという

人がとても多〈、 38.6%1: ¥，う数'ドがでました。 これは、私達の
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・場所一一一一 プチリソ'ー トホテル・モアナコースト

9.脱毛におけるスキンケアとその効果

刈谷堅形外科・庇庸科病院小島伴子

肌質の異なる脱毛怠者に、それぞれに合ったスキンケアと対応

ができるよう、日々の脱毛業務の中で仁犬・i次持し、必者の満足度

の高かった以下の5点につき報告した。①下腿の臼己処硬などで硬

化した肌に対し、角化治療剤を使用した。②脱毛中の明日没毛の処

置にデンタノレ綿球を使則した。③乾燥肌のf心者の熱傷防止に、 i向

若手・脱毛設定等の改普をした。④脱毛部位の色よ沈才}防止のため低

刺激性UVクリームの使用を試みた。⑤ダラシンロ ーンヨンを継続

使J1IL、以前1::処なる部位にも良い効果を得ている 。

10. ワキの脱も術における安楽な体位(アンケートにもとづく)

知立I軒庄フ科稲垣輝美他3名

目見毛による身体的な再編として、脱毛術そ のものによる終痛と、

長時間同一体位をとることによる苦痛 とがある。後者一の苦痛1;1.、

ワキを脱毛されて いる忠者からの訴 λが多かった為、その時ごと

に行っていた対処内容を今一度検討し直し今川、3つの解決策を実

施してみた。

①手台の利J11②クッショ ンの利用③途中休恕を実施するとともに

アンケー トにより結果を把握した。忠宇;さんから楽にな ったとい

う答が多(1日lかれた反面、新たに料金l(ijなどにおいてnll題点もで

てきた。 このアンケー トを基に、これから改持すべき所は改善し、

よりよい脱毛術が出来る嫌に心掛けたい。

11.忠者対応の向上を tl指して(1)

「脱毛術のfl[解剖菜め、安心して受けていただくためにJ

浜松ヒフ外科クリニアク I~ ，'J木やよい

お院では、テスト脱色l昨、脱1:1桁とその経過について説明して

いる。 しかし，脱[;'1'説明済みの内科について質問を受ける こと

か ら、 忠J守のJ1[解が不卜分であると感じ られた。 その質問に対す

る説明が術桁により微妙に奥なるため、混乱を招くことがわかっ

た。 必 .('íか b の ~înn内存を調査した ところはI.J:'共通していたロそ

こでfll.叩胤も lの説明内科を統一する ζ とで脱毛術の思鮮を深め、

安心してうけていたTごく こ とを考 λ t~ 。

12. 必-/'o.n包のlilJトーを H指して (2)

