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巻頭 言

家庭と両立可能な

プロフェッショナノレとしての脱毛士

城北病院形成外科鈴木H青恵

昨年末に出産し、母親業の大変さと 喜びを身にしみて感じています。

話し掛けると笑顔を見せるようになったり、昨日まで見向きもしなかっ

たおもちゃを飽きずに眺めるようになったりし日々成長する我が子は

ずっと見ていても見飽きません。でもそうこうするうちに仕事へ復帰す

る日がやってまいりました。産休明けより私の診療は全て予約制とし、

2-3時間病院で仕事をしては1-2時間家に帰り 2ヵ月の娘の世話をし、ま

た病院へ戻り仕事をすることを繰り返すことにしましたが、家人やスタ

ッフの協力のもしまずは順調に滑り出しています。生後1ヵ月で東京で

の当学会へ出掛けた娘は3ヵ月でアメリカの学会へも 出掛ける 予定です。

仕事をもっ女性が多くなったとはいえ、女性は定年まで一生休みなく

働くことがあたり前とされる男性に対し、結婚や出産なEを機会に休職

や退職をしたり、仕事の内容や形態を変えることが多いです。 このこと

は女性にと って不利なことと考える方もあるでしょうが、和、は女性はさ

まざまなラ イフスタイルの中か ら選択できる自由があり 幸せだ(:，思いま

す。 うまくバラ ンスを とれば子供守育て る幸せも、仕事をもっ充足感も

両方味わうことができます。 しかし、それには仕事時聞がある程度自分

でコントロールでき、なおかつ自分が有意義に感じることのできる職業

があることが必要です。

当学会会員は殆Eが脱毛土または脱毛士を目指す女性の皆様です。な

んですばらしい選択をされたのでし ょう。プロとして日々、脱毛の仕事

に携わることの充実感はすでに十分感じられているでしょうし、ここ数

年間の研究会や機関誌の発展に代表される目覚まい、学術的な進歩は各々

の会員の努力の結果として誇りに思われて良いと思います。 また、皆様

が身に付けられた脱毛士としての技術や知識は出産や育児などで一時的

に職場を離れても、復帰後の しばらくの訓練でまたプロとして通用しま

す。一 日に数時間だけ働 くと いう形態もとれ、それでも充足感の味わえ

るプロフェッションです。

同じ働く女性として会員の皆様が仕事 と私生活のバランスをうまくと

り、そ の両方において充実感を感じていかれますよう祈っております。
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E.-._-ーーーーーー
-多毛・性毛・無性毛・両性毛・男性毛

.5a-還元酵素

・5αーDihydrotestostcroue(5-DHT) 

-毛栂幹細胞

-男性ホノレモンレセプター

表1 ;軌毛が磁毛にかわる時期

EiJi毛、まゆ毛、ま つ毛 一生後1年以内

陰毛、わ き毛、はか性毛 0・0・ー思春期

耳毛 … ー --45歳

総~ ~見

最近の毛の話題

札帆皮膚科クリ ニック 高島巌

1. 多毛という ことば

わが国では、“多毛疲"の治療として絶縁針による単毛脱毛がひろくお

こなわれ、おおくの脱毛技術者がそだっているが、主題には L、るまえに、

多毛という言葉守かんがえてみよう 。

毛ぶかいことを多毛とよぶならわしであるが、これは正しくない。そ

れは、毛ぶかいとは、毛がながく、ふとく、色がこくなることで、毛の

数がおおくなるということではないからである。

動物でもヒトでも、生後に毛包の数は減少することはあっても場加す

ることはない。哨手L類で生後の毛の新生のみとめられるのは、シカの類

て¥角のはえかわりのときに、角袋の毛が新生するのがしられているだ

けである。

古来ながし、黒髪をfごいじにする日本人は、欧米語にはない“むだ毛"

“ほつれ毛"“おくれ毛"など の言葉をもって いるが、毛ぶかさをあ らわ

す語は英語にもあり、 superfuluoushairとよばれている。

2.毛のタイプの変遷

毛包はひとつの小宇宙をつくって いるといわれる。 それは、グループ

をつくってはえる毛包l俗lづつが、たがL、に調和]をたもちながら、それぞ

れ固有の周期で毛の産生をおこな っているからである。

毛周期をくりかえすうちに、 l'古児のときの、髄がなくて、毛小皮と毛

皮質とだけから なる、はそく、 みじかく、色素にとばしい生毛lanugo(う

ぶ毛)が、 11台生8ヵ月、やはり髄のない、 同様の性状の軟毛vellushair(俗に

これもうぶ毛とよばれる)にはえかわってうまれてくる。生後、軟毛は、さら

に音11位によってことなる時期に、髄ができて、ふとく、ながく、色素に

とんだ1iJl!毛にれ以上変化しない終末の姿なので終毛terminalhair とよばれる)へと

順序たfごしく姿をかえてゆく(表1)。白人では、男性の体毛の90パーセ ン

トが、女性て38パーセントが硬毛化しているといわれる。JC色人種て‘の

データではないが、男女ともこれよりかなりすくないであろう 。

成人男女の四肢の硬毛化した毛を中間毛とよぶ こと が提日目されたこと

があるが、 一般にもちいられることにはならなかった。こうしてみると、

脱毛治療の対象になるのは、両性毛と中間毛であるということができる。
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総説最近の毛の話題

3.毛とホノレモン

毛周期を支配しているメカニズムはあきらかにされてはいないが、軟

毛から終毛への転換が思春期に分泌開始される男'性ホノレモンと関係があ

るかどうかによって、毛は性毛と無性毛とにわけられ、性毛はまた、男

女両性にみとめ られる両性毛と、男性にしかみら れない男性毛とにわけ

られている(表2)。なお、男性の血液のなかをながれている男性ホノレモン

はテストステロン、女性ではアンドロステンダイオンで、後者は前者に

くらべて男性ホノレモン作用がよわい。

性腺や皮)J旨腺などの男性ホノレモン標的組織のなかで、テストステロン

が作用をあらわすとき、テストステロンは細胞にはいりこむと、 511'- 還

元酵素という酵素の作用をうけて、テストステロンよりも数倍作用のつ

よL、5αージヒドロテストステロン (5-DHT)に変化し、 5-DHTは細胞核の

タンノfク、すなわち レセプター(受容体)と結合してタンノfク同イヒ作用をあ

らわす ことが必要条件でーあり(図1)、性毛の硬毛化のときも 同様のはずで

あるのに、毛棋革向、や毛球の細胞にはレセプターがみつからず、毛が男性

ホノレモンの標的組織かどうか不明のままにのこされていた。

4.男の毛と女の毛

1) 男性型脱毛をめぐって

女性でははっきりしないが、男性の頭毛の発毛ノfターンは年齢ととも

に変化をしめし、前頭・頭T貢がはげあがってゆく。すな わち、身体のf也の

部の毛とはニとなって、男の頭ては終毛がふたたび軟毛に変化してゆく 。

この現象は男性fごけの ことなので男性型脱毛 とよばれ、思春期、すな

わち性腺の分泌開始とともにはじまり、去勢者にはみられないこと、去

勢者に男性ホノレモンを注射すると、去勢によりいったん進行のとまった

脱毛がふたたび進行しはじめることなどから、男性ホノレモンがひきおこ

す現象であることはあきらかであるが、男性ホノレモン守注射されても )J見

毛の進行するヒトと進行しないヒトがあり、両者のあいだて、尿中の男性

ホノレモンの量、すなわちホノレモンの産生宜に差がみとめられず、脱毛の

進行するヒ卜の家系にははげているヒ卜がし、るこ tから、脱毛をおこす

ヒト 1.t.男性ホノレモンのおおいヒトではなく、毛包の男性ホノレモン感受性

のたかい家系のヒ 卜であることがたしかめ られていた(図2)。
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総説最近の毛の話題

男性型11比毛は、男の毛と女の毛のちがL、をあきらかにするかっこうな

実験モデノレとして取り上げ られ、男性ホノレモン代謝の様態をあき らかに

する研究がきかんにお こなわれたが、毛包の外毛根鞘や毛球部の細胞は

男性ホノレモンぞ代謝する こと、代謝量は性毛の毛包でおおいこと、 11闘の

毛包!:t.小さくとも、その数がおおいので、男性ホノレモン代謝器官として

重姿である ことがあき らかにされたけれども、タンパク同化作用のつよ

い5-DHTが、どうして頭項部の毛包では縮小、軟毛化させるのか、その

メカニズムを説明することはできず、また男の毛と女の毛のちがL、をあ

きらかにすることもで.きなかった。

2)毛包ての男性ホノレモンレセプター

組織化学 という、組f~標本の上で呈色化学反応をおこさせ、組織内の

物質の存在を顕微鏡下に色わけしてみることができる研究方法がある。

この方法で5-DHTレセプターの所在をきがしてみると、 L、がL、なこ tに、

毛乳~Jiの車111胞が染色され、のちに生化学的方法でも縦認されて、毛包で

の男性ホノレモンレセプターが、毛礼頭の繊維芽細胞にある ことが確立さ

れた。

従来のお識では、活発な代謝活動をおこなうのは、細胞がビツシリつ

まった上皮組織とかんがえられていたので、支持組織である繊維芽細胞

などにはみむきもしなかったのであるが、かんがえてみると、毛包の主

要部分である毛根輸は、毛周期で消失・再生をく りかえしている部分て¥

ホノレモンレセプターのような重要な装置を、神様はそのように不安定な

ところにはおかなかったのが当然であろう 。

毛包のレセプター解析がおこなわれるようになって、すべての硬毛が

5-DHTによって産生されるものではなく、テストステロンを無変化のま

ま受容する毛包のあることが判明した(凶3)。すなわち、両性毛がこれで

あり、 5-DHT転換をおこすのは男性毛のみである ことがあき らかになっ

て、ここではじめて男の毛と女の毛との相違が明確になったのである。

準丸性女性化症候群とよばれる。先天性の5a 送元酵素欠損症がある。

皐丸をもち、あきらかな男性でありなが ら、 まったく完全な女性のf本格

をていする病気であるが、 5α一還元酵素を欠くのにちゃんと女性型陰毛

がはえている理由がこれで説明可能になった。
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総説最近の毛の話題

