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lvlωUCH 
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

おりますので脱毛には最適です。

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。

絶縁針を使用し、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圃 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。

サイドレールを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。

一一

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間 FAX03(3943) 9007 
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巻頭 言

脱毛今風事情 と所長の希望

.(~lll ，it療所・所長神山五郎

rjk久脱毛」というが、本当に「永久」に毛が生えなくなる ようにできる?

もし文字通りそうであるのなら、この髭を毎朝剃るのは面倒だし、その

うえ自分の皮!前は弱くかぶれやすいから、髭の部分fごけでも「永久11見毛」

してしまおうかなー 神111さんどう思う -などというご感想が「永久11見

毛」診療をやる私の耳に入ってくる 。

このように男性からも「永久脱毛」についての コメン卜が発せ られるの

が、この頃の風潮らし L、。勿論、「永久1I見毛」て?受診される方々の男女比

はl対10くらいで女性の方が圧倒的に多いのである。

さて、男らしさのシンボノレであった毛髪を脱毛したくなるのは何故か?

このような質問を文化人類学的に答える とすれば、これは大変である。

しかし、手短に答えるとすれば、 これは簡単である。要は、彼女が肌のツ

ノレツノレを好むからであり、毛深いのはキモチガワノレイと 宣(のたま)うか

らなのである。そしてさらに、 11主氏は彼女に嫌われたくないか らである。

私などから見れば、実に立派な胸毛をも った青年から、「この胸毛が濃

すぎるから脱毛して欲しし、」などと訴えられたときには閃惑する 。何故な

らば、そのような青年では、濃いのは胸毛fごけでなく、腹部にもかなり

毛が省集しているからである。結局「永久脱毛」に莫大な費用と時!日!とが

かかるからである。それだけの費用と時間とを脱毛以外の自己実現(，、き

がL、)目標に転用されたら良いとつい思ってしまう 。 それで困惑する訳。

私の頭の方ぞ切り称えればよいのではある。

結局、価値観の多様性などと、「健康生きがし、づくりア ドバイザー」の

養成講習会て受講したことを思い出しながら、対応(カウ ンセリング)し

ている。結論よりも、真剣に対J応する こと自体に意味があるようである 。

自己決定をなさり、晴れやかな顔て診療所を後にしてし、〈来談者の姿を

拝むのは、楽しい。

一方、女性の脱毛希望者の年齢・職業の I~ü; は昨実に広がってきて いる 。

買物の帰りにお子様連れてこられたり、あるいは「私が先に 11足モし、良け

れば、娘にやらせた い」とおっしゃるお母様もいる。「安心し て水泳がて

きるようになった」と述懐される OLに幸あれと思う 。

きて、 Ll下の所長の目標は、看護婦である 『認定脱毛士』が;看護の立場

て脱毛の研究をすすめ、看護界の種々の学会でその成巣を発表されるこ

とである 。 その後、口頭発表時の質疑応答内容をも合めペーパーにまと

め、右lii金・心理などの学術雑談に投稿される ことである。



総説

多毛症のホノレモン療法
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1. 多モ11Eとは

-多毛症

-ホノレモン療法

・PCO

多毛'1ft:とは女性の顔而や{本幹に射性ホノレモン(月IJ名、アンドロゲンと呼

ぶ)依存性の体毛(硬毛)が発IIーしたものを指す。成因は一部、副lfT、卵巣

の臆協を除き 、大部分がアンドロゲン感受性が充進している特発性多毛

症と多嚢)1包卵巣症候群(PCOとl呼ぶ)である。(閃1)通常、多毛の程度を

，'1'，米る限り客観的に評価す る)j法として、 Ferriman&Gallweyの多毛ス

コアが丹1¥、られている。 (13<12)対象部121:はアン ドロゲン依存性の強い部

位(主に顔l而や身体の'1-1央部)であり、9ヶ所に分けて体毛の発育程度を観

察し、 1-4.'三までスコアを1.Jけ、総言1'8.'.7.以上の場合守多も症と診断し、

薬物(ホノレモン)療法を行っている。 (図2) したがって、多モ女性の多く

が悩んで、いる問肢末梢部の硬モは比較的アンドロゲン依存性も弱〈、後

述するホノレモン療法の効果は余り 期待できない，)0 (このような部位はJJ見

毛法以外に良い方法はない。)

2.火性のアン ドロ ゲ、ン滝生源と硬毛の発ノ1':機序について

女性のアンドロゲ、ン産ノI=:淑は副腎と卵巣てがあ り、L、ずれも '1'枢(視床下

部-'f霊体)系を介してアンドロゲンを産生分泌する。Jf1111]に分泌された

アンドロゲン(テストステロンなど)は大部分が性ホノレモン結合蛋(-1(SHBG 

と呼ぶ)と結合して不活性111で存在し 、アン ドロゲン作m~ケ発揮する の は

全体のがJl%を占める遊離型テストステロンである。 この遊離型テストス

テロンは火性のアンド ロゲン棋的剥l織である皮府組織に迎ばれると、皮

!内の組織':1'に多〈存在している5a還元静素(レダクターセー)の作)lJを受け

て、足にアンド ロ ゲン治性の 'J~! ~、ジヒドロテス ト ステロン (DHT) に転換

され、毛嚢にイ子在する DHT受作体に結イ干し体毛の発育(軟主→磁毛)に寄

与する。 (1X13)

すなわち、卵巣(主に PCO)などか らのアン ドロゲンの産生分泌が克進

すると、血中の SHBGレベルは低 下し、逆に遊離型テストステロンレベ

ノレが トー界してくる。

3.アンド ロゲンの産生分泌過剰卵巣とは

高IJ行の疾患は稀て"あり、またこ の場合多=[;'IfEは思脊則前に発'1，'1:するこ

とが非常に多い。 したがって、大部分の多毛症は卵巣rl1米の疾必による

ものが多〈思春期になって初めてれ千lくことが多い。'1'で、以も1e宅頻

3 



度のt~ ~ 、のは PCO(特に PCOに肥満、不妊を合併しているものをスタイ

ン・レーベンターノレ症候群υ乎ぶ)であるが、特発性多毛症(YJ経周期は整

のことが多L、)と診断された症例の中にも最新の超背i皮Bースコープで観

療すると PCO類似の卵巣を発比する こと が多〈、 Franks教授(英国)の

調査2)によると 実に多毛症患者の90%が PCO症候群であると判断してい

る。PCO忠者では特に脳下垂体か ら分泌される賞体化ホノレモン (LH)のレ

ベノレが高く、卵巣1m質への刺激によりアンドロゲン分泌li増加し ている。

また PCO卵巣から直接、アンドロゲ‘ン産生分泌が充進していることも証

H月されているけ。

4.脱毛症のホノレモン療法1.3.4)

多毛症を改干与するには血中のアンド ロゲンレベノレを十分に低下させて

やればよい。(顔面やアンドロゲン依存性の乏しい問肢末梢部の硬毛は脱

毛法のみで十分で、あるが、体幹部は低アンドロゲン状態を維持できなけ

れば、硬毛の一時的脱毛処理では不十分になる可能性はある。)

多毛症の診断・治療の原則については(表1)に簡単に示 した。t.:tごし、

多毛症の大部分を占める PCOや特発性多毛症に対しては各々病態生理は

全〈奥なっているが、治療法としては類似のものでよい。 (表2)

1)経口避妊薬(ピノレと呼ぶ)

PCOに関連した多毛症に対しては、卵胞ホノレモン(エストロゲンと 11乎ぶ)

と黄体ホノレモン(プロゲスト ーゲン と呼ぶ)の両方を含有した、いわゆる

ヒ。ノレ(O.c.)がよく使用される。O.c.は中枢を介し、血中 LHレベノレを正常

域にまで低下させる 。また、 O.c.は卵巣性のア ンド ロゲン(主にテストス

テロンやアンドロステンジオンなど)のほかに、高IJ腎十生のアンドロゲ、ンて、

あるデヒ ドロエピアン ドロ ステ ロン(DHEA)やデヒドロエピア ンドロス

テロンスノレフェー卜 (DHEAS)の分j必も低下させる。

O.C含まれるエス トロ ゲンはJ血'1'SHBGレベノレを上昇 し、遊離テスト

ステロンレベノレを低下させる。皮膚組織内の5α レダクターゼ活性も抑え

る。また、O.Cに合まれるプロゲスト ゲンはアンドロゲン作用の少ない

ものを選ぶべきである。現在、わが国で治験の終了した新しいl時代のピ

ノレ、すなわち低用量 O.C.(例えば、マーベロン@など)は種類によって効果

に多少違いはみられるが、副作JtJもほとんどなく、投与により血中総テ

ストステロン、遊間Itテストステロンおよび血中 LHレベルをいずれも正

常・岐にまで低下させ、J血中 SHBGレベ、ノレを上昇させる。(表3)0.C.li6-12 

ヵ月投与して硬毛の減少を期待する。O.C.によく反応するのは症状発現ま

での期聞が比較的短い多毛症症例である。

2)スピロノラクトン

スピロノラクトン(アノレダクトン A$)は高血圧治療薬であるが、モ義内

の DHT受容体に競合的に結合し抗アン ドロ ゲン作用を示す。また、ミク

ロ〆ームのチ トクロ ーム P450系酔索活性をj!Pえることにより卵巣l主l来の

図3

アンドロゲ、ン分泌!c進

4 

血 'i ' S HBGi~度の低下

ι 
毛誕へのテストステロン刺激の充進

ι 
5αーレダクタ一七の誘導

ι 
ジヒドロテストステロン<DHT)合成のic進
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表l 多毛症診断・治療のすすめ方

1)問診 (薬剤j服用の有無)
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タ

JUl中PRL(↑)
EDI θ 

面IJ腎のCT(MRI)
θ I ED 

卵巣のUSTG 外科手術

にT，MRI)
8 I ED 

外科手術

/出l'N，;;.T(↑)¥ 

I遊間住T (↑)} 
下手体CT ② | θ 

白|

8 I ED 帥 LH/FSH>1-L-MHFAS(↑)
戸L ー」ー弓 卵巣のUSTG r.D | 。

ブロ毛 ク 外干しj手術 @| lV 1 1 
ブチ ン療法 PCOS r.Wff性アンドロゲン 特発性多色症

l 産↑(↑)

LH抑l制 ACTH抑制 抗アンドロゲン

(続11避妊薬 ) (デ~-Ij' ) -Ij'/ン)
抗アンドロゲン療法/ 療法 / 

テストステロン産生をt!jJ制する 。スピロ ノラクトンは低用量(25-50mg/

日)から投与を開始した方がよく、また 0，('!:の併用も可能である。

3)酢酸シプロテロン (CPA)

CPA(アンドロクーノレ@)は17ーヒドロキシプロゲステロンの誘導体であ

るが、強力な抗アンドロゲン作用を有している。皮膚組織内の DHT受容

体へのテストステロンや DHTの結合を CPAは競合的に阻害する。また、

CPAはプロゲスト ーゲンの一種であるため、中枢(視床下部一下垂体)ぞ

介して LH分泌を抑制する一方、血中アンドロゲンの代謝クリアランス

を増加させる。また、 CPAには軽度のクソレココノレチコイド作用があり、

血中の高Ij腎アンドロゲン (DHEASなど)レベノレを低下させる。CPAlj:，抗

アンドロゲン剤として単独で使用されているが、ヨ ーロ ッパ諸国では長

い間エストロゲンとの合剤(O，C: Dianne @， Dianne 35@)として広〈用い

られてきた。通常、多毛の強い場合に庁'jL、られることが多く、 CPA(アン

ドロクーノレ@、100時/日)は月経周期の D5から DI4まで投与し、 0，('また

はエストロゲン剤(メストラノ ーノレ ，デボ、シン@、20-50mg/日)を D5から

DZ5まで追加投与する。

4)シメチジン

シメチジン(ダガメット ⑪)は抗ヒスタミン Hz受容{本アンタゴニス卜で

あり、胃潰湯治療剤としてよく知 られている。皮膚のアンド ロゲン受容

体を介して作用し、毛嚢レベルで DHTの結合を阻害する。1，500mg/日、

3-6ヵ月投与し、有効てやあったとの報告もあるが、多毛症の治療薬とし

5 



ての評価は分かれている。使用する場合は O.c.との併用なども 47泌され

ている 。

5)酢円安メドロキシプロゲステロン (MPA)

