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効能・効果

気管支雌患、アレルギー性鳳炎、アトピー性皮膚炎、 ケロイド ・肥厚性癒療

使用上の注憲(妓粋)
11ト般的注置

1)本剤による腸悦炎僧症状、肝梅能異常が出現する場合にI<l:、末梢血中好酸躍増事
を伴うことが事いので.本I!lJl量与中は定期的に血盟倹査(特に白血涼数・好酸疎
%の検査)を行うことが掴ましい.
好酸原般が増加した咽合には、十分屯経過観察を行うこと。

e)本剤は、担置宣草lil!l剤、ステロイド剤、抗ヒスタミン剤専と異事り、すでに起こ
っている発作や症状を速や庁に軽潟する薬剤では草いので、このことは患者に十
分説明しておく必要がある.

3 )貫管支晴車愚者に本剤在般事中、大発作をみた場合は、買管王銘1I剤あるいはス
テロイド剤を役与する必要がある。

4 )毘期ステロイド療涯を受けている患者で、本剤投与によりステロイドの減量をは
かる唱合は+分担管理下で徐々に行うこと。

リザベンの特性(ケロイド・肥厚性癒痕)
l Profile 01 Rizab・n
唯一の経口ケロイド・肥厚性癒療治療剤

2. Clinical Benelit 

5 )本剤の投与によりステロイド韓持置を減量レ帯た患者で、本剤の披与を中止する
場合は、原疾患再発のおそれ力、あるので、法置すること。

6 )本剤段与により効果が認められ証い場合には.理黙と畏朗にわたり役与しないよ
うに注意すること。

包襲車(波の・曹には鐙与し屯いZと]
1)妊婦(特に約3ヵ月以内}又は妊橿している可能性のある婦人('日経蝿への担与』

の頂唱惨照}
E)本剤に対し過般症の既往歴のある車書

目澗量担与(次の患者には慣置に役与すること)
肝障害又はその既往歴のある患者[肝機能を題化させるおそれがある。]

本剤使用に当って
本剤在季節性のアレルギー性疾患愚者に蹟与する場合母、野発季節を考えて.その直前
力、ら段与を開始し、好発季節終了時までつづけることが盟ましい.

翼民上配以外の使用上の注憲、用這・ 用・輔の詳細は、軍盟国憲付文'をご覧下古い.

アレルギー性疾患治療剤
ケロイド・肥厚性癒痕の自覚症状(痘簿、痩痛)を軽減し、
他覚所男(潮紅、硬結、t曾大傾向等)を政普

ケロイド・肥厚佐癒痕治療剤

リザ代ン
3. Mode of Action 

サイトカイン(TGF-β1)、各種ケミカルメディエータ一、

活性酸素の遊隙・産生を抑制(/nvltroJ 
4. Pharmacological Effects 

繊維芽細胞のコラーゲン合成を抑制(/nvltroJ 
5. Adverse EHects 

アレルギー性疾患者E含む副作用発現率は2.4%
(ケロイド・肥厚性癒療では9.日%)

⑧ 一般名 トラニラスト CHl重量E

帥問先引飢キ'''I'1z..f'藁品工業株式会社 世料情求先 匡桝商圏
VJ/松本 市 芳野 1 9 I屠 4 日号 東京都中央区日本帽宣町l丁目8番9号 RZKOO3GL 
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旧日本医学脱毛協会発足より

10年目を迎えるにあたって

日本医学脱毛学会は永久脱毛に関与する医師お

よび看護婦が知識水準をより高め、脱毛技術を研

き、人類の福祉に貢献する事を目的としています。

本学会は純粋に学術的な研究側面を追求する団

体として平成6年1月31日に旧日本医学脱毛協会

より発展し、中央研究会も平成8年1月31日で、す

でに第3回を迎えようとしています。永久脱毛に

関する医療関係者の団体として旧日本医学脱毛協

会が昭和62年 1月31日に発足し、それから 10年

目を迎えようとしています。その発展も目覚まし

く「日本医学脱毛学会雑誌HairSurgery & 

MedicineJも順調に出版され、投稿も増加し、マ

スコミの注目度も非常に高い学会であると言えま

しょう。将来的には雑誌の英語名の通り、毛髪外

科としての植毛等も取り込んだ学会として大きく

飛躍していくものと考えております。

現在永久脱毛は日本の法律下では医師法により、

医師の下で病医院でのみ許される行為であります

が、現実にはこの文章を書いている時点では、大

阪で平成6年 12月に医師法違反と傷害罪でエステ

経営者および実際に脱毛術をしていた者が摘発さ

れた後、裁判での決着を見ていません。全国的に

はいまだ取り締まられておらず、野放しの状態で

す。永久脱毛とは毛の生成に関与する皮膚および

皮下組織の一部を電気エネルギーを用いて焼却し、

永久に毛の再生をさせなくする事です。換言すれ

横浜ベイクリニック院長 石川修一

( 2 ) 

ば治療を目的に人体の一部を破壊しなければ達成

されない事実から、手術治療と同等の医療行為で

あると言う見方は最低限守るべきでしょう。

1)脱毛行為におよぶ前の問診も含んだ全身的ある

いは局所的診察と血液検査等の判断、 2)脱毛に際

し針を使用せざるを得ないという事実と針の種類

選択判断、 3)消毒や麻酔に必要な薬剤の選択や使

用判断、 4) トラブル(局所的や精神的)発生時の

治療行為、などをあげれば病医院以外や無資格者

が行ってはならない行為と考えています。

しかし、医療機関は医療法による広告宣伝規制

によって正しい知識を広く一般の人々に知らしめ

ることが出来ないというデメリットがあります。

増大する永久脱毛のニーズがありながら、知らず

に非医療機関に通ってしまった患者に数々の不利

益を与えてしまっている事実も否めません。これ

らは今後の最重要課題として、私どもが解決して

いかなければならないと常々思っております。本

学会の命題は、医療としての永久脱毛の発展と他

の学会にも永久脱毛は医療であるという認識を広

め、さらに学術的研究と技術的レベルの発展に大

いに努力し、人類の福祉に貢献する事であると考

えております。

日本医学脱毛学会雑誌
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旧日本医学脱毛協会(昭和 62年 1月31日発足)
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第 1回