5.毛包幹細胞について

東京に、稲葉益巳とい う形成外科医がいる。稲葉氏は、わきがの治療

のためにわきの下の皮膚から悪臭の原因となるアポクリン線をかきとる

手術を したあと、毛がはえて くるときと、はえて こないときがある のに

はやくから気がついていた。アポクリン腺が毛包の皮脂腺のちかくに閉

口しているので、アポクリン腺を切除するためにはどうしても毛包をき

ずっけないわけにはいかないのである 。

稲葉氏によると、毛がはえてくるのは、毛包を、皮11旨線を傷っけない

高きで切断したと きで、それより高い位置で切断して皮脂線を傷つけて

しまうと毛がはえて こない、すなわち、毛包が再生しな いことを観察し、

毛包は皮脂腺から再生すると結論、毛包の皮脂腺起源説を発表した。

毛は毛母細胞なしにはlまえるものではな L、。このことが頭にあるもの

だから、 一般の注意は毛母のある毛球(bulb)、すなわち毛包の下端にばか

りむけられていて、毛球のないところから毛包ができるとする、稲葉氏

の皮)J旨腺説は荒唐無稽のものとしてかえるみる入力九、なかったが、 1990

年代になって、毛隆起(bulge)とよばれる、毛包に起毛筋力f付着する隆起し

た部分は、周囲の外毛根鞘車!日胞より少しちいさく、凹凸のおおい核をも

った細胞か らな ることがしられていたが、休止JtFl毛包が成長期になって

延長 してゆくとき、毛乳頭か らの刺激をうけたこ の細胞が分裂を開始し

てあたらしい毛根鞘をつく ってゆく ことがあ きらかにされて、この部分

が毛包のもとになる細胞、すなわち毛包幹細胞(stemcell)であるという 意

見が提唱されるようになった(図4)。ここにいたってはじめて稲葉説がみ

なおされるようにな ったので、ある。

Slow-cycling cellともよばれて、長時間にわたって細胞分裂をお こな

うので、時間のかかる、特殊な研究方法によらなければ幹細胞の存在を

あきらかにすることができないので、 いまのところ、幹細胞が毛隆起の

一部にある のか、毛隆起の高きて二毛包をとりまいて全周にある のか決

定 していない。

休止期毛包の先端が延長してつぎの時代の成長期がはじまる ことはふ

るくからしられた事実であったのに、毛のi産生と毛包の再生とをわけて

かんがえることができなかったために稲葉説のみなおしがおくれたので

あるが、形成外科では、広範熱傷のとき、頭皮を、上皮形成する の含ま

38 
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総説最 近の 毛の話題

つてなんどもく りかえし、うすくはいで移植に供することがあるが、 と

うてい毛球のふくまれる厚さでないにもかかわらず、毛の再生すること

がしばしば観察されていたという 。

毛包幹細胞の発見によって、脱毛治療上いつも問題になっていた、永

久脱毛に必要なのはblubの破壊かbulgeへの侵襲かという点に明確な解答

がなされたことは、はなはだ重要なことである。

戦後50年間の医学研究の進歩にはまことに目ざましいものがあり 、毛

の物質代謝、ホルモン代謝の面でもおなじことであるが、 とくに最近10

年間の進歩はいちじるしく、従来の常識が通用しないのが現状である。

ここでは、そのうちでも 重要な発想の転換ともいえる、性毛のホノレモン

支配し毛包幹細胞にかんする新知見について紹介した。

(こ の論文は、平成8年9J'llrI、札幌におレておこなわれた日本医学・脱毛学会第3同北海

道東北地}J研究会における特別講演の要旨である。尚、文献IJ.省略した。)
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思春期における脱毛看護

fHfクリニアク 岡村典子

1.はじめに

最近脱毛をやっていく 中で、知識、 技術はもちろんのこと、脱毛看護

の重要性を強〈感じます。男女を問わず10代半ばから20代前半の、 いわ

ゆる思春期中期から後期にかけての患者さんが主です。脱毛したい理由

は個々様々なものの、毛に対する異常なまでの嫌悪感、多様化した社会

の中で毛に悩む若者たちの多い ことに驚かされます。

そこで当院に来院されている思春期患者さんの悩みを中心に、心理面

での脱毛看護を考えてみたいと思います。

2.脱毛理由

・毛深いのでいじめにあっている。

-毛深いことを気にして、学校に行けなくな った。

・だんだん毛深くなり、このままでは猿みたいになるのではないだろうか0

・足や腕、服務の毛lま気にな らないが、体幹毛が気になる。

-髪の毛以外の毛、全てをなくしたい。

-毛のことを考えると夜も|成れなくて、死にたいと思ったことがある 0

・子供が、毛深いのが原因で以前いじめにあ って いた。プーノレの時期に

なり、また学校に行けなくなるのではな いか。

-雑誌やテレビで見る人たちは、皆スベスベのIVLをしている。 それに比

べて、自分は異常ではな いだろうか。

・ーーなどが脱毛したい理由とし て挙げられます。

毛に対する思いが皮膚トラフツレだけで、はなく、本人の心理を大きくゆ

さぶり、実生活までにも影響を及ぼしていると 言っても 過言ではありま

せん。

3.脱毛の現状

当院における、思春期患者さんの脱毛の現状をあげてみました。

1) 思春期患者さんのテス ト脱毛l時、気をつけて いることとして

-テスト脱毛来院の際、保護者の方と共に来てもらいます。(それはHi:話「

約の際、 Zl.~前に， õ って おきます。 )

-本人、 家族の話(発言)をなるべくしてもらうよう 心掛けま す。

-ある程度悩み、理由を聞いた後、永久脱毛について説明をします。

・思春期にはホノレモンの分泌量が増加し、皮膚の種々の変化を起こし、

一時的に毛深くなることを説明します。

・まだ成長過程にあるため、 一定年齢過ぎてからの脱毛を似jめます。

・若いので、痛みに耐える ことの困雛な こと 、ホノレモンなどの関係 もあ

り、 一般の忠者さんに比べ脱毛効果、料金面での差があることを説明し、
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研究 1 思春期 における脱毛看護

理解してもらいます。

..以上がテス ト脱毛l時、特に気をつけている ことです。

しかしながら、親と共にわらにもすがる思いて脱毛を希望される患者

さんがほとんどです。綿密なカウンセ リングの後に、保護者の方の承諾

のもと本脱毛に入ります。(当院では、未成年者の脱毛はトラブノレを防くために、

保護者の方の承諾がないと脱毛できないようにしています。)

2)脱毛開始時期が15才から20才までの患者さんの統計をとってみ ました 0

・本脱毛開始 して、痛みに耐えられなく開始後2-3固くらいでやめる患

者さんが30%。

-本脱毛開始後ある程度納得し、開始から半年くらいでやめる患者さん

が40%。

-本JJ見毛開始して1-4年くらいかけ、本人の成長と共にほとんど終了に

近い状態までいく忠者さんが30%。

ー となっています。

一般の忠者さんに比べ、途中でやめる .. !~者さんは多いのですが精神間

でのウェイトが大きいだけに脱毛経過の中で数回脱毛することにより、

来院当初に比べ表情の変化は著しく、脱毛効果が惑いわりにはクレーム

はほとんどありません。

永久JJ比毛を開始する ことで、毛に拘束されていた臼分が少しずつ開放

され脱毛土に悩みを分かつてもらうことにより、安心感を党えるようです。

当院における思春期J患者さんの脱毛の現状からみましでも、心理面てや

のサポートの重要性を強〈感じます。

4.脱毛看護

思春期患者さんの特徴をま日ったうえでの脱毛看護が重要だと思います。

1)思春期の特徴として

身体的変化、知的発達の変化、対人関係、の変化、環境的変化などが挙

げられます。

思春期は自己の評価iに対して非常に敏感にな っています。 それゆえに

患者さんとのコミュ ニケーションにおいては評倒的表現に気をつけなけ

ればいけません。

そこで発達を支える看謎をもとに考えてみました。

① 自己イメージを形成しているメカニズ、ムなどにつレての理解が深めら

れる様にする。

.11見毛に入るfIiiに、術者が忠者さん伽|人ぞよく理解しておく ニとが大切

です。 これはテスト脱毛I侍に患者さんや家族の会話の中からきめ籾1かな

個人観察記録が必要です。
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②青年の依存と独立の葛藤を理解ーする。

・一般の患者さんに比べ、脱毛効果からみるとデメリットになることて

もケースパイケースて気長に、あくまでも忠者さん本意の脱毛が必要で

す。

・一般の患者さんに比べ、時間と料金はかかりますが頑張れば必ず毛が

減っていくことをわかってもらい、希望を持たせるようにします。

・家族との連絡を密に行い、本人の気持ちと家族の考えを統合し、脱毛

を進めていくことが大切です。

③評価的な発言を避け、個性やプライパシーを尊重する態度が大切です 0

・JJ見毛をやっていく中て¥毛で悩むのは男女、年齢を問わずたくさんの

人がし、ることを話し、怠者さんを安心させます。

-毛深くない患者さんに対して、「毛深くはありませんよ」とい ったよう

な発言や、 実際毛深くてもそれを多い、少ないというようなことはしな

いようにします。

-毛てや悩み、 学校に行けなくな った/J:'，者さんに対して、 学校の話題は避

けるようにします。

④管理的、権威的態度に注意する 。

-気持ちを少しでもわかってあげよう、知ろうとする 気持ちは大切です

が、プライベー トなことに無理に入りこもうとしないように心掛けます 0

・痛みの強L、忠者さんに対して無理に脱毛するようなことは避け、 |時聞

をかけ小範囲ずつでも施行していくようにします。

5. おわりに

当院における脱毛の現状と、思春期の心理面での看護をとりあげてみ

ましたが、多感な思春期の患者さんに、脱毛fi!¥iを施行していくことがい

かに大変なことかが分かります。

私たちはカウンセラーではありません。本人や家族からのかぎられた

情報の中で、心理面を把握し、技術?を提供していくわけです。思春期の

開始H寺期が早〈、 しかも大人になるまでの猶予期間が延長して、大人に

なるのが遅い若者が増えていると 言われている現代社会において、場合

によ っては、脱毛士とそれほど年齢差のないJ芯者さんの心理而iをサポー

トするということは、 とても難しいことだと思います。 しかし、ちtに若

い忠者さんは増えている のが現状です。 そして毛で悩み、永久脱毛をす

ることで救われている人がたくさんいることも事実です。

一般忠者さんか ら脱毛時、会話の中でよく耳にすることですが、思春

期の時期、例えば中学・生の頃か ら毛について、毛の処理lfの方法について

正しい知識があ ったら、これuどまでに毛濃ゆくなることはなく、皮フ
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トラブノレも起こさなかったfごろうし、悩むことも少なかったのでは.....