PCOに関連した多[;症に対して MPA(ヒスロン@、プロベラ@)が使わ

れる ことがある。MPAは直接、"，似(視床卜古11 ド垂体系)に作)11して LH

分泌を抑制す る。 しかし、 I(IL'1'テストステロンレベソレの低下とともに、

SHBGレベルもf氏1"する。投 /j..:，t30 -40mg/日から開始する 。O.CのJI!.HIJ

に耐 えられない.':r~ おに使われることがある 。

6)グノレコ コノレチコイド

デキサメサソc ン (DXM) は同IJ'~ ' I全のアン ドロゲ、ン J正午分j必 を jfll制する 。

したがって、副作性と卯栄性のアンドロゲン分泌過剰が混在している PCO

::r~ -dには故も適している薬剤といえる。

7)GnRHアナログ

PCO :;!;'..r， にGnRHアナログ(スプレキュア@など)を投与すると、 卵巣

性ステロイドレベノレを去勢した状態にまで低下させる こ とができる。す

なわち、 GnRHアナログを投与すると高1]腎性のアンドロゲンレベノレに影

響する ことなく、卵巣性のアンドロゲンの産処分泌を著明に抑制する 。

しかし、長期間投 Ijーする;場合はl，iJ時にlUl中のエス卜ロゲンレベノレも低下

させるため、竹n~ -:I(減少を|坊ぐ、ため現在では少況のエストロゲン剤と の

i-if川療法も考慮されている。

-おわりに

以卜牟示したように薬物療法はし、ずれも多主症を完治するにはイ三 |分で

あり、また迅速な効米ーもそれ位JgJ待できな L、。 しかも、効果があ らわれ

るには少なくとも 6-12ヶJJI:lJの継続投与が必要てあり、その後の治療に

もま冬わりカTなL、。

しかし、実際にこのようなアンドロゲン依存性の多1:症の病態供理が

絞〈限り、 JJ見 1ごj去のみではかなりのH与 I I\ J と ':t~m を 必.r，に負担 させる こ と

にもなり、はとん Eの場合、薬物療法と脱毛法の必l耐強いi-il:JIJがllitf.の

}j法い、 λ ょう 。
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総"見

表2 多モ症の治療(PCO姥jl芙jr下、特発性多毛症)

治療薬

1) 経口避妊薬

(エストロゲン優位)

Marvelon@ 

l[1あたり の投与量

0.035mg(エストロゲン合有ll.C)

0.03mg EE2/O .15mg desogestrel 

コメ ン ト

Hそ療に効果がある 。

(PR/ AR結合税和性の比:

desogestrel > norethindrone 

> levonorgestrel) 

Diane@ -35 O. 035mg EE2/2mg酢酸シプロテロン 多毛症、時療に効巣がある 。

2) スピロノラク トン 100-200mg JF常血圧者には|咋圧効よいがほとんど

(アノレダクトンA@) ない。

3)昨般シプロテロン 50-100mg 多毛症に対し最も効果がある 。

(アンドロクーノレ@)

4) シメチジン

(タカ。メッ卜 @)

5) その他

デキサメサソrン

GnRHアナログ

600 -1 .000mg 正'，~if; 胃酸分泌に対し |問題になること

はほとんどないが、あらかじめ宵の

検有をしておくことが製ましい。

ぷ3 わが国で臨床治lE誌が行なわれた低!刊誌ピノレの)J日質代謝およびリj性ホノレモン ・ SHBG に &IJ.'す;;(*~伴

lY(f本 tfi験番号 血中 HDL- 瓜いl' 血中

ホノレモン斉IJ (海外ての日石川名) コレステロール テストステロン SHBG 

12ヶj-I 24ヶj-I 12ヶ月 24ヶ月 12ヶJI 24ヶjl

テマソゲ、ストレノレ ORG 5187 114.3 114.0 73.4 72.5 265.3 256.7 

(DSG) (マーベロン)

ノノレエチステロン ME 3501 100.5 99.7 93.9 96.9 138.1 122.3 

(NET) (オノレソノパム 10/11)

レボノノレケマストレノレ SHB 264ED 104.5 103.9 89.7 78.5 128.2 170.9 

(LNG) (卜リキュラー)

ピノレ投与1i'(liij値(100)に対する投与Iドの1'11)，1(1")1変化、ド(%)



特集脱℃針 の 選択と脱毛条件 一 腕 認 l

脱毛針選択の推移とトラブノレ

品1川I}，:満科安川美H古

安全で確実な永久脱毛をするために、最も重要なことの一つに、最適

な脱毛針を選択することがあげられます。針の選択によ って、 JI見毛効率

に大きな差がてます。 しかし、脱毛針はl本が高価なものであるために、

安易に交換することができなレことも事実です。 そのために脱毛針の選

択には慎重になります。

当院では、テスト JI見毛時に担当者が毛を一見すること仁より、経験と

勘をたよりにl本長lの脱毛針を選択します。

1. 当院における脱毛針の選択状況の変遷

.p;成5年5月か ら手成6年4月までの1年間に服務のJI見毛患者は173名でし

た。現段階で使用して いる針は、下記のとおりです。

S2707......13名

L3007・・・・ .781'; 

S3410 ・・・・・50名

L3510・ ・・・・49名

C3512・・・・ 1 1ぅ C3011 ・・・ 1 名

(同一患者て左右別々の針を選択する場合がありますが、合計1731うです。)

従来、肢寓脱1;1侍の針選択の基準は濃い毛には S3410、薄い毛には S2707

の2種類の S針をしていま した。しかし、平成5年2月頃より脱毛効率をあ

げる為に、初1"1脱毛l時より L針を選択することが多くな ってきま した。

また S針で脱モしてきた患者ーて、、も、針の交換時や毛の減りが惑い場合に、

L針に交換することが増えています。実際には、現在 L3007を使用してい

る忠者の約1/2t ， L3510を使用している患者の約1/4強は、 S針からの移

行です。

2. S針と L針てJI且毛効率に差があるのか?

|百lー患者で S針と L針を使い分けている忠者では、左右差が出た場合

には速やかに針の交換を行ってしまうため、どの程度脱毛率に差がある

のか明確な数字て示す ことは出来ませんが、毛のi成り方が少なく悩んで‘

いる忠者の精神IIlIを考峰、した場介、壷|を太くすることにより脱毛効率を

あけ、ょうとすることは、 一つには、安心感につながるものだと考えて い

ます。 そして、 JI見毛士官!IJからみても毛の減少という数字7ごけではなく、

L針を使用することに よって毛の質は確実に変化していくこと は感じられ

ます。
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特集悦[;針の選択1: n見℃条件 ー 肢;i¥i; 1 

3. Jl見モ針によると，思われるトラブノレ

1)症例 23歳 ♀ 

平成5年1月19日テスト脱毛。2月1日により S3410、l秒、 l回踏みて本1I見

毛開始。皮膚が非常にかたく伸展・刺入困難。左右共に300本以上脱毛、

3回目、針の亀裂強<L3510を新たに使用し、右側より脱毛始める。左fWJ

27本脱毛したところで手のしびれ訴え、中止する。(左側、脱毛開始約 5

分経過)[窒(liliの診察、 内H政治療を受け、次第に回復する。 3[ii]目より 40日

経て 4同 I~I 、しびれは、完全に治っているが、 S3410にもどし脱毛、毛の

減りが悲し 7回目に再度 L3510の針を慎重に使用する。現在 L3510の針

にて11回目の脱毛となるが、以後、 しびれの訴えなく、毛も順調に減少

してきている。

2)症例 31歳 ♀ 

平成5年6月15日、 S3410にて本脱毛附始、 1回目、左右とも 600本以上脱

毛する。3阿目、脱毛効果を期待し、 C3512を氷冷却法により使用。Jl見毛

中4陣痛強〈、膨張も 著i明。4ド'1目来院時、肢の黒ずみ(色素沈着)の訴えあ

り、 5%ノ、イドロキノンを処方。4回目、 51!']口I.:t.S3410にもどし脱毛する。

C針使用後の脱毛効率確かに良いが、怠者の矩否もあり、61iil目より L3510

に変 λ る。現在10阿M、本数的には、確;Aな減少みられるが、こ こ数[i!]、

足踏み状態にあり、我々の課題となっている。

殆どの.'a:~者I.:t.、 闘をの永久脱毛のゴーノレは毛を全部なくす こと fごと 考え

ています。

脱毛効率から考えれば、単純に、針を太くし、出力をJ-.げ、設定時聞

を長くすれば確かに効果が上がると思われます。しかし、私達は脱毛中、

脱毛後のトラフツレ防止やJ11者の痛みなど考慮した上て‘の脱毛効果の向上

を願っています。 ここ 数年の間て、スタッフ間でも、 S針から L針への

移行を考え使用していました。そして，也者には、L壷|ーを主流に使用してゆ

く結果を出しました。

だが、どんな脱毛針を使用するにしても、決して忘れではならないこ

とは、肢議神経叢から離すよう 伸展し十分手技上の注意を払う ことだと

考えています。

今後、より 一層、安全で確実に効果の良い脱毛針を検討してゆきたい

と思っています。
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特集脱℃針 の 選択と脱℃粂 f" 脈街 2 E声:::m=:I_ーーーーーーー
より 良い脱毛条件を求めて ・C事|

浜松ヒ フ門外科 クリ ニ yク 月lJL谷満寿美

l股街の11足毛は.tモ症の人限らず一般の人も多〈希望する吉/I{立です。|歪

乍"見毛の優れたえUJ栄 を一般の)jに知っていただく桁針にもなります。X、

ほとんどの.. :t~者 が股;符の毛の場合量を減らすのではなく毛をなくすこと

を希望します。 そのため引イt までそのニーズに応じ安| の選択や j必屯 II;~'聞

などよりよい"見毛条件 を求めて試行錯誤を繰り返してきました。

このより良い脱毛条f↑とは脱毛幼-*を高めるためのもの、/['，1'iの終痛

をよ り少なし、 ものにする、そしてスピー ド脱毛、 こ れらの条f午を ~ 1:I~jt:.し

得るものでなければなりません。

その'1'でも痛みの軽減、は患者にとっても "足℃をあiけられるかどうかの

大 きな問題でもありました。 5-6'1三 l拘は氷冷lP il、て/J:~者の~H'rî を少なく

するためには、より *'11(、針の)j:がよいのではと U針て試みてみました。

通屯時間は1秒。しかし、 これはも恨の太い版協もに対して通屯後の℃抜

去も抵抗あり、"見℃効果の点て‘もあまり望ましい結果が得られませんで

した 。 その後 S 針に 切り 替え、 j必 IE時間1秒で施行しました。 こ れも IH~ ~~

のも似の太さか ら考え るとややパワ ー不足であるとの結*0それに S針

I秒通電は忠才;の 打痛も結桃伴うものでありました。次に L針1/2秒。そ

れまでの U~ / ゃ S 長 | に比べてかなりの良い脱毛効果が得られました。 L

針1/2秒と SMl秒を50人位の.':心者に左右粂1'1ーを変えて施行し たところ L

Ml/2秒の方が焔みが軽いとの答 λが多<L針が凡(1'1却さ れました。ただ、

この L針はその、""時 L3007引が主流で1;械の長い忠1'i(こは長さ不足、 L4010

~ / では終怖が強〈、 35mmの針の必~性を強〈感じ L3510針が新しく加わり

ました。長さ 、太さ共に)阪街のも似にはベスト の古|ではないかとその11寺

I:t.誰もが思って いました。 しかしそ の条件にとどまらずより良い効果ーも

現れ、必者の終痛も平11らげスピーディ ーに脱毛できないかと liiili'Jきに1993

年の'1'頃 より注 |一|し始めたのが C~ Iーです 。 今までは C 針は川l麻の針とれ

じ、氷j令却ていは{史川しないものとしていました。C奇|のみにて以前から氷

冷却脱毛術を試みていた当山形成外科の松村 さんのアドバイスもあり、

少し実験的に施行したところ効米ーが良〈、 1/4秒通電という ことで'Mみも

思ったよ り軽〈今年度より当クリニックのIR~慌の新忠に対し こ の条1'/ーで

試みました。今年4月初旬までの版慌の新/[¥40人に刈 し、 比較的制t、主の

人以外liC告|にて施行しました。第l凶 目の脱毛を分析してみると悩みが

以前の条件に 比べて楽であると い う結果がてました。痛みのJ主介い

を+十、十、士、 と4段階に分け、 は局麻での焔みなしの場介、ノk冷却
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特集 I1見 1こ針 の選択と脱[;条 件 一 服 ;\~ 2 