第 2回
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第 4回

第 5回
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理事長

玉 田 伸 二

玉 田 伸 二

若 松信 吾

若 松 信 吾 ( 次 回 )

会長

若 松 信 吾

若 松 信 吾

石 川 修 一

松本敏明

(平成 5年 1月31日改名)

学会会場

東京羽田

東京羽田

東京羽田

未 定

日本医学脱毛学会

(第 1回中央研究会)平成6年

(第 2回中央研究会)平成 7年

(第 3回中央研究会)平成8年

(第 4回中央研究会)平成 9年

第 8回

第 9回

第 10回

第 11回

日本医学脱毛学会役員

吾信

修
松

川

若

石
理事長

会長

弘子、鈴木登代子、

玉田伸二、他

水谷智子

伊藤美恵子、大橋

吉田サチコ

石川修一

小 林 敏 男

野 田 宏 子

若 松 信 吾

編集委員

副委員長

認定委員

信吾

信吾

若松

若松

委員長

委員長

機関誌編集委員会

認定委員会

副委員長

副委員長

副委員長

副委員長

水谷智子

鈴木晴恵

小林敏男

松本敏明

高橋逸夫

若松信吾

鈴木 弓

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

理事

監事

教育委員会

地方会委員会

指導施設委員会

治 検委員会

会員委員会

事務局 宏子野田副 理 事

日本医学脱毛学会事務局

〒 116東京都荒川区西尾久 2-1-10(東京女子医大付属第 2病院形成外科内)

TEL & FAX 03 -3810 -1512 

日本医学脱毛学会事務局・研修管理部

干 260千葉県千葉市中央新町 3-3辰巳ビル(ちば美容形成外科クリニック内)

TEL 043 -247 -2416 FAX 043 -241 -7114 
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参加御案内

1. 参加ご希望の方は、出来るだけ 1月24日までにFAX・TELで横浜ベイクリニックまでお申し込み下

さい。

2. 受け付けは当日でも可能です。午前 10時より会場前にて行います。

3. 会員の参加登録料および会員懇談会費は

当日会費納入の場合: 12，000円

懇親会の参加費用: 5，000円

4. 参加申し込み及び問い合わせ先:

横浜ベイクリニツク内第3回日本医学脱毛学会中央研究会事務局宛

干221横浜市神奈川区三ツ沢上町2-18 -201 

(TEL. 045 -320 -2491、FAX045 -320 -1319) 

5. 振り込み先銀行:横浜銀行(本庖) 普通預金口座番号(1327029)

口座名(日本医学脱毛学会会長石川修一)

6. 宿泊申込:日本空港ビルテeィング株式会社 (03-5757 -8181) 

担当:野口美和氏まで問い合わせください。

7. 寄付、器械展示、チラシ等の申し込み、非会員の参加は会長まで問い合わせ下さい。

8. 抄録集は全会員に送付してありますが、追加購入希望者は受け付けで御購入下さい。

発表者及び質問者への御案内

1) 演題発表時間

一般演題の発表時聞は5分、討論時間2分で持ち時聞は7分とします。シンポジウムの発表時聞は8分

までとします。

2) スライド

A) スライドは単写。枚数に制限はしませんが後方の席からも読めるようなスライドと映写時聞をお願

いします。また、説明はスライドを必ず用意し、聞いている人に分かり易くお願いします。

B) スライド進行は口頭で指示して下さい。

3) 次演者

必ず指定の席について下さい。

4) 質問者

質問・討論をされる方はマイクの前で待機し、座長の指示に従って所属・氏名を告げてから、要点を

簡潔にお願いいたします。

( 4 ) 



関連会議の御案内

1)総会

日 時:平成8年 1月31日 AMll: 30-PM12 : 30 

出席資格:正会員および準会員(但し、準会員は発言権は無し)

2) 理事会

日 時:平成8年1月31日 AM9: 00-PM9 : 30 

3) r脱毛術の将来を考える会』

日 時:平成8年 1月31日 AM9:30-PMll : 20 
出席資格:正会員のみ

関連行事の御案内

1) 会員懇親会『日本医学脱毛学会創立10周年記念パーティー』

日 時:平成8年 1月31日 PM5:15-PM7 : 00 

会 場:東京羽田ギャラクシーホール

招待歌手:荒川和子

2) 器械展示:研究会会場内又は会場前

特別プログラム

1 ) 招待講演

講演内容 :r毛髪の医学』

日 時:平成8年 1月31日 PM3: 00-PM4 : 00 

講 師:勝間憲生(北里大学医学部皮膚科教授)

2) シンポジウム

内 容:r研修制度の必要性について』

日 時:平成8年 1月31日 PM4:00-PM5: 00 

座 長:小林敏男(浜松ヒフ外科クリニック院長)

スケジュール

時 間 関連会議

9 : 00-9 : 30 理事会

9 : 30-11 : 30 『脱毛術の将来を考える会』

11 : 30-12 : 30 総会

1 : 00-

3 : 00-4 : 00 招待講演

4 : 00-5 : 00 シンポジウム

懇親会
5 : 15-7 : 00 (10周年言己念パーティー)