ということです。身体に変化が見え始める頃か ら、親や周り の大人たち

のアドバイスや、 学校の保健の授業などで教育を受けていれば、間違っ

た情報に影響されることなく毛があることが当たり前として、他人より

毛深く、どうしても 気になれば、 一定年齢に達 した時点で永久脱毛が、

可能である ことを、知 ることができると考えます。

私たちは、 一人でも多くの毛で悩む人々を救う為に、これからも正し

い知識、高度な技術、豊かな人間性をも って脱毛出来るように、 日々の

努力が必要です。
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コギヤノレ・マゴギヤノレと 11乎ばれる 世代は、テ レビ・ 雑誌'1'の特定の情報に敏感にな

っている 。 その情報を学校・バイ ト先などで交換しあいブームとなる 。現在、ナ 7 足

(素足に革Itをはく)ブームで、 ス トッキングをはかな いためティ ーン誌にも エ ステの広

告が出法して いる。

脱毛は実費のため、未成年では料金(1¥)に無叫が生ずる nf能性が市い。本論文のよう

にがliijのカウン セリ ングを充分し、親の|己l芯;も得た 1'.でl時IlH. 料金~ b ~'fc J1Hのない設

定で施行 して いくこ とがlfI:fと考 λ る。

今後7・会として、 ef:'I=.がfll'.鮮できる 内科てティ ーン誌にも 11見毛の村集が品11まれる こ

とを虫みた い。 (加，(象外科柄f:<J) II藤f:l~美)

出、イトJUIの必お さんに対する桜し }J;がとても分かりやすくまとま ってuると 思い ます。

1 0iU去 、「 から 20代前干の 11寺 J~I は多!惑であり 石百皇制の パ到jがそ の忠 :名さんの毛に対する

悩みの泌さを左右するもの と，忠、われます。

個人に合った按し方が、脱もにおける右護の大切な占であり 、脱毛を継続させて い

くためのポ イン 卜で あ ると思い ます。 (kb'スキンクリ ニック 鈴木良恵)
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脱毛術後の皮膚水分量の比較検討

t， 1;('主将形成外科クリニック 福原真理子，野田宏子

1.はじめに

脱毛を施行し、毛がi成ると次第に皮府が乾燥してくることは、 一般に

よく知られている。 しかし、脱毛業務に携わっていて思うのは、使用す

る針や、脱毛の設定などの条件が同一であっても、乾燥肌の人と、潤い

のある人とでは、皮膚反応や脱毛後の肌の治り方に違いがあることであ

る。皮膚の乾燥度と脱毛設定の関係や、脱毛効果の差の有無なども合め

て調査できると良いと思った。

従来の水分量測定器は高価で、またサイズが大きく大掛かりなため、

日常の脱毛業務の中て\手軽に脱毛前の水分量ì~IJ定が出来ないでし、た。

今回、皮貯の水分量を子軽にi&IJ定できる簡易機器(スカラ株式会社製のそイス

チャーチェッカーiIll)を使用し、その機器の信頼度と脱毛前後の皮!替水分量に

ついて検討した。

2. 方法(使Jlj器械)

モイスチャーチェッカー@(図1)は、一般ユーザーが、手軽に自宅で、顔

の水分チェックをすることを目的として作られた簡易機器である。サイ

ズ、はW190mmx H 35mm X D 19mm。重さは83g。電源Ii単4電池2本。操作は、

電源を入れるだけで、空気による自動ゼ、口調整が行なわれ、速やかに測

定準備完了し、手軽に皮膚の水分率の測定が出来るものである。

3.基礎実験

測定値の信頼性を確認するため、まず同一人間一部位を50回同時測定

した(図2)。

測定部位右下腿前面 平均値38.14 中央値38.2 最頻値38.3

最小値36.8と最大値39.2では2.4%の差があり、平均値からは、l.5%

以下の誤差が認められた。正確度を高めるために同一部f立を5回測定し最

大値・最小値をカットし、中間値3回の平均値を測定値とした。

次に毛の測定値に対する影響ーを調べるため、毛盆の多い人の左右の下

腿前面て¥測定手技を変 λ、10回測定した(闘3)。

右側は、 ifflJ定部の毛を片手でよけて、 出来るかまり皮膚に強〈押しつ

けた状態で測定した。一方、左側は毛の上から強〈押しつけたり、やや

軽〈抑しつけたりした状態て羽IJ定 した。その結果、毛の影響を出来るだ

け避けた右側の方が測定した値にバラツキが少なかった。この機器は、

44 

EZ副 E ・
-乾燥と水分チェック

・コンパク 卜で手軽

・信頼性

・毛の影響

図I

凶3

図4

宅イスチャーチx.J1>ーによる風*分測定錦織

'→抽-A肝 眠術't帽 鵬 E 



年IIIJ!II水分・{省下回附筒)
".向調.食後付句川@淘..・・・.値}

40.0 

35.0 

* 刻。
分 Z5.0

r2M 
15.0 

10.0 

•• ... 

図5

舗のアボリー" ‘'‘汗にJ; 6~. 柿.，

••••• 

図6

<0.0 

下組脱毛前後の比較

0

0

0

 

m

m

m

 

宮
}骨
密
耗

制"
前

ワキ脱毛前後の比較

05.0 

ωe 
55.0 

宰'"、
轟刷

*'‘" 

耗'"
300 

25.0 

初。
前

図7

研究 2 脱毛術後 の 皮膚水 分 量 の 比 較 検 討

空気によるゼ、口調整をするため、 当然に空気の影響を受ける。 また、顔

のi1':lJいチェックが目的のため、毛の影響を考えていない。毛量が多い場

合、皮膚と iH11定商の聞には、多少の空間が生じ、その大きさにより 測定

した値のバラツキや、低下傾向が生 じると考えた。

. 
・需

4.結果

1)下腿皮膚の水分率 ・肢笥皮膚の水分率

下腿の水分率は、 24%から38%の範囲にほとんどが入札 56%が最高

値であった(図4)。平均値は33%で¥年齢によ っての平均値の差はあまり

ないが、年齢が上がると共に個人差が大きくな った(図5)。版簡の水分率

は25%-65%と大きくバラツキがある。アポクリ ン臭の有無による有意

な影響はみ られず、いずれも 高L、値から低い値までバラツキがみら れた

(1揃)。 しかし、 多汗症のみの診断の人は、2症例のうちのI症例は、初回

IJ足毛前で毛量が多かった為の低値と思われる。もう l症例は、 12回目見毛後

の人で、 多汗症の改善が見 られた可能性 も否定出来ない。なお、多汗症

の初回からの忠者については追跡調査中である。

櫨

5.下腿皮膚と肢;街皮府のJJ見毛前後の水分率の変化(関7)

下腿は、脱毛前後でバラ ツキが大 きく なった。肢簡は、 3症例は脱毛後

高値を示 したものの他は低下傾向があり、高値を示 した3症例の うち2症

例は、初固と 2回目の脱毛の人であるため、かえ って炎症のため血液循環

が良くなり、 1干の発生が高まるということ も考え られる。脱毛後の経時

変化 も、調べる必要があると思っている。

6. まとめ

モイスチャーチェッ カー@は、体毛(硬毛)を出来 るだけよけて皮!習と密

着度が十分であれば、臨床に応用出来るのではないかと思われる超小形

の簡易iltJl定器である。現在、脱毛による皮膚の乾燥の変化や、皮膚の乾

燥度 とJJ見毛設定、また、JJ見毛効果の差の有無等を示せるデータを収集中

である。多汗症の改善の有無等を含めて、いずれ発表する予定である。
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皮膚の状態を定量的に測定し研究する学問は「皮膚生理学J ~呼ばれている 。 皮謄

附属器に|到しても、 今後本研究のように各種器具を使用した、定量的研究がよりいっ

そう重要になってくるものと忠われる。著者の着眼点の良さに、感銘を受けた。

<t'd烏皮フ科クリ ニ ック 玉岡伸二)