の場合は、 + +、+、±の3段階て、今までは十+の方も時々ありましたが、

今年に入ってか らは++はなし、 +と±の剖合は1: 2の割合て ±の方が多

< 1I1i1の冷却で5-7本以上は11足[;'可能という ことがわかりました。又、

1/4秒通電と いうことで111寺11¥1の脱1:本数の平均も少し増え、(初回脱毛

11時間平均472本)スピー ドのIfuからも 卜まわってきました。肝心な脱毛効

果に|射しても終了まではまだ結果がwていませんが、 l回目→2回目の毛

t itの平j~)減少率48. 5%です 。

まとめとして、現在までこ の脱毛条件で施行して良い点は終痛が比較

的栄である、スピーディーな11見毛が可能で.ある。難点としては針が太い

ため経験の浅い術者にと っては右手の力を抜いての針挿人が艇し L、。通

屯後のもの抜去に少し抵抗あ るときがある。これらを総合して今後こ の

条f午が今 までの ものよ り良いも のがあるかどうか追ってデータをと って

いきたい と考えています。

-幻')*の良L、I例を佐似l写真 とその11足毛経過の表を掲載します。

古十 ，'1'， )) 1並7五時間 脱毛数字奪痛脱毛H寺悶l

l回目 R 硬毛 C3512 5.5 1/4 x 1 526 + + 2h 45m 

2/26 軟毛 L3007 " 1/2 x 1 137 + 
L 硬毛 C3011 " 1/4 x 1 465 O:t 

軟毛 L3007 " 1/2 x 1 86 

2伊l目 R 硬毛 C3512 6 1/4 x 1 109 + + 1h 10m 
3/28 軟毛 L3007 " 1/2 x 1 134 + 

L 硬毛 C3011 " 1/4 x 1 110 O:t 

軟毛 L3007 " 1/2 x 1 125 

3111111 R 硬毛 C3512 6 1/4 x 1 89 ++ 45m 
4/26 軟毛 L3007 " 1/2 x 1 71 十

L 硬毛 C3011 " 1/4 x 1 77 O:t 

軟毛 L3007 " 1/2 x 1 99 
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特集脱 1三事|の選択と 脱毛条件 肢符 3 E，_回~..............  ..  

!肢窃の脱毛経験 ・l向者

州山見守十形成外科医院 利|悶 11頂子， 金子恵子， 倉持菜子

1. はじめに

我々は、平成2年10月から平成5il二12月まで、 3i手2か月間に肢街苦11脱毛

102症例を経験した。その内、IJ見毛終了者li20症例であった。 これらにつ

いて脱毛針の選択、 目見毛粂f牛の変化、l悦毛効果を検討し、ついて、最近の

脱毛針選択と脱毛粂件について報告する。

2.脱毛終了条件

)J見毛終了基準を初同)悦毛H寺|首1が両fJ!iJl時間以上の忠者を対象とし、軟毛

)J足毛を含めIJ見モ時間が両f)!i]15分内となったl時点て'終了とした。

腕主術部脱毛f心将102症例の内訳は

・版協)J見毛開始者数 ー ー102名 ・初回1時間以下の患者数・・ー 15名

・現在脱毛継続中の忠者数…27名 ・中断された忠者数・…・ …38名

・IJ見毛終了忠者数・・・・・………22名にの内2症例については記載不備の為

倹討症例からはずした)

脱毛器は IMEHR5000を使用。

IJ見毛針は絶縁針 U3408 S3410 L3007を中心に使用した。

3.脱毛終了者20症例の検討

表に示した如〈、各症例について、総脱毛回数、使用した針の種類と

使用回数、左右目夜簡の初回脱毛数と i批判見毛数、総IJ足毛時聞を示した。

症例番号は脱毛開始の古い 11阪とした。

各症例とも附始時のIJ足毛条例は、 jif!~五: 1時 li1J 1 /2秒 -1秒、出力6て"， 2-3 

回目には、全仔1]1秒、出J)6で施行した。毛iiiが減ってからはl秒、出力6

でさらに効果を高めるべく 2方向車IJ人を施行した。

4. 結果

1)脱毛終了者20出例の予均IJ且毛同数は13回であった。

2) IJ見毛終了名，20症例の平均IJ足毛H寺|日lは13時間であった。

3)総脱毛匝|数は U針、 S針の使用割合が高い程、脱毛回数が15-22と平

均)J見毛回数より多かった。

5.最近の針と )J見E条件の傾向

)J見毛1m始当初は U針、S針を使用し氷冷却にてIJ見毛を施行していたが、

11見1; 1~日始者 102名 の '.1' 、脱毛中断者38名と、 37%の多きを数えた。 ~筒に

限らず脱毛施行したが途中中断した忠者へのアンケー卜により、故多中

断理由が、高料金と廃痛であった こともあり、また組1~、針より太い針の

)，がIJ足毛回数が減る傾向に あったこともあり、終Mの強いケースには積

極的に局所麻酔法を行っている。また、氷冷1:PI民主における C針の効巣

報告もあり、数例に試み始めた。

最近6か月のIJ見毛針と脱毛粂件は(‘11.成 6年5Ji引.{E 対象者37名)

・L針・・・ … …一18名 ，'1'，)) 6 11寺|品]1/2-1秒

12 
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.c針… ・ …ー 8名出力5-6 11寺附1/4-1/2秒

・同所麻酔………・・…….6名 出力6 時間I秒

・氷冷却十局所麻酔(痔痛が強L、時など、時々局所麻酔を併用する場合)

.5名 出力・時間は上記に準ずる

これ ら最近行っている脱毛方法による効果の違いについては、現在l明

らかなデータは得られていない。今後の課題とさせて項〈 。

6. 考察

Jl見毛を始める際、針を選択し 11足毛条件を設定する。 これは誤った針選

択、脱毛条件により熱傷般痕をつくらない為てあり、より良い効果を得

る為である 。

副作用はなく、より良い効果を得る為に告|の選択の基準となるものは、

針の太さと長きである 。

今回、データをまとめてみると、針が U針から L針へと太くなるにつ

れ、効果が良〈脱毛回数が減る傾向にあった。 しかし太い針の方が効果

的であるといっても、長さがあわなければ毛乳頭を完全に破壊できず、

脱毛効率は低下する。毛根の長さにあ った吾|を選択することが、脱毛効

率を上げる ことに大きな役割をしている 事はし、うまでもない。

また肢;街部は他の部位と異なり、毛流が躯幹似11・中央音11・末m刊[11でそれ

ぞれ異なり、特に中央部は毛流が不定である。毛j夜、毛根傾斜の把擦が

不十分だと効果的な脱毛が行ないにくい。手技により効果が左右される

ことも 考えられる所以である。

現在、多くの研究結果から、脱毛に効果的な脱毛針と脱毛条件の選択

が、次第に確立されつつあるが、患者の個別性(毛流・毛の太さ ・毛根の長

さ・終痛の程度・皮膚状態)に合わせ、より効果的な脱毛を行なうことが大

切であるヒ忠、われる 。

総脱毛時間

27時間

10時間50分

23時間

191時=間15分

11時間J45分

8時間30分

141時間15分

1811寺|悶15分

181時間)45分

1011寺!日1

19時間45分

10 1l~'ltrJ 

14時間l

10時間15分

9時間45分

15時間15分

5時間15分

8時間15分

6時間15分

3時間15分
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初回/最終回
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442/8 
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796/18 
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696/6 
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198/25 

134/13 

各安|の使則|日|数右
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69  407/25 
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584/15 

377 /17 

902/21 

416/18 

722/10 
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222/12 

435/20 

292/19 

185/22 

191/15 

127/11 
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一
日
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9

4
τり
一
2
一
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d

一《
b
一
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一
I
一
2
一
I

4 
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5 

総脱毛

1111数

21 

15 

22 

16 

11 

10 

症例l

U

一8
一5

日
一
日
一
凶
一
日
一時
一
日
一
日
一
M
一日
一同
一
9
一
日
一
8
一5
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3 
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6 

H4 7 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

H5 17 

18 

19 

20 

年



特集脱1:針 の 選択 と 脱モ条件 一 服 m4 E周:::D~直圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

過去の経験か ら ・肢儒l悦毛

出川フ料クリニタク 中東エ リカ，乾ゆかり， 吉田サチコ，ごEBI仰二

1. はじめに

肢翁の永久脱毛希望者は、最近の火性のおしゃれ感覚の変化・肢臭症治

療希望者の増加などにより極めて多い。我々の施設でも最近一年間の脱

毛新忠 (142名)の内、肢箭は55%(78名)と トップの希望部位である。自材、

版臭症忠者の多くは 、 現実 ，it~ L 、した匂いはなく手術適応はない。また、

手術適応と考えても忠者自身が手術を望まず!悦毛術の方を好む傾向が強

い。今回我々は肢筒脱毛における Jl足毛針選択と !悦毛条件に関して、過去

8年間における歴史的変遷と現状、そして将来に関して言及する。なお、

本頁における脱毛針とは小林式絶縁針l→を指す。

2.過去8年間の変遷

およそ2年毎に)J見毛針の太さと条件が変わ っている(表1)。現在までl液

慌のJl足毛に使用した絶縁針は、太さからみると 、K針(直後0.23mm)、L音|

(O.19mm)、S針 (O.15mm)、U針 (O.llmm)の4種類である。アルフ アベ ット順

に制くな っている。使用した脱毛器はIME5000て¥すべて出力は6ておこ

なった。

Kを十時代(87-89年)は局所麻酔下でl.0秒l阿itli屯でJl見毛をおこなった。

ある程度脱毛効果は認められた(図1)ものの、局所麻酔の繁雑さや脱毛後

まれに色素沈着を来す ことより次のH寺代へと移行した。

U古十時代(90-91年):冷却麻酔・1/8秒.61瓦|通屯て脱毛をおこなった。い

わゆる分割通定法である 。脱毛勾1)*も惑<(凶2)、終痛も人により分割し

た方が強〈感じたため、 K針と U針の'I'IMJの太さのS針を使用する次のス

テップへと移った。

S，}十時代(92-93年):冷却麻1M"l.0秒・11iih豆電。それな りの効果が認め

られた (1支13)。 しかし、上手に冷却麻li!1'を行なう こと で、より太いL針ーで

も同じ程度の終痛でより効果の良い結果が得られる ことが分かり次のH寺

代へと変った。

L針H寺代 (93-現在):冷却麻酔・1/2秒・l回通電。現在肢慌に|長lわらず

多くの場所はこの粂件で脱毛を行な っている。効果はS針時代より優れて

いる(図4)。

3.考案

狸想的なJl見毛条件とは、より効果的 な(低.fj'íJt ' I~:j処理速度)、より 安全

な(脱毛後の皮膚がきれい ・健康を111ねなし、)、より快適な(完全然焔・日常

生活非制限)という 3点である。我々はJI夜間に|長lわらずより理想的な脱毛

条件を求めて絶えず試行錯誤している。
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.J1見毛針の選択と条件

・暦史的変遷 t未来

t.:<ll 

(1ι) 25.Y!<:!t初日金時。エピヰ、フリンの彬粋で

皮l荷fil'1化反応。

(イi)l(針で21"1LI脱色後lヶJJ経過した状態。

械もの減少あり .