招待歌手:荒川和子

( 5 ) 

中央研究会

一般演題(1)

一般演題 (2)
テーマ演題(教育)

テーマ演題(看護)

一般演題 (3)



プログラム

@ 1 :00~1 :02開会式

。 1:02~0:25 一般演題(1) 座長 鈴木 弓

1) 当院における現在までの脱毛状況について

甲府クリニック 望月喜久美

2) 脱毛患者の実態と対策(アンケート調査による結果)

タカハシクリニック 坂野みち子他

3) 脱毛希望患者の神経心理学検査成績

四本皮フ科クリニック 四本秀昭他

@ 1 :25~1:50 一般演題 (2) 座長鈴木晴恵

4) 当院の術前検査の成績と問題点 四本皮フ科クリニック 永吉利子他

5) 脱毛器IMEHR-5000eELECTRO SURGICAL UNIT MODEL TG-3000の比較検討

ちば美容形成外科 福原真理子

6) 脱毛による臓臭及び多汗の改善 城北病院 辻井由利子他

7) 当院における臓寓脱毛の条件の再検討ー第2報

横浜べイクリニック 歌川明美他

。 1:50~2:1 0 テーマ演題(教育) 座長 水谷智子

8) 第4回日本医学脱毛学会認定委員会報告福田皮膚科 大橋弘子

9) 脱毛カルテの書き方 徳島皮フ科クリニック 玉田伸二他

10) 私の院内での脱毛教育、そして脱毛看護

きぬがさクリニック 山下絹子

@ 2:1 0~2:30 テーマ演題(看護) 座長 高橋逸夫

11) 技術面のケアと精神面のケア 浜松ヒフ外科クリニック 伊藤美恵子

12) 金属アレルギーを持つ患者の脱毛治療と看護

鳥山診療所 本田かおる

13) 脱毛を継続して頂くために 杉本美容外科 岡田真由美

@ 2:30~2:50 一般演題 (3) 座長 野田宏子

14) 下肢脱毛患者の前処理と皮膚障害について

弓皮ふ科 清水恵子他

15) レーザー治療と脱毛を併用した有毛性母斑の治療

城北病院 小川朝子他

16) 部位別毛根の長さの把握 西山美容形成外科 和田順子他

17) 脱毛が好きになれたら 横浜ベイクリニック 須田喜代弥他

2:50~3:00 休憩

( 6 ) 



@ 3:00-4:00 招待講演 司会 若松信吾

『毛髪の医学』 北里大学皮膚科教侵 勝間憲生

@ 4:00 -5:00 シンポジウム 座 長 小林敏男

『研修制度の必要性について』

1) 研修受講後の立場として ゃんべ皮膚科 山家英子

2) 前期講習を経験して(脱毛実技講習の経験)

東京整形浜口クリニック 浜口雅光

3) 認定脱毛士として 横浜べイクリニック 川上浩子

4) 院内指導士として 河合皮膚科医院 広瀬純子

5) 認定指導士として 浜松ヒフ外科クリニック 塩谷満寿美

。5:00- 閉会式

( 7 ) 





抄録集
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招待講演 司会若松信吾

毛髪の医学

北里大学医学部皮膚科教授 O勝岡憲生

近年、頭髪(主に脱毛)・体毛(主に多毛)に関心が高まり、様々な美容的試みがなされている。そのよ

うな時代にあって広く美容関連の仕事の従事者は、毛の生物学の基礎的知識を必要とする。そこで「毛髪

の医学」と題して、毛の発生、成長、脱毛の基礎と最近の知見について述べる。

シンポジウム 座長小林敏男

①研修受講直後の立場として

札幌市ゃんべ皮膚科 O山家英子

医師である院長が、脱毛施設を運営するにあたり、たとえ自身で脱毛業務に携わらないとしても、一応

の脱毛研修を受講し、脱毛スタッフの業務内容への理解を深める方が良いと考えます。私自身、平成7年11

月に浜松での研修に参加し、大変有益でありましたので、その経験から少しお話をさせていただきます。

( 9 ) 



②前期講習を終了して(脱毛実技講習の経験)

東京整形浜口クリニック O浜口雅光

脱毛学会への入会にあたり以前より興味のあった脱毛術を実際に経験した。前期講習を受講し現在レポー

ト作成中である。脱毛講習に参加することでいくつかの発見があった。以前は医師としての知識のみで充

分であると考えていたが、脱毛術は熟練が必要であるということ、脱毛士はけっこう疲れやすいこと、患

者にとって長時間の脱毛中の快適な環境が必要であること等が現場にでることで認識が深まった。また教

育に対するコストが必要であることも理解できた。医師が実際にどのくらい診療の合聞に脱毛するかは解

らないが、長い目で見て脱毛術に対する視野が広がるという点で有意義であったと，思っている。

③認定脱毛士として
横浜ベイクリニック O川上浩子

看護学校卒業後、ガン病棟、端息病棟で4年間勤務の後、 5年間のブランクがあったため、臨床への復帰

に自信がなかった。看護資格を生かして新しい分野の知識を得ることを望んでいた時、脱毛に出会うこと

ができ大いに関心を持った。その脱毛研修を受けた事で患者対応や技術面に関して楽に看護業務をするこ

とができる様になり、プランクのあったことを心配する程のことは無かった。

研修においては、細かく分かれている指導内容によって、毛に対する知識を広げることができ、技術面

も無理なく学んでいくことができた。研修を重ねていくことによって、脱毛患者からの疑問点や不安な点

に対応していく自信を徐々に持つことができた。
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④院内指導士として
河合皮膚科医院 O広瀬純子