「毛が減る t、皮膚が乾燥する J 私たちが日々、脱毛業務を行う中で度々、口

にする言葉である。

その脱毛し皮膚の乾燥との関係、を、客観的な数値として表現できる そイスチャー

チェッカーを使用しての実験には、大変興味をもった。

今回のデータグラフ(図3・4)ては、残念ながら、はっきりとした結果が得られなか

ったが、現在、視点を変 λた数々のデータを収集中との著者の言葉に、次回の論文報

告が、大いに期待されます。

忠者の皮J書状態Lt個々により異なる訳て¥そのデータが一昔11ても数値て表せるよう

になれば、脱毛前後のカウンセリングや、 脱毛中のコミュニケーションが、さ らに忠

者のiJ!iJにたったものになると思う 。

この論文を きっかけに、多ブ'iIi而からのアイデアや、研究の発表がなされることを1属

製します。

(浜松ヒフ外科クリニック iJJ日|五月)
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-マット

.7クラ

.f本f立

・患者の安楽

マクラl

1恒三事長|
悩ふ11

凶lマクラ

写真lマクラを使JTIした腕獄の脱走体位

写n2マクラを使用し たヒキニラインの脱毛体位

-写真3マクラを使fIIしたピキニラインの腕主体位

研究 3

患者の安楽を目的としたマ ット、マクラの考案

松股医院形成・芙存外科 絹川香代子，村上典子，藤木弓子，柿j畢穂，木村やえこ

1.はじめに

当院に通院 している脱毛患者の中て¥同一体位を1時間以上とっている

患者の割合は5割以上である。

これまで、同一体位による 苦痛を軽減するために、小枕等を使用して

患者の安楽をはかつてきたが、それでも肢窓脱毛時には上肢挙上による

手指のシ ビレや上肢のだるさを訴えることがある。 また、最も多い仰臥

位でも、長時間に及べば背部痛や腰痛を訴えることがある 。

このような場合、枕を重ねるな Eして対処してい ても、長時間になる

とズレが出て きて、始めは好ましい体位であっても徐々に苦痛が出現し

てくる。 そこで、脱毛の痔痛以外の身体的苦痛を少しでも緩和でき、リ

ラックスした状態で脱毛を受けられるようにできな いものかと考え、以

下のようなマッ トとマ クラを考案した。

これ らを使用した結果について検討したので、報告する 。

2.方法

1)マ クラ

スポンジを階段状に重ね、自然な斜面を作るため段差の部分に薄いス

ポンジを一枚あてる。 これを覆う布には、 肌ざわりの良いキノレテイング

をf史用した(図1)。

適応、:肢筒、下腿、ビキニライン(写真1、2、3、4)

2)マット

スポンジの上に綿花を乗せ、キュプラ生地にてカバーする。 それをー

列に4つ並べて、マクラと同様キノレテイング布で覆った(図2)。

適応:仰臥位、腹臥位(写真5、6)

3.結果

肌ざわり、硬さ、 ITIiiと長さ、安定感、腰痛などの苦痛の有無、色 ・柄

の印象、その他の項目で、忠者にアンケート調査を行った結果、ほとん

どの忠者から良 い感想、を いただくことができた。

具体的には、

・腹臥位のとき、ふわふわして楽だった。

・マッ トの幅がち ょうど良〈、Jl友臥位のときマットから腕が出て、肩の

高さより腕が下がり楽だった。
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研究 3 患 者 の 安 楽 を目的としたマット、?クラ の 考 案

-マット、マクラのf井用で自然なラインができ、違和感がなかった 0

.腰が浮かずに楽だった。

・肢寓脱毛時に長時間上肢を挙上していても、シピレやだるさがなかった。

などの感想が多かった。

一方、改善点に関して、

-体位変換時に、マクラがずれることがある。

-腹臥位での下腿後面脱毛時に、下腿下にマット、マクラを重ねて使用

した場合、胸の圧迫感があった。

・上肢の脱毛時に、マットから上肢がはみだしてしまう。

などが、患者と脱毛施術者から指摘された。

4. 考察

l悦毛l時の体位の安楽を目的として、マットとマクラを考案 した。実際

に忠者に使用してみて、反応は全体的に好評であった。特に版街の11見毛、

11隻臥位でのl悦毛1時に楽であるという意見が多かった。

これまで長時間同一体位でいられず、少しす'つ身体をずらしていた忠

者から「眠ってしまいそうだった」という感想をいただいたのは、印象

的であった。

マクラに関しては、上肢や下肢が宙に浮かすa密着するため、マットに

関しては、ウエストを膨らんだ部分で支持するため浮くことがなく、シ

ビレやfごるさ等が出現しないのだと考えられる。また、対極板が身体に

密着することで、脱毛効果にも良い影響を与えることが予測される。

一方、改善点に関する意見への対応として、マ クラのズレに対しては、

側而にマ ジックテープぞ装着して改善をはかった。 11夏臥位での下肢脱毛

における胸部圧迫感に対しては クッション マクラのいずれかを選択

することで改善された。上肢の脱毛に対しては、より |隔の広いマッ トを

作成するなど の対応を考えている。

その他の音11位に関しでも 、今後さ らに研究を重ねたいと考えている。

今回の研究により、忠者 との会話が増え、コミュニケ ーション守さら

に深めることができた。 また、 実際に苦痛が軽減できたことで、スタ ッー

フに対する信頼感が深ま ったように思う 。少なくとも、緊猿して来院す

る忠者の心と身体をホ ッとリラックスさせる 一つの要因にな ったことを

実感している。
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研究 3 忠者 の安楽を目的とした 7 ット、マクラの考案

5. まとめ

今回、脱毛中の患者の安楽を目的としてマッ ト、マ クラを考案、 使用

し、良好な結果を得ることができた。

そのきっかけとなったのは、腕街の脱毛時に上肢のシピレや倦怠感を

訴える 患者がし、る ことだった。

今後 も患者の一つ一つの意見に耳を傾け、 問題点を取り 上け、て解決す

ることで、より良い技術はもとより、より良い環境を提供できるよう、

スタッフ一同つねに気配り、目配り、 心配り のアンテナを張っていきた

L、と思う。

九州のJ也J;会て、[也桜マ ットtマクラを見せていただ〈 機会がありま した。 tても

r犬がこらしてあ り、毎 Hの脱123駐務に流きれず、より快適な脱[;をめざしている遂

事うに感心 しました。 確かに、脈問の脱[;11#や伏臥位にマットがあると楽だと忠います。

、"，院でも、 小型の枕をいくつかJTJ広し、組み合わせて、なるべく無用がないう主勢に

なる椋 E犬して いま す。 しかし、大きなマットは作る手間と 11寺111-1がとれず(?)引在

実行せずにきて いる次第です。

(ごきそ皮フ科クリニック iif，i翠ゆき)

脱毛は、長時間、同一姿勢による者桶、 そして脱毛時の多少の宇芸術を1'1とうため、そ

れらを緩和する、食院の研究した、マット ・マクラのサイズや品質は、 とても参考に

なった。

忠者に脱毛を継続してもらうためにも、脱毛時にとりうる、あらゆる体{立を考え、

その体位を安楽に保持てき、 なおかつWi有にとっても、使用に耐えうる各種のマット ・

マクラの考案が必要だと思 う。

(メグミクリニッ夕 日1"1'チカ)
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コラム l

レーザー脱毛 リポート(第1報)

浜松ヒフ外科クリ ニバ 小林敏男

今年2月、日本医学脱毛学会中央研究会で<レーザー

)J見毛術の現状と将来>につきシンポジウムが行われた。

レーザー脱毛は、 1-2年前より 主にアメリカの会社で

レーザ一機捺が製造され、白人の毛に対して行われ始

めたが、現時点では、医学会レベノレての長期経過報告

はない。 日本人はじめ黄色人種のレーザー脱毛報告も

ない。本誌にてレーザー脱毛の現状と進歩につき、順

次、報告する。

今回は、各種レーザー機器ならびに類似機器による、

1回照射脱毛後3カ月までの経過を主に報告する。

1.ア レキサンドライトレーザー

波長75511m、ノfノレ ス幅20msec、エオ、ノレギー密度1cm2

あたり 15J、スポットサイズ10111111、照射スポッ トをだ

ぶらせながら述統!照射(1秒につき lショッ ト)。
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図l 術昔11は日本人男性大腿部。左、中、布、3カ

所ともやf>j前に生えていた毛は各々、約100本。

医11-A 左 アレキサンドライト.I!刊行灸10日、照射前

に剃毛した。

中 L2810絶縁針脱毛(I}'，);7.5、タイマー1/2秒)

後7日。

右-L2010絶縁針脱毛(lJ'，)J7.5、タイマー1/2秒)

後7日。

脱毛数IJ.谷々 、約100本。

図1-B 約1カ月後、 3カ所とも発毛はない。

lヨ11-C 約2カ丹後

友一アレキサンドライト部の発毛数35木。

1.1' -L2810昔11の発毛数6本。

:1i-L2010書11の発毛数5本。

医11-0 約3カ)J後

たーアレキサンドライト苦11の発毛数52本。

中-L2810部の発毛数11本。

右-L2010音flの発毛数8本。 凶トD

E-島置=圃箇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-レーザー脱毛

・アレキサンドライトレーザー

・エピライト

・ノレピーレーザー

・ヤグレーザ、ー



|刈2-D

コラム I レ ーザー脱 毛リポ ー ト(第 l報)

寸言F: この症例では、術後3カ月の経過で、アレキ

サンドライトレーザー照射部の毛の発毛率(不

完全照射により再生した毛し新たに成長期になり皮

}奇聞に出てきた毛の合計を、脱毛fIIiに生えていた毛の

数で害IJった数値)は約50%、またL2810、L2010

による絶縁針脱毛で、は約10%であった。L2010

による脱毛では、毛礼頭を含む F古11毛包の電

気的破壊は少ないと考え られるが、それでも

発毛率が少ないことは、こ の症例においては、

毛の再生'1'枢が中部毛包である可能性を推測

させる (i主 .こ の点については引荻、多〈の症例の

結果を集計して、凋1't1!-，てある)。

1:i(12 術部は U本人男性下肢。

|支12-A アレキサンドライトレーザー照射前。

上半分のも数52本、下半分の毛数40本。

位12-B 照射10日後。照射直前に上半分は平均0.5

mm(こ ~;IJ毛し、卜平分以平均l.5mm (こ挟みて、

毛を切った。

皮膚反応は毛が長かった下半分の方が強い。

凶2-C 照射1カ月後。発毛はみられないが、下半分

の一部が軽度簸痕化し ている。

|三12-D 照射3カ月後。発毛数は上18本、下15本。3カ月

後の発毛率は上下の有意差はなく、平均36%。

寸評 : 日本人の平均的男性の黄色皮膚に対するアレ

キサン ドライトレーザー照射は術後、色素沈

析はじめ、今|口|の照射条1'1ーでは、皮府トラブ

ノレの発令が心配て、ある。
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コラム 1 レ ー ザ ー 脱毛リポ ート(第 I報)