1~1 2 

(花)26-l'Jc刊・初診時

(イ;)U針で21"111脱モ後lヶ11経過した状態。

再生$(椛モはあ まり減少せず。

l'xl3 

(ノι)19才k性・初w金時。

(イ;)5針で21"111脱1':1主lヶ11経過した状態.

椛もの減少ある b不満足.

|叶4

(右)25-l'" Jc性・初診''''0
(イ;)L針で21"111脱色後lヶJJ経過した状態。
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従来、脱毛術研究の先進国である浜松ヒフ科クリ ニツクから教え てい

たfごいた新技術・新条件導入をそのまま忠名ーさんに適応してきた。しかし、

今後は学会研究会で提案された新技術・新条件に対しては調査委員会がそ

の都度結成され、 学会主導のいわゆる controlstudy systemが必要と考

える 。その結果については研究会や学会雑誌で発表・掲載されることはい

うまでもない。

現在麻酔含有テープ製剤(日本レ夕、、リ ー)が治験中である。このテープ

製剤と C針またはK壷|を組み合せは新時代の脱毛法としておおいに期待が

持てる。

4.結論

本院での1987年-94年現在に至る、肢窃の脱毛における絶縁針の選択

と条件について康史的変遷とそ の反省、そ して これから期待できる条件

について言及した。今後、理想的なJI足毛条件を求めて学会主導のい わゆ

るcontrolstudy syst巴mが必要と 考えた。

なお、本文の要旨は第1回日本医学11見毛学会中央研究会 (1994年5月、東

京)て述べた。

参Jj文献

])1くobayasiT. Insultaed neeldes for permanent hair remova1. Jpn J Aesth P1ast 

Surg 1983 : 5 : 20 

2) IくobayasiT. Electrosl1rgery l1sing insultaed neeldes:Epi1ation. J Dermato1 Surg 

Onco1 1985 : 11 : 993 

3) Kobayasi T.E1ectrosl1rgery using insu1taed nee1des:Basic studies J Dermato1 

Surg Onco1 1987 : l3 : 1081 

4) Kobayasi T. Electroepilation lIsing insllltaed neeldes. Aesth P1ast Surg 1987 

II : 223 

表l 過去に使用してきたJ1Ji毛を|と条件(肢笥)

年度 使用11兄毛針 手客焔軽減法 通電時間 通電回数 出力

87-89勾三 K音| 局所麻問中 1.0秒 11"1 6 

90-91年 U告| 冷却麻内1~ 1/8秒 6阿 6 

92-93年 S針 冷却麻昨 1.0干少 1I!i.1 6 

93-現在 L針 冷却麻酔 1/2秒 l阿 6 
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肢窃脱毛における脱毛針の選び方とその他の注意

セブンベルクリニ yク伏川_ijQ利子，佐藤牧子，波部純至

1. はじめに

昭和51年以来我々は脱毛治療に、大森式電気分解法の Non-Corting

Niddleを使用していたが、その後昭和62年頃から次第に、より安全で皮

膚損傷の少ない小林式 CortingNiddleを使用したも のへ と変遷した。今

回我々 は、小林式脱毛針を用いた昭和62年~平成5年までの5年間の肢術

部1]見毛治療症例経験127症例についてIJ兄毛針の形態による脱毛効果を中心

として検討し、いささかの治験を得たので、その結果について報告する 。

2.肢街部の Anatomy(特に神経分布)

腕毛の上腕内IJ!lJ古1)の皮下には肢筒神経があり、 この部分に脱毛針が刺

入され通電された場合に一過性の神経損傷を起こす事がある。 これを予

防するには、解剖学的に肢寓神経の走行を熟知し、 必要以上に深部に針

の刺入通電を避けるよう 細心の注意が必要である。次に、 通常)肢街の脱

毛時には上腕を90.C以上挙上する体位を保つ必要があり、毛量の多い患

者の場合は、片側だけでも 1-11時間30分程度の体位保持が必要となる。

肢話の長時間の過伸展は上腕神経麻療を起こす恐れがあるため、やはり

30分に一度くらい過伸展{立を矯正するよ うな注意が必要である。

3. IJえ毛の実際について

1)術前のチェッ ク

肢毛li、毛流が上腕内fWJ・肢街"1"央・胸側 と異なるため毛流を正確に把

握しなければならな し、。 また術後の トラブノレを避けるには、治療前に忠

者の皮膚炎や色素沈着等がないかチェ ックして おかねばな らな い。

2)肢;街の麻酔法について

l液慌の毛は比較的硬毛であるため、脱毛のためには太めの針を!円 L、て、

やや強めの電流を流す必要がある 。従って、脱毛時の痔痛をできるたずけ

少なくする ことが大切なポイン 卜とな る。我々 は、 この理由や比較的局

部的であることから局所麻酔を第一選択としているが、 l時に軟毛や毛量

が少ない症例等は氷冷却麻酔で行うこともある。 しかし、反而、局所麻

酔は薬剤lによるショックや注射による神経煩傷の危険を伴うので、 肢認

の解剖を型解する ことや過敏症を予防するための問診や皮内反応を的確

に行L、得る知識と技術が重要である。 しかし、こ のように症状に応じ て

無痛法を選択して、安全に無痛でしかも効率のよい脱毛そできる ことが

医療施設における脱毛の利点である 。

3)1]見毛針について

脱毛告|は月IJ表の如きも のを使用した。(表1)
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表l

S 型 ーーー-針の直径 o .15mm 

L 型目・・・・・・・・針の直径 o .19mm 

C 型………針の直径 0.23mm 
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.C査|を使用した41症例

C針は昭和62年~平成2年の期間に使用した症例が多 L'o脱毛条件ニは、

月1回の通院治療とし、通電強度8-10、通電時間1/2秒、通電回数を2回

て、行った。以上の条件にて通常へアーサイクノレが一巡すると考えられる

5回目終了時を基準として脱毛効果率を判定した。脱毛効果率は平均83.7

%を得る ことができた。C針の特徴は硬毛への脱毛効果の高さと針のコー

テイング部の剥離が少ないことである。しかし、毛質は硬毛より軟毛へ、

と変わって来る5回目のj剖奈の頃になると、針の刺入が困難となり、 C針

で再生毛率1%未満の効果を得るため平均12-16回の治療を要した。

.L針を使用した39症例

39症例中35症例は C針使用症例と同条件て局麻下て、行った。他の4症例

に対しては氷冷却j去にて脱毛を試みた。L針の第5回目の脱毛治療後の脱

毛効果率は、平均80.6%であった。また、軟毛に対しても、 C針に比べて

車IJ入操作は容易であったが、氷冷却法で行った4例の廃痛li強〈、通'ilJ:強

度を下げて治療を行 った。それでも終痛が強〈、局麻法に切り 替え を希

望 した症例が3例あった。L針の再生毛率1%未満の効果を得る ため平均

12-15回の治療を要した。

.S壷|をf史斤iした12jJE例

比較的軟毛て毛量の少ない症例に対し、 S針を使用して、局麻下で7症

例、水冷却法て5症例の計12症例の脱毛治療を行った。局麻下て行った症

例は C.L針同様の脱毛条件 とした。脱毛効果率は72%であった。また、

氷冷却法てや行った症例の脱毛条件li、通電強度4.5-7.0て他li同じ条件

とした。5回治療後の脱毛効果率は78%であった。S針は絶縁部最IJ離が多

く見られ、再生脱毛率1%未満の効果を得るため平均12-18回の治療を要

し?こ。

• C.L.S針を併用使用した35症例

平成3年頃よ り、脱毛がよりス ムースマに行えるように、初同一3回目位

の硬毛の段階はC針あるいは L針で、4-5回目以降の軟毛や生毛の脱毛

をS型壷|での併用針治療を試みた。脱毛条件は初回-4回は同様とし、 5

回目以降は生毛 も残さ必ょう脱毛を行った。C.L針と S針ぞ併用する こ

とにより 、再生毛~.fn%未満の効果を得る迄の 11足毛同数は平均9- 13凹と

‘減らす ことがで きた。(表2)
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4.結論

肢符11足色127症例について匁'1*的に11見Eするための種々の11見毛針をJlJL、

て労'J'f を比較的検討した。 また、 l悦1:法 U民jj阜のある肢;告の )J延毛11寺の ~!'t

絹法についても 言及した。

l)C針、 L針、 S針の単独使用では、 C針が-!Iiも効果がある よう に思われ

た。

2)脱毛初期は Cまたは L針を用い、5回目以降毛質が細くなってか らは S

宣|守使JtJする併用療法で脱毛効果をアップさせる ことにより 、再生毛率

1%になるまでの脱毛同数を平均9-131'IJ1:.減らす ことができた。

3))股正当者11は、もの性質と脱毛条件より、 )..j所麻酔j去が最も有効と考えら

れるが、安全に使用するための知識と技術が必要である。

. H~l 

小林敏リJ先 ' 1 :の 佐p指導の許に uじの)nt~;:'; 古1 1 の IIJí1:を経験したが、 '1と!ぷ

5" )'.から引イ1-. にポ つて は 、 古 | の破m吟ーの liijJW もあり 、同所麻酔卜.て、の JJJ~'[j必

'，l!:'Jrtll支は7-8、iJc.冷却1卜ては4.5-6で治療を行っている。 この条f'l'でも

卜分に11え℃似'1*がある 。また、 11弘主総も IME.MR.5000以外 にも事:)y機約が

111.11ているため、その機種によ って少しずつ条1'1ーを考慮する 必要があると

も考えられる。

参考文献

1) I..ilリ1[1威併の実際 州邑{三%著克誠令官(1981)

2)グランド解剖."t )';!I落第3版 訳森町戊， ~首位 1)1..医 ''jf: ~r院(1988)

3)絶紘古l'l'見℃昨I 小林永久脱毛研究所

4)車色紙事| 屯主U疑問d、によるJIl~央症及び肢多 i I'i，'，'のifilJ.t 小林敏ツJ

vo142.1079-1083臨床皮府科(1988)

ぷ2

脱毛刃'J~及率 再生率1%になるまで'の1111数

CH (41(91)) 83.7% 12-161旦|

L針 (39(y1)) 80.6% 12 -151"1 

S針 (12(9リ) )"jl保 72 0% 12-181111 

ノk冷1:11 78.0% 

C， L針 +S針 (35(yl)) CX IJ. L事!と いlじ 9-131111 
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Q &A  