クライアントが医学脱毛に望むことは、より高い安全と信頼である。脱毛は精神看護として果たす役割

も大きく、それゆえに脱毛土に対する期待も大きい。

日本医学脱毛学会の組織として、また医療従事者として統一された高い技術力が必要であり、そのため

研修制度は不可欠であると考える。

⑤認定指導士として
浜松ヒフ外科クリニック O 塩谷満寿美

【脱毛研修の歴史は脱毛授術および知識の歴史】

学ぶから学んだことを基にしてさらに上を目指す。そしてそこに疑問が生じる。その疑問を解くために

さらに広く学ぶ。このように脱毛研修を受けて育った脱毛士が脱毛技術および知識をよりハイレベルにし

ていく。それをまた研修に還元していく。

脱毛研修をはじめてから約7年、脱毛技術・知識のレベルが確実に上がって、そのレベル統ーも確実に広

がっている。

【研修の必要性】

脱毛術は、見ていると簡単にできると思うものである。が、実際毛包に針を挿入しようとすると思うよ

うにいかず、難しさを痛感する。小さな毛包に小さな針を挿入する技術は、適確さを要求される。更に、医

学脱毛は安全でなければならない。安全で確実な技術を身につけるためにつくられたのが現在の研修制度

である。前期 10単位では脱毛術の基本を修得し、後期6$位で応用を学ぶ。後期研修が終了するまで最短

でも3カ月はかかる。この間の様々な疑問にも指導者が答えながら、安全で確実な脱毛技術を指導している。

、‘，，1
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一般演題 (1) 座長鈴木 弓

①当院における現在までの脱毛状況について

甲府クリニック O望月 喜久美

有馬美則

甲府クリニックでは、脱毛を本格的に行なうようになって早3年が過ぎ徐々にではありますが脱毛患者数

は、増えつつあります。

そこで過去2年半を振り返り来院壱、者数・部位別・年齢別ごとにグラフ化し、患者の状況を把握するとと

もに、今後の患者数増加に対応できるよう今回、統計的検討しましたので、ここに御報告いたします。

ム②脱毛術者の実態と対策(アンケート調査による結果)

タカハシクリニック O坂野みち子、栗原三矢子、

深沢久子、深津正子、

間々田丘子

術者が苦痛を抱え、集中力の低下した状態での脱毛は、時には非常に危険を伴いトラブルの原因を作り

兼ねない。術者は常に、心身共に健全な状態で脱毛術に望まなければ患者に、より良い脱毛を提供するこ

とは出来ない。

今回、私達は、協会加盟病院において「術者が脱毛後に、どの様な疲労を感じているのか?Jアンケー

ト調査を行なった。その結果、眼精疲労・肩こり・腰痛・頭痛及び精神的疲労の訴えが多く見られ、その

原因と対策についてまとめた。これによって問題点を抱える施設及び術者の方々の、多少なりとも参考に

なれば幸いと考える。
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。③脱毛希望患者の神経心理学検査成績
一一一~ノ

四本皮膚科クリニック O 四本秀昭、永吉利子

南 睦代、宮園久美子

報告したい。

脱毛希望患者の心理的状況を伺い知る目的で、 28例にCMlとYG性格検査を施行したので、その結果を

内 引

一般演題 (2) 座長鈴木晴恵

④当医院の術前検査の成績と問題点

四本皮フ科クリニック O 永吉利子、南 睦代、

宮 圏 久 美 子 、 四 本 秀 昭

当医院における平成4年度2月~平成7年度8月末日までの、初回検査を施行した 132名の検査5項目

(TPHA法定性、!iI_Y_韮体、 HBs抗原、 HCV抗体2nd、HTLV-1抗体)についての検査結果、 4カ月ご

とのHIV抗体及びl年後の5項目検査の状況と検査結果について報告する。
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⑤脱毛器IMEHR-5000とELECTROSURGICAL UNIT 
MODEL TG-3000の比較検討

ちぱ美容形成外科クリニック O福原真理子

現在払広EHR-5000とタグチのTG-3000が厚生省の認可を受けて脱毛器として広く使用されており、

当クリニックに於いても、各々 3台の脱毛器を使用しております。当クリニックでは、 HR-5000とTG

-3000を実際に使用してみて、その仕様の相違から生じると思われる炭化物生成の有無、及び脱毛効果の

差等について、脱毛法調査内容書に従って、両器を使用した調査脱毛を行ない、それぞれのメリット、及

びデメリットについて仮説をたて、比較検討できたので御報告致します。

。⑥脱毛による肢臭及び多汗の改善

城北病院 O辻井由利子、鈴木晴恵、

小川朝子、糸井まゆみ

当院脱毛室では、多毛の治療や美容目的以外に、臓臭や多汗の改善を目的としても脱毛術を行っている。

臓臭症や多汗症の外科的治療には種々の有効な方法があるものの、何れの方法を用いても肢寓に癒痕が残

り、術後局所安静のため日常生活が制限される。このため、整容面を重視し、肢毛をムダ毛と考える女性

においては擁痕を全く残さず、術後に日常生活の制限を要しない脱毛術及び小林先生の考案による汗腺電

気巌固術が第一に選択されるべき方法と考えられる。服臭・多汗を主訴に来院し、脱毛術を行った 18-40

歳の女性20名につき治療経過を報告する。
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⑦当院における服寓脱毛の条件の再検討第2報