2.ノレピーレーザー

波長694nm、パノレス幅 3msec、エオ、ノレギー密度lcm2

あたり 21]、スポ ットサイズ、5mm正方形。

図3 術部は日本人男性大腿部。左、中、右とも術

前に生えていた毛は、各々 、約70本であった。

図3-A 左一LH3010絶縁針脱毛(出力7、タイマー1/4秒)

後、 1カ月。なお、 LHとは断面が半円状の針。

中一L3010絶縁針脱毛(出力7、タイマー1/4秒)後、

1カ月。

右ーノレビーレーザー照射後1カ月。照射直前に

弟IJ毛した。

3カ所とも数本の発毛が認められる 。

図3-B 左ーLH3010絶縁針脱毛後3カ月 。発毛数9本。

中 L3010絶縁針脱毛後3カ月 。発毛数4本。

右ーノレピーレーザー照射後3カ月 。発毛数43本。

寸評 : この症状におい ては、ノレビーレーザーの発毛

率は約60%であり、l回照射後3カ月の比較で

はアレキサンドライトレーザーの方が発毛率

におい てはiß:かった。 また、 L(H) 30 10*色*~

針脱毛においては、術者が脱毛指導士でもあ

り、 3カ月での発毛率は、きわめて低かった。

3.ヤグレーザー
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剃毛後、毛孔をカーボンワックスて染色後、 Qスイッ

チNd:ヤグレーザーを照射する

図4-A ヤグレーザー照射後1カ月。発毛は認められ

ない。なお、術部li男性前腕部で毛は比較的

車111<、軟毛も多〈、術前に生えていた毛を数

える ことは不可能で、あ った。

|辺14-B ヤグレーザー照射後3カ月 。周辺皮膚の毛と

比較し、ほとんど変わらね程、発毛が認めら

れた。

1'-'I3-B 

1，14一日
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コラム l レーザー脱毛リポート(第 l報)

4. フオートデノレムVL

フラッシュランプの光を光学バンドパルスフィノレタ

ーを通して波長590nm以上の光線を発生する装置。

パノレス幅3.2msec。エオ、ノレギー密度lcm2あたり 30J。

スポットサイス:'30mmX8mmの長方形。なお、 エピラ

イトはスポットサイズがさらに大きい。

図5-A フオ ー トデノレムVL照射後、 3日目。

術部は男性下肢。A(右側)li剃毛後、照射。

BおよびCは毛を伸ばしたまま照射。Aおよ

びCは30J、Cは40Jを照射。Cの箇所の皮膚反

応が強い。

図5-B フオ ー トデノレムVU(:¥身サ後、 4カ月 。(なお、 3

卓士三五 ・
小ロロロ・

カ月の1時点での級協はフィノレムミスにて映像てきなか

った。)Aの範凶がB.Cに比べ、$少発毛が少

ないようであるが、周辺皮膚の毛に比し、毛

が減少しているか否か、不明である。なお、

フオ ー トデノレム照射後は2カ月聞はほぼ全〈

発毛なく、その後、徐々に発毛がみられた。

黄色皮膚を持つ日本人男性の下肢ないし前

腕の毛に対して各種レーザー脱毛を試みた。

l回照射後、 3、4カ月後の結果は機種lこより

差がみられた。アレキサンドライトレーザ、ー

が比較的発毛率が低〈、36-50%であったが、

1:.1.ごし色素沈者や糠痕を残した。

今後は、皮!苛色のより白い女性の毛に対す

るレーザー脱モの臨床結果に期待したい。

また、黄色人種に対するレーザー脱毛のた

め、より改良されたレーザーの開発を期待し

1:. ¥、。
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コラム 2

指導から学ぶ

認定指導 l高橋美恵子

1.指導者は何をする人?

看護婦になって2年目、外科病棟で“臨床指導者"を経験した。実習に来る

学生の指導を担当するのである。多くの学生とかかわった中で印象深い

グループがある。 4名の学生のうち1名は、毎日記録を提出し、指導者のア

ドバイスを受けていた。更にその記録の内容が素晴し L、。受け持ち患者を

的確にとらえ、その都度看護計画を修正し実践していた。が、残りの3名は

というと、 2週間の実習期間中一度も記録を提出することはなかった。実

習最終日に見た記録は、お粗末なもので、 『やっぱりこんなものか。私があ

んなに言ったのに。』 という感情が生じた。私は学生の顔を見る度に、「記録

を見ますから提出してくださいね。」と 言い続けていたのである。最終カ

ンフアレンスて r指導者が恐くて、わからないともできないとも 言えな

かった。いつも忙しそうで声もかけられなかった。」と j立き出してしま っ

た。落ち込んでいた私に、先輩指導者が言った。「私は学生のH寺実習は嫌

いfごった。fごから今は、学生が実習に休まず来ることだけでも合格点をあ

け‘たいと思っているのよ」。今考えると、 r私は指導者なのだから学生を

指導しなければt、けない』という気負いや、 『学生の学ぶ姿勢は こうある

べき』 という枠の中にいて私自身も大変辛かった。:学生が何に悩んで、い

るのか、ど こでつまづいているのか、 一緒に考えてみようなどとは思え

なかった。学生は実習中生き 生き楽しんでいるだろうかと配慮する余裕

は全〈無かったのである。あの時の3名の学生にとって外科病棟の実習が

どんなに辛かっただろうと考えると、申し訳ない思いでいっぱいになる。

『指導者とは何をしたら L、L、のだろうか。』 そんな疑問を持ったのである。

2. 知るから分かるへ

大変興味深い文章があったので抜粋する。

「死ね」と 言わなくなった子供

近ごろ、小学生の友達同士の聞で r死ね」とか ri肉え失せろ」とか「殺

せ」とかいうようなドギツイ 言葉が多用されていると いう 。 ファミコン

用語だからあまり気にすることはないという人もいるカ・もしれないが、

やはり「死ね」、「殺せ」というような言葉が日常会話で使われているこ

とを看過するわけにはいかない。A君も これらの言葉を多用していた。親

が何度言い聞かせても 言 うことを聞かなかった。そんなJ庁、こ のA君の家

庭て¥祖母が病気で亡くなるという 出来事があった。父親はA君を祖母
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コラム 2 指導から 学ぶ

の臨終に立ち合わせるのみならず、通夜、葬儀のいっさいにA君を一家

の長男として立ち合わせ、役割lを持たせることに努めた。 そのあとのこ

とである。A君は決して「死ね」という 言葉は使わなくなったという。

この場合も、父親とか教師が厳格な叱正や強い権威でも ってA君に「死

ね」という 言葉を発することを禁止していたとしても、 実はそれはA君自

身の判断でもってそのような用語を禁止したのではないのであるから、

A君の行動は身についたものというわけではない。強制されたものである。

あくまで自分の判断でもって「死ね」というような言葉ぞ使うべきでは

ないという判断をしたのである。 その判断材料li、彼自身の肉親の死と

対決するという体験から得たのであり、自ら作った価値判断の「モノサ

シ」を持つことができたのである。 そのことに本質的な意味が生じる。

以上である。脱毛技術指導に置き換えてみる。指導者が、「右手の力を抜

いて針を姉入してくださいね。」と 言い、受講生が、「はい」と 言っ て針を抑

入する。明らかに皮11町が凹んて、¥、る場合、受講生がわかったと 判断はでき

なし、。右手の力を抜くこと は知っているが分かつてはし、ない。分かるとい

うことは行動が変わることである。多くの脱毛実技講習を経験させてい

ただくなかで、受講生と共に私自身も分かる体験を重ねることが重要な

のだと感じるのである 。

3.脱毛技術指導者の役割

受講生に脱毛技術指導を行うとき、右手の型、左手の型な Eの基本も重

要なことであるるが、受講生が脱毛看護をどうとらえ、どう変わっていく

のかとし、う過程に興味を持った。その過程が一人一人違うことに気付けた。

脱毛技術指導における最終目標!i、新人が自立して脱毛看護(技術而の

ケアと中，'I-I'I'I(ljのケア)の展開ができることであろう 。脱毛技術指導者の役割l

は、“新人(受講生)が、多毛で悩む人のケアに興味を持ち、積極的に学ん

てゆく姿勢を可能な|浪り引き出しサポートすること"と考える 。このよ

うな姿勢で外科病棟ても指導が行えていたら、 学生が泣くこと はなかっ

ただろう 。私自身も楽しく指導にかかわれたのではないだろうか。

l悦毛実技講習を受講した人が、Il見毛看護の楽しさや奥の泌さ、 Il見毛技術

指導の面白きを語っている盗を見るのが、最高に幸せを感じるl瞬間である。

引m文献・鈴木正幸編 布設のための教育予「知る」から「分かるJへの教育 第l版

メチ‘カノレフレンド相
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-毛-脱毛症毛と男性ホノレモン(androgens)
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-ホノレモン受容体
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1. はじめに

人間の体毛と性ホノレモンの関係、は体の部位によりさまざまです。例 λ

ば、前頭部や頭項の毛は、男性型脱毛(malepattern baldnesslにみられるよ

うに男性ホノレモンによって萎縮します。 これに対して、髭毛や胸毛は成

人男子にのみみられるように、明らかに男性ホノレモンによ って発育が促

進されます。 また、眉毛や大部分の頭髪は男女による差がなく、性ホノレ

モンによって影響されません。 これ らの毛と男性ホノレモンはど のような

関係があるのでしょうか。

男性ホノレモン2 

男性ホノレモンは皮膚に重要な作用をしています。 この男性ホノレモンは

性腺(男性.率九、k性 :卵巣)と高IJ腎(腎臓の上にある内分泌腺)から分I必されま

す。男性ホノレモ ンはコレステローノレを出発物質として生成されるステロ

イ ドホノレモンのlって、す。男性ホノレモンの1:1"で主な活性作用を有するテス

トステロンは男性では皐丸より直接分泌されますが、女性て、は血中テス

トステロンの30-40%t.ごけが直接分泌され、残りは卵巣あるいは副腎から

分泌されたアンドロスンダイオンから、肝臓、皮膚、 血中 など末梢で代

謝されて生じます(凶)。

男性ホノレモンの標的臓器と疾J官、3. 