質問大分皮l荷科山本社弘 このようなマスコミ本部の積桜(1')な活動方針に質成な

日本医学11比毛学会、日本医学脱毛協会、マスコミ本 協会員とそうでなレ協会以の間で、協会連常につ いて

部の関係がもう 一つ良〈理解できません。 意見が分かれた。

- 回答日小m"~脱毛'惜別手長 玉田f申二

日本医学脱毛学会(以下学会と略)と 日本医学脱毛協

会(以下協会と略)の遠い・関係については歴史的な流れ

を知る必要があります。以下、その歴史的概略です。

昭和62年l月に、小林敏男先生が発起人となって皮膚

科 ・形成外科・一般外科などの医師30手うがあつまり、協

会が発足した。小林式絶縁針 11見モ法にこt:.，わらず、よ

り良い11見毛法を研3Eし、意見を交換する場として期待

された。

運営基本方針は、医~jlÎ .看護灼iなどの医療免許を有す

るもので所定の講習を経たものが11見毛術を行なうこと、

料金は時間制を守り 一間前払い不可などであった。

その後、頻厄lに役員会・研究会が持たれ、平成41!，-に

は認定11見毛士制度が発足した。

平成5年1丹に、当時の協会福田会長が、それまで単

にマスコミ取材の窓口であったマスコミ本部合より拡

大する方針を打ち 出 した。すなわち、協会員のなかで

脱毛術を実際に、かつ積極的に行な っているものを募

り、マスコミ会員(出資金1名60万円)!:した。

マスコミ本部は専用施設設置・常勤職員雇用などで体

制を整え、各種媒体を使用した広報活動・資料送付 ・脱

毛のできる医療機関の紹介・11見毛に|射する苦情受付なE

を行な った。

維持費 li、、1'1初]は資料送付il数による迎伊;11;:訓り、1'1

てmll度であ ったが、途1-11て協議の L、3段|府市1I皮 ()-J1iri 

4・8・12万jlj)に変った。

マスコミ本書1)を連常1-11、エステティクでのIlJi毛トラ

ブノレの他、協会員であるがマスコミ本音1)には所凶しな

い医療機関での脱毛について問L、令わせ・苦情などがあ

り、マスコミ本部とし て対応に苦慮していた。また、

ちょうどその頃、役員改正時期であり次期役員就任

を要請されていた玉田(現学会理事長)が、学会・協会分

離案を提唱した。 その理!由は以下の通りである。

1)常業上の事項を取り扱う組織し学術を取り扱う組

織が同 じであるのは無理がある 。

2) 役員があまりに営業上の取扱におわれ、 11見毛îirT~進

歩させるためのパワーと l侍聞が取れない。

3)協会活動で営業上の事柄にあまりに重点が置かれす

まると品がなく、大学所属等の研究能力を持った医師I

が参加しにくくなる。 その こtにより、 1I足毛市町営進歩

させるパワーが減る。

ーj!.成6年l灯、まず協会が学会と名称変更し、学会は

常業主的fJlilluIを廃し(マスコミ本吉11は廃止)、研究・教育・

認定・雑誌発行に )Jをそそぐ ことが総会で決定された。

また、会長に東京火子医科大半形成外科教佼・者松信吾

先生、理事長に工E問、事務局長に釘'同宏子先生が選出

さ~1.t-:。

同日 午後、学会員の中て¥営業的活動・広報的活動に

興味のあるものがあつまり、(新)協会が設立された。

(新)協会の活動方針は学会とは無関係なため割愛する。

(新)協会は神山五郎会長・福田金書事務局長が選出さ

れた。事務局設備として 旧マスコミ本部を利用する こ

ととなった。

以上が、暦史的な流れてす。

一言で言 うと、予・会は医院11I・認定11兄毛土(希望者含む)

のための学術l寸|体(-戸会・学術雑誌・認定など)です。{也

)J、(新)1励会は安全な永久IIJi[;をのぞむ，IJ.¥オオーさんのた

めの広報|寸|体(広報、十汁7'i受十!など)t，ごと(新)1励会会iJ_

の一人として、わたし はJ'lj1_解しています。

呪在マスコミ本音1)という:('，称、の創|織は存在しません。
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脱モ施設11'見

福田皮庸科

スキンケアクリニック

〒 483 霊 ~l ， ll ~ i [，Ii di和民町253 TEL: 0587 56 1888 

院1< 福日 l イíH~

1. はじめに

術|壬l皮膚科は、 Ui{手[157年11月に|鋼業し、今年12年 1::1

を迎 えようとしています。本格的に11見毛を始めたのは

平成元年からでこの時、看護婦がl名、ベ ッド、器械は

2台でした。 ぞれ以来、順調に脱毛怠者が増え、平成6

4三4月にはヒフ科の2階に新たにスキ ンケアクリ ニック

を置き、現在、 7名の看護婦と 2名の受付事務員で行っ

ています。

しました。

3)テスト脱毛筆には、ベッドの他にこれから脱毛をし

たいという忠者さんの相談を受 けたり、脱毛の方法や

料金など の説明もじ っくりでき るように倒室にして、

テーブノレを おきました。

4)研修室にふ研修者が記録を書いたりできるように

学習用のテーフツレが置かれています。

現在までの忠者数は、 560名(男性55名、女性505名) 4.おわりに

てす。 脱走医療を発展させるた めに最も大切なことは、 11見

2.地理的なこ と

j工南市は名古尾市郊外の人円約10万の小石11市です。

制日|ヒ フ科はそのi_[南市の布袋1"]"という所にあります0

1'"片尾から名鉄で、20分程度の干1;袋駅から徒歩5分の場所

にあるのですが、必 i1さんの人・半が周辺の者11市の人の

為、自動車でi通院される方のほうが、多いような気が

します。 しかし、 このようなI也方者11市にある 当F完に、

岐阜県や三重県・長野県などから 1時間以上かけて通院

される方もみえます。

3.スキ ンケアクリ ニック 内について

1)当院は、 I階が一般皮膚科外来、 2階のスキンケアク

リニ ックでは脱モ t ピアスを行っ ています。 1~~2附の

受付ーは別にな っています。

スキンケアクリニックでは待介を2ヶ所して、必、:r;さ

ん同世がなるべく顔を合わせないように配慮していま

す。

2)11足も灯!のベッドは7台あり、そのうち2台はテス ト11見

ちと研修に使川しています。ベッ ド購入の際には、)，f_

を脱走する時の為に起庄のう安勢のとれるものや、りj性

の忠-d"さんの沖1力1Iにfl'って、従米よりサイズの大きな

物や!胞をのせる台が取り 付け られる物など工夫~ ;ti: ら
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毛士の養成にあると思います。当院において、過去に

偽かでも 11見毛にたずさわった看護婦が何人いたでしょ

うか。結局、脱毛tとして立派に育ったのはほんの僅

かです。

それ程、 l'見毛技術は難しく、結婚・出産を控える女性

が長〈続けるには、賎しいと ころなのです。

今後は、 11足毛士の地位の俄立と、労働条件・賃金面を

十分考成して脱毛士を育てていく ことが大切に思いま

す。

表1 脱毛忠者地域別調査

(平成6年6月現在)

江南市 120 

江南市近交11 215 

名古屋市 58 

名古屋市近郊 44 

その他の愛知県内 26 

岐阜県 80 

三重県 12 

長野県 4 

広島県

一
合計 560 



2附姐の外観

2 

スキ ンケアクリニック

の .i，;J~l

3 

スキンケアクリニ ック

の侍介弔

4 

スキンケアクリニ y ク

の受付

5 

脱℃宝

6 

n吐E司、

|ヌ11 スキンケアクリ ニックの‘!と1(lil><1

21 



雑社i

第1回中央研究会

印象記

"，t，:;rJ且引 .m't;<1 ，';"111サチコ

第11口111本l莞中脱モ学会総会・'1'央研究会は平成6"1'.5

}-j 2611束点火f-I室科大学形成外科、打松信吾教授の会

jえのも とで氷点羽田ギャラクシーホーノレて'f~トl催されま

した。存人の集まりのためか、、"1LI天気も良〈参加総

数92:(，で大変な !I~在 i兄てP した 。 ('1/兵l 、 2)

まず、オ干松教授のすは、らしいHf.1会の言葉で!f，iまりま

した。(写兵3)

-~I主演題としてき叫がさクリ ニ ック(人:1坂1m;兵 "， ひ

な f 先生が「リ}"I'I二の II('~版部の IJJL色」について非常にき

れL、な症例を発ぶされました。 1故1泣t近ザ引J上汁汁川' 1↑七性I~

己噌f哲t1者fは全凶的 lにこl1~'1J加" の 傾向にありill:~史史tE今な訪謀:!組垣1事if.頃買なの

てで、大変参考にな lり)まし fた.:0 11妃毛術直後のち:兵てt主的反

JJLSの強さをナお /J ~ しいた fごいたらより参与になったと思

いました。浜松ヒフ外科クリニ ック (，fit岡県)伊藤長忠

チ先供は「ブレンドJJ見毛議宵を受講して」というタイト

ノレでn，f:;:1災中脱色'γ・会統一の術'1:に|民!する方、イドライ

ンの作成の必安性を唱えられました。このことは会場

の多くて伐I，ilするまよ同気が感じ取られました。次に札

l悦スキンケアクリニツク(北Mi且)松本敏明先ノ|ーカir長芥

サロンの光11見モによ って熱似を受似したl(yllJという似

めてセンセーショナノレなご先ぷをされました。光JJ見1:

のIJ;U'Il(?)とそ のL、L、加減さにつき会場か らため!午、が

洩れました。このような保共の版先を司令nfした行政の

/11壬にまで話は及びました。可l皮皮ふ干利:千}川u群作児巾.!!:}む県)鈴コオ木4水ミ弓

先f生|佐三は「開院3ν"1ド引ミ斗11の、l竹i院における!脱!侃見主矢知知11>凡GJというタ

イ卜/ルレて

ラフてで9捻主刀示I示tしていたfだごご‘きましfた_ 0 JJ見1:1のLl.数と JJ足モ

，也者数は比例することは指導!として大いに感銘ぞ受

けました。また、?干段からデーター終llflがしやすいよ

うにカノレテなどの記載方法に気を門じることの大切さを

乍びました。

1f{ 仙台件 i!Î! は ;;I~ 若 11府立医科大乍I}注射人科学教本(J;(行11

1{J')LlI，fs己主先ノ1"が「多毛肢のホノレモン療法」について分
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かりやすくお話しく fごさいました。(写U4)多嚢胞'J:1t:gl;J