横浜ベイクリニック O歌川明美、佐藤貴子、

庭田アヤ子、宮本美穂子、

須田喜代弥、石川修一

当院では、第2回関東地方研究会において、肢寓における成長毛割合の針別検討の報告を行った。 L針

1/2秒通電で行うより、 S針でも 1秒通電で行うならば脱毛効果が高いという調査結果を得た。さらに最

近の脱毛条件L針1秒通電などの症例を加え、当院での永久脱毛効果の見直しと共に針選択の基準について

検討を行ったので報告する。

テーマ演題教育 座長水谷智子

⑧第4回日本医学院脱毛学会認定委員会報告

福田皮膚科 O大橋弘子

前回の認定委員会で問題となった規程の暖昧さによって生じていた諸問題を解決するために規程を見直

しました。

新しく決まった規程の報告と申請書の一部変更の報告を致します。
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⑨脱毛カルテの書き方 -POSを目指してー

徳島皮フ科クリニック O玉田伸二

吉田サチコ

一般診療の上において、 POS(problem oriented system)によるカルテ記載はかなり一般化している。

脱毛術も医療の一環である以上、 POSに準じた記載の仕方が望ましいと考えた。 1995年11月より、本院

ではPOSに準じたカルテ記載を始め、望ましい結果がでているので報告する。

⑩私の院内での脱毛教育、そして脱毛看護

きぬがさクリニック O山下絹子

私は、現在脱毛認定士及び、院内指導士として務めて3年半になります。

昨年より脱毛学会が発足し、脱毛認定士の在り方、脱毛教育、脱毛看護に対します新規の決定事項、文、

改正など目まぐるしく変革され、尚確立されてきているように感じます。

そういう中で、今回のテーマであります脱毛教育、脱毛看護は決して切り離せるものではなく、常に一

体であるものではないかとの思いで私が脱毛にかかわるようになり、現在に至るまで、又、これからもか

かわっていくであろうと思う、脱毛に対する思いをお話させていただきたいと思います。
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テーマ演題看護 座長高橋逸夫

⑪脱毛看護一技術面のケアと精神面のケアー

浜松ヒフ外科クリニック O伊藤美恵子

脱毛術は大別すると 2つのケアに分れる。技術面のケアと精神面のケアである。

技術面のケアは、安全で確実な脱毛技術の提供である。精神面のケアは、脱毛術を受ける人の精神状態

を把握し、個々にあった援助を行っていくことである。この両者が脱毛術を受ける一人一人に合わせてバ

ランスよく提供できたとき良い脱毛が行えたと言えるであろう。

⑫金属アレルギーを持つ患者の脱毛治療と看護

鳥山診療所 O本田かおる

金属アレルギーを持つ20才の女性患者の脱毛治療を行った。アレルギー症状出現後、内服薬(小青龍湯、

タチオンなど)を用いながら脱毛施術を完了した。その看護経過を報告する。この症例を通して学んだこ

とは、 Plan-Do -Seeのサイクルを活用した脱毛看護の必要性と共に、事前の問診により、金属アレルギー

を予想される方に対しての対策である。以後、一部の患者に対して、テスト脱毛を2回行うようにしている。

さらに、脱毛治療期間中の不安に対する看護援助の重要性を再考するきっかけとして生かした。
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⑬脱毛を継続して頂くために

杉本美容外科 O岡田真由美

当院の場合、不再生の脱毛を希望する患者さんのほとんどは、先ず協会に問い合わせ、テスト脱毛の予

約をとり、テストを受け、判定まで数日を待ち、ょうやく本脱毛を始めることができます。結果が現れ始

め、終了する迄に数か月の時聞が費やされます。

患者さんは、時間以外にも問い合わせの労力や少なくないお金、そして、何よりも勇気をもって来院さ

れているわけですが、残念なことに当初の目的を達成することなく中断される方がいらっしゃいます。中

には、再び多毛の悩みを持ち続けている方もあることでしょう。

このように脱毛を続けられなかった方々の原因を分析し、脱毛を継続して頂けるよう当院としてできる

ことを検討してみました。

一般演題 (3) 座長野田宏子

⑭下肢脱毛患者の前処理と皮膚障害について

弓皮ふ科 O清水恵子、岩崎加代子、

鈴木 弓

平成4年1月から平成6年12月の聞に下肢脱毛のために受診した患者129例に対し、受診前に患者が行

なっていた脱毛処理の内容を調べた。またそれに伴う皮膚障害の有無について検討した。次に皮膚障害の

あった群33例と、なかった群96例に分け、脱毛処理法と皮膚障害の有無に関連があるかどうか調べた。結

果はワックス脱毛・脱毛クリーム・電気脱毛を行っていた場合に皮膚障害が多く出現する傾向がみられた。

これらは当院で絶縁針脱毛を施行する事により改善された。いくつか具体例を供覧する。

( 18 ) 



⑮レーザ一治療と脱毛を併用した有毛性母斑の治療

城北病院 O小川朝子、鈴木晴恵、

辻井由利子、糸井まゆみ

硬毛を有する母斑には有毛性色素斑、ベッカー母斑などがあるが、従来よりこれらの治療には切除縫縮

又は植皮術、皮膚剥削術などが行なわれてきた。

レーザー治療の進歩により、搬痕を残さず母斑の色調のみ改善する方法が可能となったが、当院では1992

年より有毛性の母斑に対し、レーザー治療と脱毛術を組み合わせた治療を行い、整容的に満足できる結果

を得ているのでこれを報告する。

⑩部位別毛根の長さの把握

西山美容形成外科 O和田 JI慎子、入江真由美、

東 益美、浜川真理子

脱毛を行うにあたり、設定条件としては出力、通電時間、針の選択があります。特に針の選択は、研修

で学んだ事、自らの経験をもとに行われます。又、より効果的に脱毛をするために、針と毛根の長さを合

わせる事が条件であると学んで実践してきました。その中で、針と毛根の長さの関係で、どれだけの脱毛

効果の違いが生じるのか、又、脱毛士により判断の基準(毛根と針が合っているか)の違いを感じる事が

ありました。

今回、これらの疑問解決のーっとして、実際に毛根の長さを測定し平均値をだしてみました。
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⑫脱毛が好きになれたら