男性ホノレモンが作用する臓器(標的臓器)として1)皮脂腺、 2)特定の毛、

図 性1車、副腎から分泌される男性ホノレモ
ンと皮脂腺で産生される男性ホノレモン(市
安より )

また、関係する疾患として1) 尋常

性症嬉(acnevulgarisl、2)化膿性j干腺炎、 3)男性型脱毛症がよ く知られ

アポクリン腺が知られています。3) 

ています。

テストステロンと 5α夕、イハイドロテストステ ロン4. 

男性ホノレモンのJI'て最 も強力な作用を持つのは、テストステロ ンと5a

ーダイハイドロテストステロ ン(DHTlです。血中の主な男性ホノレモンであ

テス トステロ ンそのまるテストステ ロンは、標的臓器の種類によ って、

まの形て‘男性ホノレモン受容体と結合する場合と、5a-i立元酵素により DHT

に代謝されてか ら受容体と結合する場合があります。

この5a還元酵素は乳児期でも体幹・四肢に比べて、会陰組織(包皮、 陰

袋、大陰唇、陰核)に多〈存在し、成人では疫療領域、本態性(原|王l不明の)多
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表 男性ホノレモン不応症の特徴(高安より
引用)

単丸性 不完全明性仮性 不完全男性仮性

X頁目 女性化 半陰陽I型(畳容 半陰陽H型(5a-

症 体部分欠Ifl) 還元酵素欠鍋)

膜毛、恥毛 正常 正常

ぎそう + (軽痕)
男性型脱毛

ひげ、胸毛

コ ラ ム 3 脱毛術に役立 つ皮膚 科 最 新 情 報-2

毛症の女性の毛深い昔111立に多〈存在しています。 この醇素の活性は皮11旨

腺とアポクリン腺で特に高いことが証明されています。

テストステ ロンに依存性、つまり 5αー還元酵素を必要としない二次性徴

は恥毛、肢毛、筋肉の発育、 声変わりです。一方、髭、前頭部毛、体毛、

前立腺成長な どは5α還元酵素を必要とするDHT依存性と考えられてい

ます。

5.疾患と男性ホノレモン

まず、男性ホノレモンが男性として十分に分泌されているにもかかわら

ず、男性化徴候が十分に現われない男性ホノレモン不応症というきわめて

稀な疾患を紹介 します。男性ホノレモン不応症には現在3つの疾怠がわかっ

ています(表)。いずれも性染色体はXY、皐丸lま腹JI空内または鼠径部にあ

ります。出生H寺には外性器の男性型分化が不十分なため通常女性として

扱われます。皐丸性女性化症の完全型が最も不応症の程度が著l明で、思

春期の礼房の発達は良好ですが、外陰部の発達は不良です。 この疾忠で

は男性ホノレモン受容体が完全欠損していることが証明されています。第

二の家族性不完全男性仮性半陰陽I型は受容体が部分的に欠損しており、

第三の家族性不完全男性仮性半陰陽II型では5a還元酵素が欠損していま

す。以上のような疾患は、 受容体、 5α一還元酵素の作用音15位を決定する手

がかりにもなっています。つまり、男性型脱毛や髭、胸毛l:t受容体と 5α

還元酵素両者を必要としますが、正常な脂腺の発達に受容体は不可欠で"

すが、 5α還元酵素は必ずしも必要でない ことが推測できます。

多毛症は、正常女性で終毛がみられない部位、仔IJえば顔面、胸、大腿

仲側などの体毛の発育が男性ホノレモンによ って促進され、 太い過剰の発

毛をみる状態と定義されています。原因としては1)男性ホノレモンの産生

過剰、 2)末輪組織、 とくに毛包脂腺系の男性ホノレモンの感受性の充進の

2つに分けて考えられています。男性ホノレモンを過剰に産生する臓器によ

って卵巣性、副将性、特発性(卵巣、両urfl、ずれともわからなL、もの)の3般に分

けられています。

6. l'見毛術を行う前に

私たちは、 J巴者さん自身が多毛症と考えて いる人たち の悩みをとって

あげることを目 的に、 11兄毛術を施行しています。施術の有効性の予測を
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コラム 3 脱毛術に役 立つ 皮膚科最新情報-2

正しく行うためには、前述した内分泌異常を伴う多毛症の患者さんた ち

を正 しくスクリ ーニ ングする 必要があり ます。生理不順、多毛部位の把

握、その他の二次性徴の確認を行い、疑問のある場合は、婦人科に依頼

して精査をお願いし、脱毛術の効果が通常の人より劣ることを説明し、

必ずテス ト脱毛を行い、脱毛術をスター卜 することが肝要です。

参考文献

高安進:第二次性徴としての毛ーアンドロゲン受容体としての毛包脂腺系一、毛の医学、

小嘱辰治監、文光堂、東京、 1987、173-187
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教育委員会だより

第6回教育委員会報告
-日時一一一 1997(平成9)年2月3日
-場所一一一一津田ホール

ちI!・英容形成外科クリニック 福 原真理子

第4田中央研究会2日目、第6回教育委員会が開{寵されました。

30名の院内指導士が参加し、事前のアンケートにもとづき話し

合いが進められました。

1.議題

1)次回教育委員会の開催時期

2) 次回教育委員会の世話人係の決定

3) 脱毛技術の向上について

2.議事内容

1)開催時期

-次回中央研究会当日

2)世話係

-九!+I'沖縄地区より l名(佐野クリニック:鎌田須賀さん)

• r拘束地区より l名(横浜ベイクリニック須田容ft弥さん)

3) 脱毛技術の向上について

1 脱毛士に対して技術面でのチェックを定期的に行な って い

るか?

YES--7施設 NO--20純設

-医師、認定脱毛士、院内指導士が定期的に、 Xはj成1:程度や

忠者の訴え、脱毛本数が極端に多〈な った場合等に、基本技

術に基づいてチェ ックを おこな って いる 。

2 技術向上のため取り組んでいること

-院内の勉強会、シー トカンフアレンス、 ミーテイング

・脱毛士同士で、脱毛を行な い悪い点等を繰り返し桁持する

-脱毛士の指定制度を導入する ことにより、脱毛士自身が、そ

れぞれのPt個々 の減毛チェ ックを定期的に行なうことによ

り、技術結果がはっきり現れて〈る。

3 脱毛士に 全ての部i立の脱毛を任せるのは、いつの段府から

カ・フ

前期研修終了後 I施設

後期研修終了後 ・61i1i設

認定脱毛士取得後 。6胞設

決ま っていない 17施設

-前期研修終了後で全ての部位を任せる のは、 人数的|問題て仕

1]な〈行なっている。

-決まっていない理由は、脱毛技術に個人差があるからで、脱

毛を任せる時期は、医師や指導士がそれぞれの方法て決めて

t、る。

- 脱毛上の人数が少な い場合は、 認定脱 1; 1ゴの資絡J[~j呼 fìiîで‘も

イ壬せている 。

4 トラフツレ 1~fl:: lI寺の具体策

.医niliの診療を受ける。

-トラブノレを起した脱毛士に直後トラフツレの筒所を兄せて!京閃

を15・える。

トラブノレを全11の1¥-11組としてと らλ、必;比交換し、未然防止

の微ほを[;<1る。

-個人的に 多い場合は、本人に指導する。

. f主体II而での トラブノレは、 指導 lごがチェックし脱走士に認識し

てもらう 。 8'>

認定委員会だより

第7回日本医学脱毛学会

認定委員会報告
• FIII寺一一一一1997(平成9)年6月22EI 

・場所一一一ー浜松 ヒフ外科クリ ニッ ク

・出席者一一大崎弘子.塩谷満寿美，水谷

利子.和lEE!1順子

1. 日本医学・脱1;:ej!:会認定脱毛士資絡審査報告

.申請者23名，'， 令侍者19名 保留2名 不合情者2名

・更新者3名

(合格者19名)

岡田 直美 ゃんベ皮フ科クリニック

中西 裕子 渋谷ビューティクリ ニ ック

安田百合子 渋谷ビューティクリ ニ ツク

松本めぐみ 東京繋形浜口クリ ニ ック

島田 和子 マリ皮フ科クリ ニ ック

上原裕子 マリ皮フ科クリ ニ ック

伊藤恵惟浜松ヒフ外科クリ ニ ック

西村和乃武田皮フ科医院

白浜雪江佐野クリニック

鈴木恵美子 皮フ科サンクリ ニ ック

萩野菜子 メグミクリニック

美馬好枝徳島皮フ科クリニック

森北 i't-{- 徳ね皮フ科クリニ ック

中村 !改 F 大分皮!占科

瀬山 IIj'ift 阿山美作 ・形成外科

江川 菓子水谷皮フ利クリニ ック

iJ主辺牧子 まゆみクリニック

磯野孝子杉本:定作形成外科

iJ~ :ill Iり1采 ゃんベl主フ科クリニック

(更新者3名)