巣1;1:.起Vii皮診断装;;t(の改善にともない発比率が高くな

ったこと、経 11 .iJ!i': ~E艇の中には抗リWI:ホノレモン作用を

持つものとその逆に 別性ホノレモン作川を持つものがあ

ること、 '1'心性多主症の治療にはホノレモン療法が有効

なことが多い反而pq肢の多色症には無効な こと が多い

こと、 1(11.'1'テストステロンや遊縦型テストステロンiWI

定の芯;義など大変勉強になりました。医療人として 111

に多℃山を改善するだけでなく、多毛症にともなう nf

Íî~'ltのある 不妊症・ ~!'.~) 1 経などの早期発見 . lr'.~U I?tけ次 に

も心がけねばと改めて足、いました。

テーマiiri題1rn足℃針の選択と条件一服術」に関して

は3施設から発表がありました。まず、浜松ヒフ外科ク

リニ ック(il{{.1司)出谷jill対長先生が特にi.k冷却l麻酔下て。

C If，~壷|を使用するテクニックにつきご発ぷされました。

効果が優れているわれ師、技術未熟.r，が行なうと危険で

あると思いました。制ru皮府科(愛知県)安川美晴先生

はL30官!とL35JTI'の比較検討結果につき lリ1維にお話L、た

だきました。以後に私吉田が過去7イ1'-1111の徳島皮フ科ク

リニツクにおける肢鰐11え毛手技の!経史的変遷と未来を

4JtJJに分けて訴させていたた、きました。同時に普段)民主

をj必じてノ|ーじ た疑問iをいくつか提示しました。今後の

研究会・乍会雑誌を議論の場として解明していき t.:~、と

忠、います。

テーマi寅題2r脱壬忠.r，の心理とそのサポート」に|刻

しでも 3施設から発表がありました。まず、 鳥山診療所

()j.(J;O小菅久美子先生が特に脱毛時における終桶緩和

によるサポートに|県lして多面的に分析し分かりやすく

説明していただきました。福田皮!苦手‘1.(愛j;1I!l，'!-)古池明

子先生は多数のアンケート結果とその虫、J]必について提

ぶしてくれました。よ り良い永久JJえも術を行なうため

には技術的{J[lII(IIt.:'.けでなく心理的iJ[l11而からのサポー ト

(看設)が必要であることは一般者設業務とまったく 同



じfごと改めて感じました。以後は倍、烏皮フ科クリ ニ ツ

ク(徳向)TIまliljl二先生が多数のスライドを使JlJしたチ

ャーミングな発ぷて¥っかれ気味の参加名ーのliiIをリフ

レッシュしてく fごさいました。|人l終的にはその liijの発

表とおなじアンケートによるサポートについてでした。

協同l寅者のひとりとして脱毛必名さんの心理状態はま

だまだ奥が深いという印象をもっています。

今向からもっとも f:l{れた発表には 11本医中IJ足1:";;:会

研究奨励貨がりえられることとなりました。今[ulli浜

松ヒフ外科クリ ニック(静|首Jy，n伊藤美忠プ先生が役H

会で選ばれn状と同IJ1lがJ受ijーされまし 1.:(写兵5)。次の

r[ ，央研究会てやは必非そ の抗力、、 1.:1.ごけるように研究プ

ランをたてようと思いました。

11本医学IJ厄1:";:開会としてのuHJJの学会に参加γどきた

ことを大変名作に思 います。 11本|実学脱毛7・会'1'央研

究会や本誌が[It界の永久脱毛術をリ ー ドし、 [11:持に向

けての情報発信M:i也となるようみんなでがんばりまし

ょフ。

一以後になりましたが、今回研究会の設営にご尽力し、

ただいた・Jc務局長野111先生とその他の役員のhに派〈

感謝致します。

23 



指呼|ーだより

研修にあたり

.ill:;j::11叫 l鈴木盟代チ

現在当医院には認定脱毛士5名、後期終 riTl名・前期

終了者l名・研修"''1名 ・計81;のスタッフカ礼、ますが、今

までに研修を受けた人はそれ以上です。現在までの当

院の残存率は、 25%程です。

まず職安等で紹介された方が当院に l川按に訪れその

而核の際に、視力 ・車!日かい事が好きですか?その程度の

質問をして実際に 11兄毛業務の見学をしてもらいます。

この時点て‘今までの看護業務とはまったく違う仕事て¥

「こんな1t‘J";もあるんで。すね。jrちょっとねえ・・・・・・」と 需

って断る人、 f也に医院側と の粂件の相違で断る人、次

に、見学後「而臼そう 。jr輿昧ありますね。jr研修受けて

みょうかな。」等で目ijf修を受ける事になります。 そして

研修が始まり、31-111頃「とて もやっていけそうにない。」

「私にはむいていない。」と辞めていきます。これを少し

過ぎる 2週間日頃、研修はなんとか一生懸命やってい

る人でふ勤務態度が悪い、欠勤が目立つ、忠者(モニ

ター)さんに対しての配慮が欠けるなど人間的、性格的

に問題が出てきてしまい、本人から辞める、又は医院

{!lIJ から辞めても らう事になります。 こうして色々な ' J ~

を乗り越えてやっと研修が終わり今 11か ら必者さんに

少しずつ人ってもらう段附になって又いろいろな問題

がおきます。 まずスピードの問題、下腿の脱毛て総械

2台であればl台は熟練才;であり、初めて忠者さんに人

り緊張のあまり手がふるえている，'，での11見毛はかなり

のスピードの差が1'1-'.る。 それを的般に訴える忠者さん

も少なくなし、 。 しかしこれをクレームがI~~，な L 、程度に

他のスタッフでカバーします。次に、技術的?と 言っ

てし、 L、のかおもむろに「こ っちの足が凄〈絹L、。」と訴

える忠者さん。 もう 一つ忠者ーさんと l対lになった時、

脱毛に一生懸命にな ってしまい話題が凡つからずコミ

ュニケーションがうまくとれなくな ってしまう 。 こん

な司王が重なってくると研修を終了した人でも段々必ち

込んでいき辞めてい ってしまいます。
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これまでにさまざまな人と の出会いがありましたが

残念ながらよい出会いの出来なかった人も少なくあり

ません。初歩の時期で辞めていく人は、それなりの理

由で11見毛業務には向かなかったと こち ら側も納得てき

ますが、研修を終了してから辞めていった人の問題は、

これからの課題でもあるわけですが、スピード的な問

題は他のスタッフでカバーする事、忠者さんとのコミ

ュニケーションのとり方も相手がそれぞれに違う性格

でありマ ニュアノレ通りにはいきませんが、これらも実

狩!91聞が解決してくれる事と思います。

いろいろなケースで研修してきましたが、私は人の

前で話す事が大の苦手で頭の中でわかって いてもいざ

それを口に，'/'，して言うのに、時間がかかり私I.:tl、った

い1iiTを言おうとしているのだと思う1I;'jがあります。人

に教えるというより、うまく伝 λたいだけなのですが、

それがとても難しく、研修を通してこれがうまく伝わ

っていなかったのではな いかと反行していますが、そ

れでも研修者の中か ら「鈴木さんの教え方がわかりやす

く緊娠して手が震える事もなくよかったわ。」と 言って

下さ った時はとてもうれしく思いましたが半而本当に

これでよかったのかと振り返る毎日です。 まだまだ、指

導 |←として、 (1信もありませんがこれからも日本医学

脱モ下会の『安全で雌実な技術』の向上をめざし頑張っ

ていきたいと思っています。

今後ともどうぞ宜しくお限!l、します。



教育委 u会 c より

第1回教育委員会の報告

教if吾H1<I石川修一

認定脱毛士や院内指導土の悩みや、対処などを検討

する場として今まで旧日本医学脱毛協会の院内指導士

ミーテ イングがありました。現在の 日本医学11見毛学会

の中ては教育委μ会がその考えを継承する場として発

足しました。現実に院内指導士の体制は稼働していま

すし、教育委員会としては教育指導の件に絞ってより

よい指導をする事を目標とし、院内指導土が迷い無〈

脱毛指導を行えて、その11見毛及びその指導的伐をパッ

クアップするような会にしたいと考えております。

教育委員会の構成メンバーは H本医学脱毛学会・院内

指導土及び教育委員長てす。教育委員会の報告はこの

学会誌で行 L、たいと思います。

なお、今後の院内指導士1"111立や、試験制度検討会な

E体制に関してのこれからの検討は教育委員会でする

議論ては~!I，F，仁川 'I~会や認定委品会がするものと考え

ております。

日本医学脱毛学会 第I回教育委員会

院内指導士ミーテイングは今凶で71"11=1になるはずで

したが、今回からは日本医学脱毛学会第l削教育委員会

と改められ教育委員長の石川先生はじめ26名の院内指

導士の方に出席し て項きました。

内容は下記の通りです。

1.議題

1)教育委員会設立と内容

2)各施設の指導士の疑問点について

.c型事十の研修への取 り入れ方及びU針の使用状況

・研修終了後の手技チェック(似れてきて癖が出てきた

場合)

2.議事内脊

1)教育委員会

-構成メンバーについて

.111昨‘H誕6il'-5JI2611

・ 場所一一一一一 点);(~~川飛行場内会議室 (6附)

・お 111訴係一一 渋谷ヒューティークリニック

-方向性について

・試験について

・認定11見毛士更新の件について

2)研修

. c型針の研修へのIr~ り人れ方

研修て‘の針の選択及び実際業務の中で、のC針の前月jに

ついては呪在試行錯誤の状態である。

.c針の利点 ..針の消耗が少ない、 11見毛効果が良い

などあるが初診者には正雄さを欠きトラブノレの危険性

があるので各医院でテスト的に使用するなどして意凡

を出し合ぃ検討を重ねて い く必要がある。

・研修の際のU針の使用状況

以前の様にU針からのスター卜 ではな〈、現在ではS

針からの使用している施設が多い。

fl~出としてはド肢の 11えもに対して U事 i では紺lすぎて感覚

がつかめない。 MJ支も何人し自信をなくしてしまうな

どである。

このような ことからS針より指導開始し経験を経てから

除々にL針に移行していく こと でスムースーにステップア

ップできるので、はないか、 ということになった。

.'tl'tれてきて癖がでてきた場合どの程度まで基本に戻

る必~があるかということで枝々な意見が出されたが、

医学脱モの主旨としてあげられる(1)安全に(2)正確に(3)

スピーディにをすべてクリアてきていれば問題はない

のではないかという結論を見た。

大切なのは基本の形ではなく、基本の粂件を満たし

ているという ことである。 もちろん粂仰を満たすもの

でない癖は呼称った技を行うなどして基本に戻る ことが

必要である。
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I~~' ~委 il 会 t~' より

認定脱毛士制度

J!.;.i:::をHJ<イj't'illi{ (変

平成6'1'-1川1611、旧日本・|莞'刊l見1ミ協会総会において 定める。

本会の名称が、 11本医学)民主乍会に変更にな った。111 第6条(委t1会)

日本医学Il!i毛|励会の認定Il!i'lI:HJI)1立はそのまま づ|き似 認定Il!i[; L:、必定脱毛指導 t、認定!民主指導胞設の

ぐこととなった。1)えモ士it定委H会としては、名利;の 認定に|長lする業務を行うために、中会に1)比毛士認定委

変~に伴ぃ j~l) 度、帝国!!I) の文 " の変更をしなければなら 員会、 l民主指導士td定委員会、脱色指導施設認定委H

なくなり、新しい制度、細目1)念公表する。 会をおく 。

11本医学脱毛学会認定1)見主士制度

第I粂(目的)

日本医学1)見主''(:会認定1)見毛ーU)il)l:(t1;1:、 H本|医莞:字:半主

，乍、予主会(以下学会という引)会目即則lリl第4条第4t写項T訂iに基づき、 必要

にして十分な技術を持つ脱毛上を認定する ことにより、

わがl王lにおける I)Ji1;技術の進歩とそのノド準の向上を似|

り、同氏の健康と福祉及び社会ノI: j"，~の質的向」 に氏献

することを 11(1'，)とする。

第2粂 (11足色 I~の認定)

予会はこ-(:会会民のJj包設に勤務する医師、看護対、准

看護州、臨床検査技師であって'予会の認定制度にJ，tづ

き、所定の研修を1J-，、1)見主 |てとして知識と投下r'rが、 一

定のノド準に達した1"1を?事fEし、'予会認定!悦[;L:として

jZ返し、認定証を発行し、認定士登録簿に笠似する。

第3粂(義務)

予会認定脱も |二WI見も校術の向|ごと進歩に寄りし、

'}:.会の発展のために尽くさなければならない。

第4粂(認定施設及び1)見毛指導士の認定)

学会は認定1)見主指導施設となるに適した施設ぞ認定

し、また指導1'i'として技術的、人絡がJに優れた水準に

あると認められる脱毛士を認定I)Jiも桁導土として認定

し、登録簿にそ主鉢する 。

第5条(認定利l則)

第2粂及び第4粂の認定に|民lする手続きその他を規定

するために、 11本医学11見毛予会認定1)足毛士市1)皮*IIIW)を
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第7粂(必えとの取り{向し)

1:!}6条に規定する委H会の委員長は月1Iに定める車IIIJlIJに

より認定を取り消す ことができる。

第8粂(改廃)

こ の iJí l) 度の改廃は、J1~ 'J~会の議決を経て総会の;f，認

を七}て行う 。

HWJ 

1. この制度は、予成 3"f-6月231::1の 11本|匁乍1)見毛協会

理事会及び総会で水認され、 同日 より施行する。

2.この規定に|県lわ らず、脱毛指導寸:の制度が完備され

るまでの川 、 jl~. ')';会のf佐藤する施設を認定1)兄毛指導施

設とし、 1)見℃桁導 1:を認定1)見毛折導 1:として指導にあ

て、J1['Jc会が廃止をして支|勾がないと認めたときに廃

止し会Hに通知するものとする。

3. この制度は平成 6il'-1 tl 16 11 LI木|実半1)見毛協会が11

本|突7・I)Ji色学会に名称変与としたため、文言を改IEの 上、

制度ぞ継続する。

11 -+: 1~:';f: 1)見毛学会認定 1)兄 1:上認定制度制JjlJ

;;r'~ 1 i主総則

・第l条(目的)

日本医学脱毛学会認定I)Ji毛士MnWJ(以同IUWJい、う)