横浜ベイクリニック O須田喜代弥

石川修一

我々は「安全・確実な永久脱毛術」を多毛症で悩んでいる方に提供するのを仕事としているが、我々自

身も仕事として脱毛術をしている自分が好きでいたいと思っている。

当院では、疑問に感じたこと、わからないことを「わからない。どうして ?Jといえる職場でありたい

と考えている。そしてその疑問をそのままにせず、ひとつひとつ解決していきたいと思う。今回、我々の

脱毛術を振り返り「毛」を知ることの大切さを知り、「毛」を好きになれたらもっと楽しい脱毛術ができる

のではないかと考え、いろいろな角度から「毛」をみつめてみた。
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広告掲載企業名

キッセイ薬品工業株式会社

ミツワ自動車株式会社

第一製薬株式会社

株式会社ノブ

株式会社メコム

株式会社中川誠光堂

展示企業名

株式会社中川誠光堂

協賛社(者)名

北里大学医学部形成外科学教室

自由が丘クリニック(古山登隆)

エルテ大塚クリニック(金栄吉)

東海メディカル株式会社

日本新薬株式会社

(順不同敬称略平成7年 12月25日現在)

御協力ありがとうございました。
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人工透析患者の検体検査など、継続的な検査データで

ノウハウと実績のある臨床検査センターです。

。光カードの所持で患者さんに大きな"安心"
-検査データの個人別管理機能を大幅アップ

-データ保管の危機管理

.業務の効率化

-インフオームド・コンセントの画像ツール

-報告内容の充実

・スピーディな結果報告書のお届け

.低コストの受託

株式会社メコム
干221横浜市神奈川区桐畑 18-4

横浜 THビル 2F 

Tel 0 4 5 -3 2 3 -3 3 6 1 



~既成

ST-I00 

- -
•• 

ー-

-脱毛器が自由に移動できます。

・コード類がきちんと収納されていますので

足をひっかける恐れがありません。

.二一ドルホルダーが収納できます。

・作業しやすいようにベット下に空聞を設け

てあり、足元が邪魔になりません。

・左右のライト用レールは処置台の内側にあるの

で安全です。

• • 

幅

長さ

高 さ

600mm 

1850mm 

770-870mm 

仕様 E 

-発売元 dおoc緊中川誠光堂
干113東京都文京区湯島2・7-12

-取掠庖



よ0やさしくより 潔に
ノブボディ8ヘアケアε

NOV 
株式会社ノブ

東京本社/干107東京都港区赤坂7-3-37
プラースカナダ3F
n(03) 3403-1334 FAX (03) 3403-3994 

札幌営業所/干064札幌市中央区大通西28-4ー|

宮 (011)612-5911FAX(011)621-8171 

仙台営業所/干980仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル15F
合 (022)268-9135FAX(022)268-9245 

東京営業所/干107東京都港区赤坂7-3-37
プラースカナダ3F
n(03) 3403-1334 FAX(03) 3403-3994 

名古屋宮聾所/〒464 名古屋市千種区内山~- I トげ
みのかめピJレ5F
n(052) 732-0355 FAX (052) 732-0566 

大阪営業所/干541大阪市中央区安土町3-5-12
住友生命本町ビJレ2F
n(06)264-1584 FAX(06)264-1571 

広島営業所/干730広島市中区織町13-11
明治生命広島織町ヒソレIIF
n(082)224-0300 FAX(082)21ト 1399

九州営業所/〒810福岡市中央区天神2-8-30
福岡天神第一生命ビJレ3F
合 (092)752-1134FAX(092)752-4086 



4.各種感染症に対し幅広く取得した52の適応症
5.副作用の発現率は2.77%

1適応23酋種におよぶ広い抗菌スペクトラム
巴肺炎滋菌や縁服菌などに対しオフロキサシン

(OFLX)のほぼE倍の抗菌力
3良好な組織移行性と来変化体での高い尿中排池

6通常用量に加え、重症または効果不十分例への役与が可能

7錠剤に加えニューキノロン初の細粒剤
-効能・効果 E慎量投与(次の愚者には情置に投与すること) まれに報告されているので、このような症状があらわれ
ブドつ路薗属.肺克路面、化組 レンサ呼菌、溜血レノサ路 1)高度の腎陣害のある愚者 た唱舎には投与を中止し、適切な処置を行う二と。
菌、腸球菌属、ベプトストレプトコ yカス慮、神菌、プラン，、メ [高い血中温度的持続が認められている.l (1)低血纏(高齢者、特に腎障害愚者であ勺われやす
ラ・カタラーリス.プロピオニパクテリつムーアクネス.大腸 2)てんかん悼の痩れん性症愚またはニれらの既往歴のあ L、)
菌、シト白パクター属サJレモネラ属(チフス菌、パラチフス る月患者[檀れん令起こすことがある.l 4)その他の副作用
薗そ陣0.シゲラ属、クレブシエラ属工ンテロパクター属、 3)キノロン系抗菌剤に対し過勘定の既往歴のある惣者 (1)過世症 まれに浮腫、じん麻布f.熱串‘光線過酷
セラテア属、プロテウス属、コレラ菌、録瞳 薗.インフルエン 4)高齢者 (r高齢者への投与Jの明書照) 症‘また、ときに発搭‘ 積摩輔があらわれることがあ
ザ菌、アシネ竹中ター属、カンピ口Jザタ属、クラミジァ . 3相互作用併用に注癒すること るので、このような産状があらわれた喝合には投与
トラコマティスのうも本剤感性菌による下位型染症 1)フエニル酢酸系またはプロピオノ酸系非ステロイト往，肖 令中止すること.
・肺世、慢性気管支虫、ぴまん性汎細雪R菅宝貴.気管支 貴鎮痛剤[壇れん令起こすおそれがある.l (2)輔神神経系 まれに揖職、しびれ感.視覚異常、耳
f広娘症(感染崎)、慢性呼吸指疾阜の二次感染 2)アルミニウム またはマグネシつム吉有の制般剤‘酷剛 唱.幻覚、眠気、 また.ときに不眠、めまい、頭痛 輔 が