r ç，r~夫な情報伝達のゐの カノレテ記載について J

浜松ヒフ外科クリニック 小木村市千

私たちは 11々 の脱毛業務に追われ、伊|々 の，也.('iの↑;搬をJたので

きずに L、る。 そのため、複数の担当脱毛 tが忠.('，に 1，，1じ'l'[j[llを繰

り返すことがあり、患者の情報を共有する必要性を感じた。 そこ

で、波数の相当脱毛 tが情報を共有するために、カルテ，i己峨I去を

E犬検討し、実践している 。 それは fJ，!在業務の小でi ，~J I I されてい

る。 その現状を報告する。
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• i演題抄録

1. テスト脱毛の工夫について

弓皮 d、科クリニツク市総力uft.::子他l杭

開院当初から行っているテスト脱毛と、その結栄併た、テスト

脱毛のすすめかたについて報告します。

現在当院でのテスト脱毛は、「みんなが知り t~ l 、脱毛知識」と毛

包の立体模型を使い、充分l時!日lをかけて説明し、手技も実際に見

てもらいながら行っています。その結果、テスト脱毛後、 1カ月以

内に80%以上が本脱モに入っています。テスト脱毛を受けた人の

本脱毛附始割合は年々比〈なり、 H.S.H. 6は100%以上となりま

した。H.7は長〈続いた低迷の影響力・84%と低下しましたが、 H

8になって実純率は」二昇してきています。

これからは、スタ ッフ全uが一環したテスト脱毛を行えるよう

にマニュ アノレを制作しました。

2. 当院における勤務体制について

浜松ヒフ外科クリニ ック 小林敏男

浜松ヒフ外科クリ ニ ックは、現在日見毛士16名、脱毛ベッド14台

で脱毛jIiliを行っている 。

医院iJ!i1及び脱毛士側の者11合をいかに調節し て円滑に速常してゆ

くか。現状及び問題点を述べる。

3.コンピュータを使ったテスト脱毛前の説明

徳島皮フ科クリニ ック 長川やl'ニ
テスト脱毛前に、脱毛にfドう各種情報を，/~~1円ーさんに説明す るた

め、 コンピュータを使った説明を試みた。使川したCPUは米国ア

ップノレ社製MacintoshLC630.fJ車問 Yフトはアノレダス:rlト製Persua

sion2. OJ. Persuasionの最新版3OJでは斤戸も入力することがで

きるが、 .IJ:，者さんと のコミュニケー ンヨンを保つため、あ λ てテ

スト脱毛f旦当-?í-が幽 l耐 を 凡ながら口頭で説明。 他の~体と災なり

新しい情報、新料全など の変更の対応が容易。

当Hは、デモを行なった。

-ノεヰ、ノレデYイスカッション

座長 :J~川仰二

1 rテスト目見1ごtニムIする_[)ミ」について

ノ守オ、ラ ー:i'1市博; ゆき(ご きそ皮フ科クリニ ック)

i上JI'JIJ平'1{-(胤北梢院)

点 久志犬(ひがしクリニック)

JJI F 料i子(き叫がきクリニツク)

2 「月見モ f!，f.Jのlfxり方に対する工夫Jについて

パオ、ラー上野 京千円皮~，!十ク リ ニツク)

小林 敏男(浜松ヒフ外刊クリ二ァク)

鈴木明恋(岨北病院)

吉11.1サチコ (徳.%1主フ判クリニツク)
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学会

第3回九州・沖縄地方

研究会抄録

1.脱毛中の体位についての考察

松股医院形成・英容外科絹川香代子

版制の脱毛l侍な !::i.t、上肢を挙上し、長時間になると手のしび

れ感や倦怠感などが出現してきます。その他長時間仰臥伎になり、

焔みを耐λ るために脱毛部位以外にも力が入ってしまい脱毛後に

全身倦怠感や腰痛を訴える忽者もいます。脱毛時の痛み以外の身

体的背紡を、少しでも粍i肢もできないものかと、考え体位について

検討した結来を報告します。体位・枕・ベット ・マットなどについて

研究してみました。

2.脱毛中の.'J;.者対応の工夫

佐野クリニ フク '，1"烏美和

私達技術者が、どの様な ，IX'.者対応、の工夫をすれば'.!:~11ーさんにと

って今以上に安心で、なお且つリラックスして脱毛を受けてもら

う司王ができるのか 目見毛を行なう忠者の心理状態に対して、私の

よ犬を報告させてTJ'lきます。

3. n見色11寺における終摘 しその背景

四本皮膚科クリニ ック南陸f¥':他3名

目見色f心{'iに大きな不安や苦痛をもたらすもののlっとして屯気脱

色術による桁みがある。脱毛時の痛みの訴えは、個人差が著しい。

同必{'iでも部位によ って、又は届院の経過の中では Hによっても

変化する。

今 1111私i主は、脱[;II，~の偏みの変化がストレス、月経、睡眠時間

とl則わりがあるのではないかと考正、、円院悦[;忠 {'i52名にアンケ

ー 卜調査を実施したのでここ に報侍する。

4. 忠森J切における脱色お護

佐野クリニ アク|同村 典チ

脱毛をやっ ていく中で思在期と 言 う多!i5な II ，~'JUJの必 .y， さんに接

する11寺、知識・技術は勿論の事、 一般の必おさん以 上に心.fI1t1(ljでの

ケア、脱[;石渡の重要性を強<!~じます 。 そこで、今 J IIJ 、"，医院に

米院されている，巴存期の忠者さんを小心に、脱[;，f;J聾を与えてみ

たいと思います。

5. IJ且1ごliii1.去の皮!荷の処iEにつ いて

太分皮膚科山本社弘

iに ド腿の)胤Lliij後の皮!苛のトラブノレを避けるための軟f'i・処置

についてidiベる。
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-日時一一一一1996(平成8)年11月22日ω
・場所一一一ーアク ロス福岡 6階 608会議室