は、 H本医学1)足もや会認定脱毛士制度(以 下制度とい

う)第5粂に基づき、研修の細目IJならびに認定に関す る

手続きをえとめるものである 。



第2章認定11見1:1っ認定委員会

-第2粂(認定11え1;1:認定委員会の構成)

ff，IJ度第6粂の認定IJ見毛士認定委Ll会 (以ド認定委員会

という)li当分のI:¥J、fllI事会が代行する 。

・第3条(事務局)

よ.{!.定委員会の事務)，，'Jは、 日本医学脱毛中会(以 卜学会

という )1刈にお く。

・第45fc(委fL長)

認定委11会の委員長は、委nの 1-(選に よる。

・第5条(ff集)

認定委il会のm集は委員長が行う 。認定委員の3分の

lか ら会の 11(I(J 'IC項を示して請求のあった ときには、 速

やかに委il会を召集しなけれはーならない。

・第6条(議長)

認定委il会の議長li委員長とする 0

・第7粂(成 、工)

認定委fL会は、構成員の3分の2以 卜の，'I'，)市をも って

成立する 。あらかじめ委任状を提出 したものは出席と

みなすが、認定事tiーを行う場合には、委任状合認めな

L、。

-立;8粂(議決)

認定委1-1会の議決は、日J.n信者eの過半数をも って決し、

"r~ 1日l数の 11寺 li議長の決すると ころによる 。

・第9条(認定審食の非公1m)

認定委11会の議事はすべて非公1111とする。

・第10粂(議事録)

議!ICHli議長が作成し議事H平干名人2名が料名し、学

会に保ιする。

第3i，I 認定IJJ~色指導施設委員会

・第11粂(泌定11見色指導施設認定委II会のfiYf成)

制度6粂の認定11且モ指導施設委以会は認定委員会が

兼務する 。

第411 認定!民主折導 |二認定委員会

-第12粂(認定11見毛指導日it定委員会の椛1))(:)

制度6条の認定11見毛指導士認定委員会は認定委il会

が兼統する。

第51;'!: 認定!民主土の認定をLj1r.j与するも のの資終

・第13条(認定Ijl前資格)

認定!民主 I:ljlfij'ift格は以トの項 |二|を充足するものと

する 。

(1)医師、1.護M(Iφ)、準看護対(1:)、XIまi臨床検査技

師の免許をイ[するもの。

(2)研修単位(~ìíîjgJl O 単位、後期6単位)を終 f したもの。

(3)100時間以 卜.の1I見℃実技経験を有するもの。

(4 ) 日 本医学IJJ~で7・会会i1の施設内 に肋務しているも の。

(5)第15粂に定める aiU3止を有するもの。

・第14条(研修の5fcfl)

中会認定地設において、 Xは学会の認める認定11見毛

1:の指導のもとに311寺1i¥1の研修をも ってl単位とする 0

・第15条01見モの記録)

第13条第5項の記録とは次の記録を言 う。

'1
' 
ili'i 1'iの受け持った脱毛症例て¥直接1/2以上の施術

を行った山w削列について半年以上経過した症例報告。

但し、 その5t，'EWIJ '1 'には、闘を;街、および上肢又は下肢の

症例を得々 1(yll以上を含まな ければならな L、。ただし、

同一症例の!日l一部位は、 1症例としてのみ適用され、 l

名の記録としてのみ適用される。 また同-:j，l例であっ

ても部位が児なるときには、 この限 りでない。

・第16粂(研修の制1111)

第13、14、15条の規定にかかわ らず、 研修の*111目を

別に定め ることカ1，'1'，)/とる。細目は、認定委II会て定め

公ぶし、総会において報告するものとする。
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第6章 !民主士の認定の方法

・第17条(徒庁l書類)

務アtを受けようとするも のは、以下の書類を認定委

員会に徒出するものとする 。

(1)認定"1請書。

(2)第13条第1項に規定する免許証の写し。

(3)廠際ik

(4)研修単位証明書の'IIし。

( 5 )学会加盟施設のtl: $í~ F.iE fリ l書 ・ 実技経験I I，\' I: : J証明書。

(6)第15粂に定める住例の記録。

(7)審査料(審査料 1J.、審査申込書の受領の述絡があって

から速やかに学会 'I~務局に納入の こと)

・第18条(認定審介)

審査は、 1 ~IM'f1I F を受理した後、認定 IJ見毛士認定委員

会が以下の項目に従って行う 。

(1)認定IJ兄[;_I二を"，前するも のが第 13条に定められてい

る資桁ぞ充足していることを従i.H~書類によ って確Jitす

る。

(2)提lJ'I，JF矧を審査し、 必要があれば文書をも って従iJ'，

7H:類内特についての説明を求める。

・第四条(認、定結果の1通知)

-第22粂(異議"1し立て)

認定審査の結果に奥議のあるときは、本人が認定委

員長に対し定義を申し立てる ことができる。

・第23条(認定の取り消し)

以下の項目に該当すると忠われるときには、認定委

員会が調査機認し、 学会の会長に報告する。学会会長

および認定委1-1 長は、理lUI ~会の ll\認を得て認定 IJ見毛士

の資絡を取り ii'iし、認定)J見主士原簿よりその名を削除

し、認定証を返却させ、その旨公示する。たfごし この

場合、本人の希望する )J法で弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

(1)認定について過誤のあ ったもの。

(2)協会加盟施設より辺職したもの。

(3)資格を返上したもの。

(4)禁治産者もしくは準禁治産者の宣告を受けたもの。

(5)死亡し、 もしくは失綜宜告を受けたもの。

(6)学会の:r，~きを似つけ 、 又は:学会の門的に反する行為

があったとき。

(7)認定脱モ |ーと してふさわしくない行為のあったとき。

(8)学会が解散したとき。

認定委員会l主務fEの結果を、委員長名てV戸会加盟施 N1!IJ 

設を経て申請者に通知する。 1.こ の細則は、平成3il'.6Ji23日の 日本医学脱毛協会理

・第20粂(登録) 半会および総会で承認され、同 日より施行する。

認定審査合格者は所定の登鉢料を学会21 ~務局 lこ支払 2. この細則は、平成6年11)-116日日本医学IJ兄毛協会か

い、 学会会長、IJ兄E上認定委員長は認定得査合格者そ ら移行して、日本医学l悦モ学会が設立されたにあたり、

認定脱毛士号ま録原簿に登録し、 会報に公示して認定証 文 Ij; ie r協会」から「学会」に置き換え、|古!日施行された。

を交付する。

・第21粂(手数料の返還)

既納の務資料および登録料は、いかなる理由があっ

ても これを返還しない。
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雑朝i

地方研究会の

お知 らせ

下記日程で地方会が開催されます。詳 しい情報は各

地方会の研究会秘書に直接お聞い合わせくだ、さい。 ま

た、自分の地成以外の地方会に出席しでも差し支えあ

りません。

なお、本年度より認定脱毛士更新制度は点数制度に

なりました。詳しくは2号に同封し、たしました哩卓会速

報・今月号の総会議事録を参考にしてください。将来、

院内指導士・指導士の資格取得、更新にも点数は必要に

なる nf能性があります。

-北海道・東北

日時:平成6年11月6日(日) 12・30-16:30

場所:札幌r!i11]央区北条西3fU

アムコu寺計台前ピノレ8F

テーマ:(1)私の工夫 (2)苦心談 (3)自主演題

特別講ui'i:r消毒について」または「もの解昔I)J→交渉中

演題申込締切11:平成6年9月301::1

参加申込締切 [1:半成6年10月15日

世話人有企{昭俊

研究会秘書H)甘い、介わせ先):有賀昭俊

演題・参加申込先:札幌形成外科病院

〒063 札幌市西区二十四軒2条4丁目

f立ilfi:01l-641-7511 FAX: 011-643-3711 

.1対束

1'1 U寺:平成6年10月20日(利

10:00-12:00(懇親会は13・30迄)

場所:市崎ワシントンホテノレ

テーマ:(1)肢臭症 (2)私の工夫 (3)一般演題

特別講演.rアポクリン電気i疑問術』小林敏男先生

演題申込締切 FI:平成6年8片31日

参加申込締切 11:平成6年9月30U 

世話人:鈴木可

研究会秘判 (1::)，、合わせ先):宵原 tも-(-

iiii題・参加Ijl込先:弓皮ふ科医院

〒370 高山奇市片岡阿Tl-13-21 宇Jji口Jヒツレ2F

電話:0273-22-2013 FAX: 0273-22-2014 

-中部・北除

日時:平成6:11'-10Jcl13日(柄 13:00-16:00 

場所:名前出逓信会館

テーマ:(1)))見壬前後に使用する薬(前投薬・外用薬)

(2)一般I)ii題

特別講演・なし

i負担申込締切口.、11:1反6年8月31日

参加申込締切日・平成6年9月30日

世話人:福田金寿

研究会秘書(問L、合わせ先):松田有希

演題・参加申込先:福山皮J育科

〒483 愛知県江南市布袋町東253

電話:0587-54-1148 FAX: 0587-56-1203 

-関西・中間・四国

日時:平成6年11月6日(日) 10:00-15:00 

場所:サンピア大阪(大阪南港)

テーマ:(1)私の工夫 (2)トラフソレ対策 (2)一般演題

特別講演.r肢符の皮膚疾患』玉凹伸二先生

j寅)題申込締りJU:平成6年9月30日

参加申込締切 11:干成6年10月15日

世話人:衣笠粁雄

研究会秘書(仰い、介わせ先):山下車I=i子

演題・参加申込先:き叫がさク リニ ック

干542 大阪市111央区凶心斎橋2-6-2

大烈lf.~クリニックピノレ3F ' 4 F'5F

fEZ古:06-212-3000 FAX:06-212-3001 

-九州.irlJ縦

日時:・li成6il'-1l月22EI (火) 13:00-17:00 

場所:大分東洋ホテノレ((-定)

テーマ:(1)永久脱毛のトラブノレとその防止・対策

(2)一般演題

特別講演・ 『知っておきたい「毛」についての基本的な知

識』皮府科専門医→交渉中

i寅題申込締切 11・、|王成6年9月30日

参加申込締切 11:平成6年10月311:1

Llt話人:LlI木ft弘

研究会秘書(1::1い介わせ先):山本貴弘

演題・参加J:j:J込先・大分皮膚科

干870 大分市111火Illfl-5-25 新大分ヒツレ3F

;屯3古:0975-35-2544 FAX: 0975-33-1130 
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総会議 ' I ~ jま

94年度第2回総会

総会での報f号事項

1.人会令設定

新規人会者より、年会費の半額(正会員l万円 .ilE会員

5千円)を入会金として徴収することに決定。

2.新規人退会

新規 I ，~込4名中2名が人会主r: l_~1席理事全員の;f，mのも

とに認められた。2名が保留とな った。以tiri保f't?Ijlの者

に|剥して再討議された結果l名が入会を認められた。退

会希望者が3名あ った。

結果会員数It、正会員が120名、准会ilが108名、候

補会員が49名の合計277名となった。

3.学会雑誌発行進行状況

本年4月111に創刊号を発行した。il.. it1'.会員すべて、

国会図芥館、全凶大学医学部皮j首科・形成外科医局あて

に送付した。名簿作成にてこ ずり、准会以への送付が

遅れたことをお詫びした。

4. 11見1:1-:認定試験制度導入

詳しく ジャーナノレ2号総説f1l見1:-1ゴ認定制度の引状と

近未来』に拘載。将来(1-2年後)委員会を形成し、作

方而から委員をつのり充分な議論進めて行くこととな

った。委員長は野田に決定。

5. 94・95年度研究会(若松会長).:fljf事会(王問問事長)・

11足毛ー|コ認定委員会(有11委員長・代玉田)日程

研究会は年2同開催することに決定。千joH'1は点京てが

令体的な研究会。あとの1凪は各地でブロ ック>;11に地方

会を開催。地方会を持つ理由は認定11見主上資絡更新の

為の単位を取りやすくするため。地 }j会のブロ ック}l11

と94年度開催世話人はいろいろなな凡がてたが本人が

いないことには決定でできず、理事長が一任する こと

とな った。会Hであればどの地方会 にも ，'1-'，席可。なお、

地方会は学術大会のためのも ので、 111協会時代のよう

な支部ではないことに注意。

95年度，'，央研究会・総会は若松会Hが責任者に選lP，

された。研究会事務局は野同理事。

思!玉J ~会は第3回を 、 認定委討会開催日 の7月 30 日 に 111'