・咽噌頭去、周桃究(肩桃周囲畳、罵桃周囲膿掴)、懲性 [本制的強収が低下し抽果が混弱されるおそれがあ あらわれるニとがある.
気管支貴 る.l (3)腎障 ときに BUN、クレアテニンの上昇専があ勺わ

.腎孟腎虫.蹄枕炎、前立腕量、副a医丸炎、淋菌性尿道 4 .~作用 (rまれにJ:0.1%来，筒 「ときにJ:0.1-5% れることがある。
先非淋菌性原;a炎 未満劇t司な:し 5%以上または頗度不明) ( 4 )肝腫 ときにGOT ， GP了、 A/ ~ P. I -GTPの上昇専が

・子宮内唖染、子宮顕官虫、子宮付属語去、パルトリン開炎1).大な劃作用 あらわれることがある
・毛嚢究{順調巨性重宿舎宮む}、節、郵E重症、ょう、伝染性 下配的重大な劃作用がま れにあらわれるニとがあるの (5)血濯 ときに貧血白血路且虫、血小板揖虫、時酸

膿踊疹‘丹毒、揖巣提.リノパ菅(節)去、化楓性爪園長 で、観察を+骨に行い、異常がIAめられた場合には役 時噛多等があ勺われることがあるので、異常が認め
(曙Ill~宮む)、皮下膿圃汗腺去、草原性重宿、串揖 与令中止し、適切な処置を行うこと. られた唱合には投与を中止すること
性相宿、紅門周閉園調 (1)シヨy久アナフィラキシ樟症 状 (6)消化揖 ときに悪心、唖吐、腹部不快感、下痢、童

・軍L腕炎.外帽 熱悔 ・手偏j劇専の(費在性}二主感染 (明朗症状 紅班、悪草、呼吸困離帯) 欲不揖、腰痛、消化不良まれに口内長舌~.口
・胆のう畳.旭官長 (2)中竃性費鹿壇夢E症 (Lyell1A慎群)、度膚枯醜眠症 渇、腹部膨高感.便秘専があらわれることがある。
・外耳炎、中耳先制保腔去、化摘性唾高腺貴 慎群 (Stevens-Johnson症慎群 ) (7)その他 まれに槽車感、発瞬、動博‘味覚異常があ
・眼路斑.賓粒種、渡震史、結腰去、陰極腺先 (3)僅れん らわれるニとがある。
.細菌性赤痢‘感染性暢長、サJレモネラ暢去、コレラ (4)血性胃不全 5高働者への担与 ー
・歯周姐蝿虫、歯冠周囲虫、朝長 (5)賀直{初期症状 唖気唖吐、宜欲不娠、憎悪感、 本剤は、主として腎憶力ら排i世される(r体内薬物動態J

-用法・用量

通常成人に対して、レボフロキサシンとして1回 100m，(錠

1錠 または細粒 1，)をl日2-3回経口投与します。弘

布、感染症の極頬および症状により適宜噌誠しますが、重

症または効果不+分と恩われる症例にはレボフロキサシ

ンとして1固2∞m，(錠 2錠または細粒 2，)そ1日3回経

口役与してくださLυ

軍庫帯) 容照)が、高齢者では腎横能力t低下しているニとが多
(6)悟輔粒躍症(初期症状 発熱、咽頭痛、博恵感碍) いため‘高い血中温度が持慨するおそれがあるのでl
(7)間質性肺貴 回 IOOmg、1日Z固なと投与量ならびに投与間隔に留意

(症状 発期、宮轍、呼吸困灘、胸部X線異常‘鰐
し、慎重に投与すること。

自費E事噛 多等) r.;-;;:;岨 園田16妊婦・慢乳婦への役与
(処置方法 耳情皮質ホルモン剤投与等) rリ妊娠中の投与に関する安全性は確立していないの

(8)惜膜性大腸貴専の血使命伴う重篤な大腸貴 | で;妊婦または妊娠している可能性のある掃人には投与

(症状 腹痛、頗自の下痢等!._". ，...， _. .， _ L土竺三斗2)オフロキサンノで制L中へ移行すること
(9)構値筋融解症(車i散な腎機 能悪化を伴うことがあ 』一一一一一一ー

が知られているので、慢事L婦への投与は避ける二とが
る)

・使用上の注意 (症状 筋肉痛、脱力感 C向 上昇、血中および尿 望乏しいが、ゃιそ槽ず投与する場合は慢幸しを道け8
ぜること.