6.当院における顕微鏡 F絶縁針チェックについて

問本皮膚科クリ ニツク宮園久美子他3名

昨年、 機浜ベイクリニックでのホ顕微鏡で絶縁針チェック伊の報

告で絶縁針の先端に欠紛がある事が報告されました。 そこで、当

クリ ニックでも実体顕微鏡にて絶縁針224本(u針 18木 S針 1054<.L 

針ー76木 C針ー22、K量ト34<)の状態を確認し、その結果を報告します。

7. c針を使用 しての脱毛効果 t、その経過

佐野クリュック石)L千穏

当院では、平成6ip頃より C針による脱毛を|朔始した。その経過

の症例を挙げ、 S'L針のものと比較検討し報告する。

-特別講演

脱毛の最近事情

浜松ヒフ外科クりニ ツク 小林 敏 男

絶縁針脱毛利;1の最近の論点(研究すべき点)や又、レーザー脱E:術の

可能性などにつきi貧者の知り得て いる情報をお話します。



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。

2.投稿者の資格

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

集委員会の認めた場合はこの限りではな L、。なお、非学会員(共著

者を含む)の投稿については受理しないニとがある。

3.原稿の受1.1と掲載、別冊

(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)受け付けた原稿の保否は編集委員会において決定する。掲載決

定した原稿は!点flilとして返却しない。

(3)原HIJとして原稿は論文とし て未発表のものに似る。本誌掲載後

は他誌への転車止を禁ずる。

(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sIJとしてモノクローム写真とする。投稿論文のmt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。写兵は文字数

に合まない。

(5)投稿論文は、原目IJとして刷りよがり 2頁以内は無料とする。た

だし、規定を越えた分については、実l'1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、著者負担とするニ

とがある。

(6)治験論文については、全て有料とする。

(7)総iui.論文は別冊を100部作り、費用は無料とする。その他に限I

しては有料とし、 50部を単位 tして論文投稿l時に巾し受ける。

4. 校正

若者校正Lt、J京ftlJとして11瓦|のみとし、誤地、ま11版の談りをl立す

にdめ、内等の丹きかえは許きれない。

5. -;tりt

(1)校411に際しては、迎車/}JlI紙として、題名、持宇;名、迎絡先(校

lEi墨付先)、勤務、所在地、屯訴搭号、その他の辿給'l~ii1を i別

3じしたJII紙を必ずi添付すること 。

(2)原稿の送り先は HairSurgery & Medicine 編集川先とし、 ~!:

fZi郵便で郵送するこし

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)iJ.原本I部、コピー2部を提出することと

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

しい。

(6)外国人名、地名は原字で書〈ニと 。

(7)数字は算用数字を用い、数量の単位は下記による。 cm、ml、崎、

時 /dl、ng、%な E。

(8)原稿の第1頁には、題名、著者名、所属施設名、日本語5ヶ以内

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。

(9)図、表、写真IJ.、それぞれ別々に綴じ、順番を付す。写真IJ.袋

面に番号、上下の月'1を記載すること 。写真の説明文は、)jIJ紙に

記すニと 。

(1的研究・症例・特集論文の本文は『はじめに』、『対象と方法』、『結

巣』、『考案』、rまとめ』、r参考文献』のJIJljに分げて執筆すること。

(f日11)Vo1.2， NO.3 P73-74を参考

6.引HJ文献

文献は及要なもののみにとどめ、本文 1.1
'
の引)'11箇所に順次番号

をつけ、本文の末尾にー摘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、 f也)。 l題名、雑誌名、巻最初

頁ー故終頁、発行年(西暦)

((1'11) 1)松永佐世子、大岩久美子、箭井符香子、他1名

黒皮症の臨床経過t病理組織学的所見、皮膚、27: 875-885、

1985 

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

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I也、発行年(西暦)、引附貰の順に記載する。

[(ylll 3) Stewrt SE Virus studies in human 

leukemialymphoma，Proceedings of the 

International Conference on Leukemia-

Lymphoma(Zarafonenetis CJD Edl，Lea and 

Febiger，Philadelphia，1968.152-153 

(l994iH }'lll1制定)
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平成8年日本医学脱毛学会役員