問中 裕美 き仰がきクリニック

朝団 HIJ子 きねがさクリニック

藤志保子知1江南皮!荷科

⑨ 

-トラブノレの部位の写真を経過中、許される限り織首長し、トラブ

ノレが改著して L、〈様寸こをト ータノレに学ぶ。

.脱毛f去に事|を顕微鏡でチェ ックをする。

・観察ノート、 トラブル ノート の活用。

・ミーテイン夕、カ ンフアレンスを行なう 。

・熱{器等、 Hli.1:1にも l、2ヶ所体験してもらい、再f.JI.してみる。

-術者の精神1Mでの状況も調べて対応する 。

UJこのf>'1iな幸1」27てあ った。

3.おわりに

IJ見毛 !ーとして l人合ちした後、脱1ご技術が向己流になったり、雑

になったりしてしまう脱1:1:もいます。X、認定は取得したものの

内分のI1見℃技術は大丈犬なのかィ、'[，r..:にな ってしま うIj見℃ 上もいる

と沼町います。認定J[xj'fi立ゴーノレではなくスタートだとつくづく!必

じながら11}1 I の '.r~ .fiーさんの脱℃を勉強と思って施行しています。

今川悦1:技術の ~'J I を多くの指導士の )j 々 t 一緒に ~:jえることが

できて大変有田fH感じました。X、全ての脱1:f:に技術l師、柏村I(ij、

共に'，:;:;にItllしてrtiきたいと号?えます。
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学会 -日時一一一一 1997(平成9)年2月2日・3日

第4田中央研究会抄録
・場所 津田ホーノレ

-シンポジウム 4. アレキサンドライトレーザー :LPIR (Cynosure社、米国)

'11足毛術の将来展望」の慨説 Alex PLUS(Candcla社、米国)

脱毛術l;i本学会が絶縁針脱毛術を基本*1式 tして認定脱毛士制 アレキサンドライト (AI目、波長755nm)はノレピーレーザー(波長694nm)

度を確立してから、医療機関に広〈普及するようになりました。 より波長が長いために、皮!膏内の深遠率が高〈毛根に対する磁波

しかし針脱毛術は脱毛士の努力と忍耐によるところが大きく、広 が大きい。Dr.Furumotol;i Alexを用いて、表皮組織を損傷せずに

範闘で多量の永久脱毛術をいかに容易に速く安全に行なえるかが、 毛根を選択的に熱破嘆するパノレス隠とピーク出力 を考案した。 こ

21世紀に向けた脱毛術の将来展望です。 レーザー脱毛を主体とす の結果ノマノレス幅を5-20msec1:長くして、ピーク出力を約10kWIこ

る光線脱毛術は、皮膚損傷、根治性、痛みなどま fご解決すべき問 下げると毛根に対する選択的破壊効果が得られる ことがわかった。

題をかかえていますが、脱毛に携わる専門医が医療技術のひとつ Dr大城I;iAlexを用いた 日本人の脱毛治療経験について追加する。

として従来の針脱毛術に併用すれば治療効果は飛躍的に向上する

ものと思います。今同は最新の情報を第一線の諸先生にご発表い

ただき、今後の方向について、討論いたしたいと思います。発表

内容についての抄録のかわりに各装置の沿革概要について簡単に

述べます。

『脱毛JTJレーザー装出および類似装置』

1. ノレピーレーザ- Epilaser<Paloma州、 J壮|叫}

ロングパノレスのノレピーレーザーによる脱1:装置。Dr.RoxAnder. 

sonの考案による装置で、波長694nm、バノレス版3msec、エヰ、ノレキ‘

一神;1.主30-40J/cm'、スポット径10mmの仕械で、表皮の熱ttH認を

予防するためにプロープの先端を4.Cに冷却する装Ttiを装着してい

る。刊三の問l発歴があり、 FDAのぷ認手続き 中の装置。

irri者のDr.Grossman l;i Dr. Andersonの共同研究者で各地て議

泌している。なお有色人種のデータはイ、1I}jである。

2. Qスイ ッチNd:YAGレーザー:Medlite(ConBio社、米凶)

Softilght (Thermola配社、米同)

毛孔を黒色色素(カーポ〆ワックス)で染色後にQ.YAGを照射する方

法。毛干し内の色素に吸収されたレーザ一光が熱に変換し毛根を破

壊する。Dr.Choil;i韓国で独自のカーボ句ンワックスを開発して脱毛

治療を行なっている。Dr鈴木は同様の万で追試した結果を追加発

表する。Softlightl;i今のところ脱毛で唯一FDAの承認を受けてし、る。

3.フラッシュランプによる光線脱1:装ili: PhotoDerm， Eplight 

r絶縁針脱毛術の将来』

Dr小林は絶縁針脱毛*1を園内に普及確立させた第一人者である

が、現在一悶の操作で多数毛の脱毛ができる絶縁針および摂子を

開発中である。将来本法によって広範囲で密度の多い症例の治療

に、治療効果の向上が期待される。(松本敏明)

-一般演題

L より良い脱毛術を忠者さんに提供するための一考案~当院の工

夫 ~

佐野クリニ ツク 鎌田須賀

脱毛希些忠者は年々地加傾向にあります。医学脱毛が拡がって

きたという事に加え、脱毛スタップが充実した ~I~ も大きな要因に

なっていると考 λ ます。スタッフを充実していくための当院の工

夫 t、技術 ・知識 ・看護に対してのレベル統ーのための工夫を紹

介します。

2. ~客痛対策と忠者の反応(アンケ ト結果より)

西山英存形成外科入j工真由美 f也

通院中の脱毛忠者100名に行ったアンケー ト結果より、特に『痛

みについて』の問答に注目した。現在、当院で施行している痔痛

対策(同所麻酔a主射、リドカインクリーム、 TV ビデオ、雑誌、会話 等)それ

ぞれについての忠者の満足度や効果を杷援する ことによって、更

なる焔みの軽減を 目指すための儲意点や改善点を考える。

(ESC打、イスラエ川 3. 脱毛術を継続していただくための忠者対応

フラッンユランプの光を光学バンドバスフィノレターをj且して波 浜松ヒフ外Hクリニック'，.'l，tIIU、じ{.¥::

長590nm以 |の光線を発刊する装置で、レーザー装出ではない。H宇 払は、，'1¥者が判院で脱毛を始めて、「本当に良かった」という満

ifl:(.(より深底許uのI(JL'I~ 病変?fi旅装出(PhotoDermV LIとして登場し JL!惑をも って いただくことが、最人ーの H棋であり、喜びでもある。

た。プローフのスポットサイズは33mmx8mmと大きしこの1Jj( 111'年、、"，院では、 QandAのパンフレツト、忠者情報伝達カノレテ、

J11lを色JU)I治療川や1lli.1:治Y.HIJにI必JlJして3機種が登場したoM¥国 !:iJ診去の兄~~(しなど、脱毛をスムーズに受けていただくための日f

のDr.KimはPhotoDermて目見も治僚を行ない、書11位によ っては良好 究をすすめてきた。そして、今回はさらなる忠者対応の向上に目

な!友利iを得ている。Dr.CooperrJ ide，は脱毛治療JlJのEpihghtにつ を向け、次の点について検討してみた。今 までに効果を上げてい

いて報{~~.する 。 る点、改者点などについて分析したものを報告する。
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4.版符脱毛術においての工夫 8.軟毛の脱毛を希望する忠者の苦fti;';症例l