会することとなった。94年度はもし、年内にもう 一度
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.11 時 平成6年5月2611

・場所 見EJi〈羽田ギャラ クシーホーノレ

・:JI.J.'前打一一一一一一一18名

・委任状f，'t!l'，-/'i- 60名

認定委員会が|品川'されるならばその時に持たれる予定。

認定委員会は7rJ30日に東京で開催されることとなっ

た。 また、今lυ|よりはじめて交通費が認定委員に支給

されることとな った。年内にもう 一度認定委員会が開

催されるかどうかは未定。

6. 認定指導施設関連委員会報告

認定指導施設の逆常にともなう各種の問題点につき、

理事会のHiiに聞かれた認定指導施設関連委員会での話

合いの結果について野111委員長から説明があ った。詳

しくは桁導施設関連委11会t.::より参照。

7. ifi験委員会報告

呪在、治験中のタグチの脱毛器械について野|王l委員

長から 中間報告があった。治験の金額を11'1ニにつ きl施

設20万fll、:学会発点・'γ:会雑誌発表施設に20万円、雑誌

編集局に1ページ5)jl'l1:. j決定した。

治験にともなう忠ずiさんからいただく/代詩書を事務

局が作成することとな った。

8.教育委H会幸lift7

院内指導 1-:H1I]1交の現状と問題点につき 討論された。

院内指導士研修(浜松)を3日間受けたら即院内指導士と

なる点のliilJ姐が折摘された。院内指導士の認定・更新に

試験制度導入が提案された。次回母!事会でもう 一度話

し合われる r定。

教育委H会はあくまで11見毛技術の教育方法について

の検討を~1 iなう場であることが再篠認された。

9.乍会研究奨励賞

f手ijo'.j'央研究会でも っ とも優れた研究発表をしたも

のに奨励賞(賞状、高1J1't1万Pl)、HAIRSURGERY & 

MEDICINEで年間にも っとも優れた研究発表をしたも

のに奨励'n('l't状、高11'1'07j円)が送られることとなった。

10. 認定11見毛 1-:長e:新iI日lJ支変更

従来規則では、 2イドf立の更新に必要なものは、干在E絡証

明.初研f失失-会，'1-'，リ!川席目市1日日i雨副託il正EI吋川リ川lまたlはま5症例のfl 

以下下-新制!皮主。

5年毎の更新とする。克新に必要なも のは、正会員の医

療機関在籍託lり!と、所得点数5lf-flXlで80点以上。



研究会(中央・地方) IB]ft"i20点

研究会(付4中l央 .地ブ方Jο) 発表2加0点

学会雑誌発表 4刊0.'人I

fた.:1だだJご、し、 学会発表・学会雑誌発表は筆頭者に限る 。

新制度適応者はこれから認定されたもの。今までに

認定されたもの・更新されたものともに認定・更新2:11'-後

の更新の後、新制度へ移行。

准会員の毎年の会費振込用紙に所属機関長の在籍証

明をいたfごくようにする 。

11.役員について(玉田理事長)

役員数が不込。鈴木H育忠、先生を新理事として追加す

ることに決定。次回役員改選H寺は公平さを守るため、

事前立候補、郵便投票による選挙制度を提案。

12. 研究会助成令交付

学会経費または研究会会費の'-1"から、研究会を主催

した施設に助成金を出す ことに決定。中央研究会10万

円、地方研究会5]1門に決定。

13. 1'1本医学脱毛'下会発行 『みんなが知りたいI!見毛知

識~ 1大l記載に関して(石川理事)

~I!足毛士のバッジに|刻して、協会が発行するのはおか

しい。抗議すべき 。』 との提案。

若松会長が 日本医~(: I!見毛協会村山会長と話合い、後

1::1報告していただくことが決定。

議 長 F.回 1ql二 ⑫

(字社公会長の代理)

議事録料名人 鈴木 弓 ⑫

事務局 t~_. よ り

講習申し込みについて

子宏-n口
マ
ヤ
』

川
噌

Z'J、
j
 

b
喰
H
q

6月1日講習施設の講湾料の改正や、 1~I し込みの形式

などが決りましたが、まだ官{れないこと ですのでとま

どいがあるようです。

作施設へ一通ずつ配布をいたしましたが不足ですの

で、近く申込書 をまた院内指導士あて院内指導の通知

や報告書と配布し、やりやすくする予定で、す。

尚、 1-1
'込書はI人につき I枚となっております。受講

日が決まりましたら、 氏名・医院名 ・日付をはっきりと

明記の上、事務局へ FAXにて術l述給ください。
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t止制脱 Z主

Hair Surgery & Medicine 

投稿規定

1. ，以前の概要nと|λl存

Hair Surgery & Medicine( I~ 本|去'芋脱毛'井会機関誌)は、 F記

論文を掲載する。

役稿!東和.ilJ、総説ないしそれに準ずる論文(依頼141縞)、!京 片¥

症例報告、治験論文とする。

|勾平手は、 U;jfllll:して毛に1)¥1する外科的治療をあつかったものと

する。

2.投稿者のi.'H'1i

投稿1J、/);(Jlilとして、 n木医学脱毛.'主会会以とする。たどし編

集委rt会の認めた場合はこの限りではない。 なお、 ~I" ïi・会lW~著

名ーを~む)の投稿については受理しないことがある 。

3. Jjj(.f;:1の受十!と拘紋

(1)校41i焼定に従っていない!点稿は編集委H会において受用しない

こともある 。

(2)受け付け た原稿の係低1J編集委11会において決定する。掲載決

定した!京品r'"jは即日1Iとして返却しない。

(3) Jj'日Jlil1:して原稿は論文 tして未発去のものに似る。本i志掲載後

は{也誌への転載を祭ずる 。

(4)役制論文の際 比二、症例報告、 tfi験報告は、 1800ド以内とする。

f配中!l/);q誌については、 3600字以内とする。r:xjぷはそのI.j'に合め

るものとする 。

写J*は、 l点lIil1:してモ ノクロ ーム写兵とする。投品川論文のl京計二、

続例報代、および治験報代IJ6点以内、依頼h;I稿は12点以内 と

する。サイズ1Jサービス版純度の紙焼きとする 。写兵は文字数

に合まない。

(5)投稿論文は、 1)日ffllとして刷り上がり2["(以内は無料 とする 。た

だし、 脱Aを占星えた分については、った裂を 符1'i負担とす る。ま

た、|刈・ ぷについては'与舶が必要な場介 IJ 、 ~;fí負担 とする こ

とがある 。

(6)治験J古文については、全て有料とする 。

4. 校 IE

村二将校 11ニは、原"'1として 1Iulのみとし、~筒、組版のZL りを直す

に止め、 lλl符の I~ きかえは許きれない。

5. ，1いt

(1 ) 投稿に際しては、述給用紙 として、題名、_;.>，'1'í名、~主給先(校

11 :. ;墨付先)、勤務、所住地、 .;t1 話再干け、その他のjf絡すJ~t頁を~n.月

起した111紙 を必ず添付するこ と。

(2) /);(似の送り先は I-IairSurgery & Medicine 編集 I..i 宛とし、~~:

仔i量Ilf史で郵送すること 。

干771-01!:dr.0 di川内町加賀須野419-3

I-lair Surgery & Medicine編*'..j宛

(3)投稿原稿(写J'f-!;xl・表)IJJ~j本 1 部 、 コ ピー2剖i を fJ1: :I'，することと
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する。

(4)原稿はワープロ原稿とする。

(5)使刷機利を明記してワ ープロフロ ッピーを添付す ることが望ま

L~ 、 。

(6)外lfij人名、 地名はl以下で苦〈こ t。

( 7 ) 数下 1JJ~ 月1 数・ドを J IJ い、数量の単位は下記による。cm、ml、mg、

mg/dl、ng、%など。

(8) IJ;l杭の第l項には、題名、若手F名、所属胞設名、 H本務5ヶ以内

のキーワ ード を記紋するこ と。本文は第2頁より Sき始める。

( 9 ) 図、表、写真は、それそ れ~II ~ に綴じ、iI民需を 1.1 し、本文への

何人箇所を原稿欄外に指定する ニと。写真 IJ裂而に帯号、上下

のXIJを記載するこ と。特に、大きさ、並べ方に希唱があればII}]

記する こと。

6. gj用文献

文献は重要なもののみにとどめ、本文中の引J1j箇所に!順次千件J;:}

をつけ、本文の本尼に一指して次のように記載する。

-定刊誌の場介は

iII'号)著者名 (31'.まで、以 下は、 f也) 題名、雑誌名、巻 最初j

頁ー最終頁、先行年(jl可暦)

〔例)1)松71d長Jlt(-，大お久美子、 i吉井??骨子、他1名・

!I~ 1.主1，'，巨の臨床経過 t病問組織学的所兄、皮}街、 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lま

番り)抗争J寺名:組名、 I!:名(編集将名)、 引用巻、版数、発行所、

発行I也、発行年(ilqlt干上 ')jl羽頁の順に記載する。

〔例)3) Stewrt SE Virus studies in human 

leukemialymphoma，Proceedings of the 

lnternational Conference on Leukemia 

Lymphoma(Zarafonenetis CjD Ed)，Lea and 

Febiger'philadelphia，1968.152-153 

0994年4Jll1l制定)
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flnilll五日じ

23Jの発送が終った笠 日から33Jの編集が

始まりまし た 。 l! 体的には h~i紛の催促です。

正I!I大変な作業ですが:I'J米 1ーがった雑誌を

見た11舜川に その彼れはな〈なります。

先 11大阪府狩防犯科の }jとあいました。

引ィJ:エステの|災Mi法違法悦℃に関してコメ

ン トをボめられました。 そのがz巣 に|民lして

は近 日中 にお知lらせできること と，巴います。

今1"1の ように他の んとあ って お話をする場

介、いく句名市IJに'lfgを、lT.べても、い くら

組織の訴をしても、いくら会i1数を EIって

も'ぶ*llがないと{¥川され ません。学会の'X

*llはジャーナノレと研究会て(Uーされます。

また、ジャーナノレは|人l存が優れていること

もさることながら、~くの }i に ，b'c ま れ大切

にされるためには、デザイ ン・朝¥:I't.印刷jな

どの qualityb大切です。本 1込I;l.t、かがでし

ょうかワ

なお、編集/，，)f，必J干の小i珂か c:， II~々原稿 ・校

11'.など の催促で先生}jに失礼があるかと作

じます。-fAj並り出版したいという彼立;の

) UÞJ~ I (l i さ放の こととお，i'l しく t~. さ L 、 。

みなさんの川辺の医r.lliの永久脱℃術に|則

する必、識をJI:，'，'j:;{こ(脱℃術=エス テでな 〈、

脱℃柿i=[実絞りもどすためには、本誌をお

読みいただくことが故辿かと 目、います。制

1t/，，)より配布したいとニ ろがありました ら

77 ツク スで編集!“はでご述給〈たさ L、。

郎込'1'1込でI苦1>20001円です。

現イJ'.、特集oe' I ~で募集し て いるのは卜 Jè

の いl 存です 。 ふ る っ てご!必~~ ( t.ごさ L、。

・ トラフソレと対J，~:、

・脱毛liii!去の ケアープ ロダ ク ト

・脱毛にi正平I[な小i且l!・ベッド ・!照明
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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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【天健康分l暢寝ロイヤルセリー・Eルクプロテインー111ハテ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が起き住いれ、う制?で也あ'1ません。

KEN?RODUCT 
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、資料請求は一一一ケン・プロダクツ株式会宇土 〒107東京都港区南青山2-6-12アヌン 青山3FTEL.03-3404-680 1 (代表)