-理事長若松信吾
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城北病院形成外科

TEL:075-721-1612/FAX:075-701-7399 

地)j研究会企同委品長

.FJl'I¥高橋逸夫

〒373f.~.同)J\\'k llld，飯 11I町593 キクヤスピル2F

タカハシクリニック
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全員会委員長

. FJl事野田~子
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ちぱ美容形成外科ク リニック
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事務局長

-理事松本敏明

〒060札眺市北区北九条西3 高野ピノレ3F

.fL帆スキンケアクリニ ック

TEL:011-728-4103/ FAX:011-728-1103 

治験委lU，
中央研究会!制限委Hl~

. Jlll.'Il.水谷t-vf 

〒514三置miltdi新聞131"1119-11

水谷皮フ科クリニ ック

TEL:0592-23-4645/ FAX:0592-2i-9025 

教育委llJ主

-昨 1>鈴木弓

〒370It下1りlU，山'品di1'， I ，'I~ fl-13-21 神111ピル2F

づ皮 d、科医院

TEL:0273-22-2013/ FAX:0273-22-2014 
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編集後記

新年あけましておめでとうございます。

年末年始は、テレヒ‘でrERJを見ながら夜

間在宅当番をしていたため、全(i木んだ気

がしないお正月でした。きっと、神様がも

うすこし世の中のために働きなさいと言っ

ているような気がします。

本年度号より特集Tごけでなく、コラムの

形式て、色々な函からの連載を開始致しま

す。自薦・他騰を|問わず、コラム担当者とし

て望ましいと恩われる方がL、らっしゃいま

したら、是非編集局まで御一報くださ L、。

表紙の大きな番号は、今までその年の発

行順でlから4まで繰り返していました。編

集会議で初回からの通し番号の方が良いと

いうことになり、今1mから突然祷号が大き

くなりました。みなさんをilt苦しさせて申し

訳ありません。

最近、心をili!tめるエッセイを読みました。

PHP iJ'，版の「それでL、L、んfごよ」というタイ

トノレで有者は「金平敬之助Jて、す。 もし心が

寒いと感じられる方は、ご一読をおすすめ

いたします。

本年度も宜しくお願い申し上げます。

(編集委員 S.T)
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日本医学脱毛協会についてのお知らせ

私達は日本医学脱毛学会認定脱毛土が所属し、かつある 定の条件を満たした医

療機関の団体です。

もし、皆様の外来で多毛症でお悩みの患者さんがいらっしゃいましたら、ご遠慮

なく下記事務局までご連絡くださし1。北海道(札幌)より九州I(沖縄)まで、全国

の永久脱毛術専門の医療機闘をご紹介させていただいています。

その他、エステティックサロンで不法脱毛を受けたことによる傷害等についても

ご相談をうけたまわっています。

また、近い将来ご、開業予定で「電気脱毛術に関心のある先生方、協会までご連絡く

ださると幸いです。

日本医学脱毛協会事務局本部

〒483愛知県江南市木賀町新開16 Tel(0587)53-0787 Fax(0587)53-2961 



|三議三 ω仏恥及A知必ぇmふレ I

HVlE HR-5000む伝電気凝固機
IMEの電気凝固専用機は世界中で愛用されています二

医療用具承認(日18)第1552号、アメリカFOAA445740、ヨーロッパCE申請中
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12年前の第1号機から、

2，000台を超す現用機まで

設計の変更は全〈行って

それほど信頼性があり

lME IP-1B務認識電気麻酔器
性能は最高に/価格は最低に設定いたしました.グ

医療用具承認(06B)第日765号

この種の電気麻酔器は常時多用されるものではありません。

で、もクリニックに1台あれば便利というものです。

コスト・/<:フォーマンスは。

販売代理底にお問い合わせください

l皮 膚表面麻酔
無侵 襲 局 所 麻 酔

無侵襲薬液電気導入

当社では設計段階からコストの引下げに努力し 陰極は深い麻酔深度の達成と貼付電極における

ました。 電極は4サイズ、 薬液密封型で生食 水 イオン熱傷の発生を防いで、L、まれ

| 発吋~Mi"与野撚 製吋ZfZ全信 | 