横浜ベイ クリニック i*lJJi ~11i由美 f也 繊浜ベイクリニ ツク H1ElH'H~ ~!J; 1也

私たちは、研修'-1'に院内指導士より肢符脱毛時のガーゼの;置き 当院において、産毛に近い軟毛の脱毛で肉っている症fYlJですが、

方ひとつでも脱毛がスムーズに行えるのではないかとアドパイス 本来、軟毛は硬毛に比べ見た日より毛数が非常に多〈、なかなか

を受けてきました。研修中、肢符の斜而に遣いてあるガーゼにm 満足感が得られません。さらに、脱毛土も嫌がり、その忠者を受

子が触れて度々ずり落ちる事がfiif阿も有りました。そのガーゼを け持っと脱毛手技の自身喪失にもつながります。 それなら lf、そ

また拾い上げもう一度ガーゼを置き脱毛を行うため、ロスタイム の忠者を受けなければ良いと思われるカ・もしれませんが、担当市IJ

にも繋がっていたと思います。 をとらない当院では、すでにその軟毛の脱毛を受けており急、に断

今回、院内指導士とともに考えながらの脱毛を心掛けていくう りずらい状況にあります。軟毛の脱毛を開始してしまった忠者の

ちにガーゼの置き方の工夫により、私たちの肢簡脱毛術が少しス 対策は Eうすれば良いか、取りあえず時間がかかることを再指導

ムーズに行 λ る糠になったので報告します。 しなおして、絞けて脱毛しているのが現状です。よL、対策があれ

ば他施設の考 λ方を教λていただきたいので、症例をぬ示し報告

5 新E!? ーダジェット XL注射iS使用でのl麻酔法 t 従来の麻n/t~法

の比較

いTこします。

f/.'.'I-クリニアク 坂 J..I:Htc 9.広範l国j;101ft'の聖fti白石iJ日l

今一般に使nr されている麻向島法を者手とする.'~\-1号は多いと忠ぃ ゃんべ}ji，可料クリニ yク111米英 (-1也

ます。 そういった人のために、外科的治療や皮脳科治療で11ft、ら 絶縁針 JJ且10術が汗及して以米、j;101，i，の脱色治療iまMiJ;:な効果

れ成*が 1'.がっている、針を使わない新引っーダジェット XU七射 が斜られるようになった。 しかし広範l川の多毛使では、作部伎の

2与を、"1医院で購入し従米の麻昨法との述いを、比較実験しました えのよ長は俳られても ?fi試でWII日1が選延して全体の完治にはモらないこ

ので、報告させてレただきます。 とがj;t、。1，ElYIJをあげてその問題点についてilliべる。

6.特殊部位の写真構凶の統一 10 脱毛術則自治症例を作 らないための_[夫

ちぱ主再形成外科クリニアク本常美香{也 徳ね皮フ科クリニ ック 古凹サチコ

うなじ、まゆ、もみあげ、ひげ等の脱毛は美存{ドJ要肉が大きく、 而'Ifiilわれわれは、脱毛.'J;，者向けのP05"c'.カノレテの重要性につい

脱毛の結果が忠者の想像していたもの t違う tいう トラフソレが刊さ て発表した。I年後の現在、その中で故も役立っているのは、 問題

じやす L、。今までは単に本日脱毛する音11位を撮るだけだったが、 点一覧表であった。多数の症例を経験するうちに、 !日l稼の問題点

うなじ、まゆ等は左右対称て、2つのパランスがあり全体的な写真が または注意すべき点の繰返しである ことがわかった。時間節約の

必要なのではないかと思った。 そこで脱毛の経過の把握、 忠者の ため、最初からよ〈ある問題点を記載したものを作成し t~ i:ニみ、

説明のため、うなじ、その他特殊部位の写真の精図を検討したの 若しく 便利になった。今|口lは、現在本院で使用している最新版の

で発表する。 問題点一覧表について紹介する。

-テーマ演題

7.脱毛1$T難治症fYIJのー{卵l

づ庄d、科医院 ~tlJ~~r:持(-1也

症i卵lは、 18才、立;性。下腿の自己処flVi去、[;孔一致fトの約f)f:や

丘疹がUI.来、色素沈lfを伐して軽快していくニ tがよくある 111で

あった。534、.111，力6、lf少11"1て脱10開始し、 lケrJl::J隔で施行した。

効果不充分なので、 101"111からC35に変与としたところ、，1，'，1:状色よ沈

汗がJrlij!11したため、 lipl-/I-J休止した。l年後2["IIJ見℃したが、 色来it

務者二 i明のため i*JI:. した 。 以近 l il二3ヶ月振りに来院したが、 色J~it

J斤も消退し、伐っている毛もまばらになっていた。 また、脱毛再

開lする 'f-jf:である。色素沈着に対しては、ホワ イト ニングクリー

ム、 ViCI人lJJA療法を行っていた。
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投 稿規定

Hair Surgery & Medicine 

投稿規定

L 原稿の種類と 戸、l脊

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

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)、!京二符、

症例l報告、治験論文とする。

内容は、 原"IJとして毛に|期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、 H本医学:脱毛学会会員とする。ただし編

集委員会の認めた場介はこの限りて、はない。なお、非学会員(共若

者を合む)の投稿については受埋しないことがある。

3.原稿の受十!と掲載、 別IIIf

(1)投稿規定に従っていない原稿は編集委員会におUて受砲しない

こともある。

( 2 ) 受け付 けた JJ~l杭の探符 /ì編集委n会において決定する 。掲載決

Aした!日lf;;)はh:ll!lJとして返却しない。

(3) I日[Ul J と して版析は論文として未発1i.のものに似る 。 本~.r.mMH五

はf也誌への転載を祭ずる。

(4) fl):fr:.)論文の!京;昔、 lrU0J報代、治験朝tf守/i、1800字以|人!と する。

依頼!以析については、 3600'ド以|人!とする。位|表はその'1"に合め

るも の とする。

'Efnは、原fPJとしてモ ノクローム写nとする。投441論文の!京;耳、

症例l報告、およひqti験報告は6点以内、依頼原作i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、!京MIJとして刷り」ーがり 2京以内は無料 tする。た

だし、規定を越えた分については、'A賛を符者負担とする。ま

た、関・表については写植が必要な場合は、著者負担とするこ

とがある。

(6)治験論文については、全て有料とする。

(7)総説論文は別怖を100部作り、il(JIIは無料とする。その他に関

しては有料とし、 50部を tjl.{:r.として;命文投布引l!jーに111し受ける。

4.校 d二

(!í: ~円校 l正は、 IJ;(WJ と し て 1 1"1 のみとし、ぷ柄、組版の ZL りを前 す

にJlめ、 r'H干の ，1:きかえは，:i午きれない。

5.1Fムt

(1)投糾に際しては、注給川紙として、題名、符.r，r，、迎絡先(校

rI:.i孟1.)先)、勤務、 Ii{r'i!二J也、'，l!:J，fj刊号り、そ の他のjj!給事項をlり1

記したJI)紙を必ず{添付すること 。

(2)以前の送り先は HairSurgery & Medicine編集局宛とし、 i'f

i#郵便て郵送すること 。

干771-01tt!.i;台市川l人l岡flJlltH長野419-3
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(3)投fr':，¥原稿(写真'/2(1，表)は原本l部、コピー2剖iを捻出することと

する。

(4)原稿はワープロ原稿とする。

(5)使刷機種をI明記してワ ープロフロッピーを添付することが望ま

しし、。

(6)外国人名、地名 はl点字て書〈 こし

(7)数字は算用数字を用い、数量の単位は下記による。C畑、 ml、mg、

時 /dl、ng、%など。

(8)原稿の第11'1: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) l:iil、表、写真は、それぞれ別々に綴じ、 11頃番を付す。写真は袋

面に番号、 1.下の);1)を記載する こと。写真の説明文は、別紙に

記す こと 。

(10)研究・疲!日j・特集論文の本文は『はじめに』、r対象と方法J，r結

来:J、『考案』、『まtめ』、『参考す文献aの!順に分けて執筆すること。

(f:刈JVo1.2， No.3 P73-74を参考

6 引fll文献

文献は重要なもののみにとどめ、本文'.1'の引HJ箇所に順次番号

を つ け、本文の木足に-11~ して次のように記載する 。

・定 rl)誌の場令は

f昨弓)~存 者名 (3 r. まで、以 卜 は、他) 題名、雑誌名、巻:ll;{{刀

頁最終頁、発行可(凶謄)

〔例J1)松永任IIt子、大右久美子、諮井智香子、 f也l名:

果皮症の臨床経過と病理組織学的所見、皮府、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)、引刷巻、版数、発行所、

発行J也、発行年(丙暦)、づ|用頁の順に記載する。

〔伊IJJ3) Stewrt SE Virus studies in human 

leuken、ialymphoma，Proceedingsof the 

International Conference on Leukemia 

Lymphoma(Zarafonenetis CJD Ed)，Lea and 

Febiger，Philadelphia，1968，152-153 

(1994'1'.4 J) 111制定)
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第12回日本医学脱毛学会総会 ・第5田中央研究会

ご案内と演題募集

1.会期 平成10年2月12日嗣

2.会場 ギャラクシーホーノレ

東京新羽田空港ター ミナノレ(BIGBIRD) 6F 
TEL 03-5757-8181 

3.会長 若松信吾(東京女子医科大学附属第二病院形成外科)

4. テーマ演題 r脱毛術トラブノレとその対策』

5.スケジ、ユーノレ 10 : 00-11 : 00 総会

11 : 00 -13 : 00 一般演題 ・テーマ演題

13 : 30-14 : 30 シンポジウム

特別講演「レーザー脱毛術について」外国人招待(予定)

14:30-15:30 シンポジウム 「レーザ一脱毛術の現状と将来」

15 : 30-17 : 00 懇親会

6.参加申込規定

1) 申込締切日

2)参加登録料

3) 振込先

平成10年1月30日佳)

①振込による前登録の場合 : 10，000円

②上記以降 ~当日会費納入の場合 :12，000円

③会員懇親会費 5，000円

三和銀行 三河島支底 普通預金 3694951

第12回日本医学脱毛学会大会長若松信吾

7. i寅題申込規定

1) 演題発表形式:テーマ演題および一般演題

2)演題発表時間:持ち時間は約10分です。発表5-8分、 質疑応答2-4分てやす。

3)演題締切日 : 平成9年12月15日(月)

4) 申込方法 ①演題発表形式をご記入の上、250字程度の抄録とあわせてお送りください。

②抄録は、タイプまたはワ ープロ等を使用してください。

③ スライドは単写 となります。

※必ず書留便(簡易書留可)でお願 L、いたします。

8.演題 ・参加申込先および問い合わせ

日本医学脱毛学会事務局 TEL.FAX 03-3810-1512 

9.寄付、プログラム広告、器械展示等のお申し込みは上記事務局 までFAXでお問し、合わせくだ

さい。
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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

日十

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。

!7lememd 
肌モデル図

i.ot.*円フア〆デーンヨ〆だけで フェイえチエ〆ンヤー全スプレー ソフトエアロベールが形成され
li 肌のI;~lを的 4二由る棋は すると、瞬附ニフア〆デ円〆 るがで ~LIIUJ制J e';1捕まリ リメモ・フェイスチェンジャー
ィ、 ..f舵で r'I";l'.Hこ~.，)ゃれ、 がカプセル化され ヲラ，H..:;，る ウリアミストタイプ

KEN?RODUCT 

50mi 9，800円(税抜)

(王怒酎[刷ロイヤル引ーミルクプロテイン何軒、テi川E合)

無香料・無着色アレルギーテスト済み
すべての人にアレルギ-ff8~'~νu、ヲわけでU~リ3ぜん

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。

.お問い合わせ、資料請求は ケン・プロダクツ株式会社干106東京都港区西麻布4-8-31レジデンス西麻布401TEL.03-3409-5150(代表)



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士が所属し、かつある一定の条件を満たした医

療機関の団体です。

もし、皆樟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L'。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

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