下記のニとに，主草してくだSい. 中ミオグロビン上昇等) 目

1 2)海外での軍大な副作用 17小兜への控与
本剤の惜用にあたつては.耐性菌の発現専告妨(-1た二 ":;;~':':;=;::'I::~:F1;;b，l I- ~'I ，-TJ.h..n-_ _1-0 I'-' I 小兜「対する安圭性は確立していないので小兜に

tC品似2語話E綜綜2zf信?怠z里涜f土1T?台曹上必岬聖 | ご兎z:諸zお詰ぷ符:立i?リr
J に行い‘異，常舵が詑められた唱合には投与令中止し‘適 Bモの他

1繋患{次の患者には役与しないこと) I 切む処置令行うニと. 動物実験(幼若大、若い成大 (13ヵ月齢).幼若ラ汁}
1)本剛の成骨およびオフロキサシンに対L過融症の既往I (1)アキレス圃貴、臆断副轄の瞳障害 で関節異常が認め勺れている.

歴のある車者 I (2)過酷性血管炎
2)世蝿または蛭蝿Lτいる可能性のある蝿人 (r妊揖・檀I (3)薗乱、抑うつ帯の輔神症状

乳蝿への償与」の項書開) 1 3)頬薫での富士な.')作用 食取扱い上の注意などにつきましては、製品
3)小兜(r小兜への役もの項，開) | 下肥の軍大畑作用が地のニューキノロン系抗菌剤で 添付文書をニ参照ください。

制"=唱 広範囲経口抗菌製剤

i匂3クヲヒbド錠・細粒
匝UWJrJ Cravite 

(レポ口

tl ø !i. ぷ;ぐ b~r :3 c
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資料踊求先

東 京 都 中 央 区 日 本橋 三丁目 14番 10号

BS 95.1 
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ファンタスティック/
ポグシェ独創の/νーフ・コンセプト。グラストップの911タグガ新登場。

ノレーフに特殊断熱強化ガラスを採用したニュー・911タノレガ。その室内空聞は、これまで、経験したことのない近未来的な光につつ

まれています。まず遮光用に備えた電動ブラインドを開ければ、頭上全面がグラスエリアとなり、パノラマのような視界が広がりま

す。そして電動のグラストップを聞ければ、ノレーフ全体がリアウインドウの下に号|き込まれ、快適なオープンエア・モータリングの

世界へと導かれまマ九もちろん、親指のワンタッチ操作て、シフトアッフ。&ダウンがて、きる、話題のティプトロニックS搭載。また新設

計の水平対向エンジ'ンは、可変吸気システム、、ウ、、アリオラム。の採用によって285psまで、ノfワーアップされ、その基本性能にさら

に磨きをかけました。911タルカユスポーツカーの項点をこの上なくエレ3ゲン卜lこ楽しむ、そのひとつのスタイルが今、ここにあります。

-なお、ニュータノレ3ゲのグラストップは、外部からの視線t紫外線をシャットアウトする特殊着色ガラスを使用.

911カレラクーベ 1/6MT

911タルガ/ティフ・トロニックS

￥9.100.000 

￥11.700.000 

.，提示価栴は厳然地区命盟小兜価栴です.付属品代悌剛料、組金"吟
附・岨}電帥簿にkもr<う柑曹剛は含まれまぜA.'，t弘実聞の岨ヲモ価問
は‘メーカ-，倫明小売価冊t'~.L. 各ムE処ヂ4 ラーが.."に挫のても
￡すので‘鍛寄りの il 処ディーラーへお問L 合わぜ <f':~\'.

・特盟小売価帽は.今fU.です.
・ ポルシ3色 白 J グライフ惜征車体虫色閉酷鉦10年.ペイJ 同年.車両4制令2年.

| カタログご商問伎のフヲ肱下記師、イれの可こてu・し込み〈だきも‘・ l 
U釘 FreeF副 J、ガキにてカタログご希望的方.. 、住所氏名、匁断、.鏡、TEl.保
有車橿およU資料._*配号lliiÞ:璽ITl q噛~~::配入町上‘ お串治み〈白い.

PORSCHE CAL，W-012Q-320-911 
受付時間 9曲""'-5:45同{上旬".縦令除。

iPORSCHE FREE FAXI 0070-800-911911 
2.時間‘つで色無料τぉ聖日数しH.
~〒152 東京制服目黒字削-7-1
ミツワ白動車脚マーケティー〆グ都まで

ポルシエ社日本総代理后

MIZWA霊童
ミツワ自働E匝稼式会社 〒152寅腹自鳳庭園綱本町2-1-1



第 10回日本医学脱毛学会総会
(第3回中央研究会)事務局

(THE TENTH CONGRESS OF JAPAN SOCIETY OF HAIR SURGERY & MEDICINE) 

横浜ベイクリニ ック

干221 横浜市神奈川区三ツ沢上町2-18 -201 

TEL 045 -320 -2491 

FAX 045 -320 -1319 

会 長 石川修一

印席問庁・絹)高野企画印刷社 TEL.045 (911) 2835 FAX.045 (911) 2837 



会場案内

1)東京モノレールを御利用の場合

浜松町から「羽田空港」終点下車。所要時間23分。

2)高速道路を御利用の場合

， ， 

首都高速1号羽田線「空港西」ランプ、首都高速湾岸線「空港中央」ランプ、

首都高速神奈川 1号横羽線「羽田」ランプが便利です。

3)リムジンパスを御利用の場合

東京駅、新宿、池袋、赤坂、TCAT(箱崎)、 成田空港などから直通パスがあります。

4)京浜急行パスを御利用の場合

横浜、新横浜、川崎、蒲田、大森などからパスがあります。

5)京浜急行(電車)を御利用の場合

京急蒲田駅で空港線に乗り換え、終点「羽田」で京急パスまたは東京モノレールに乗り換えてくださ い。

秦京モノレール

首書E高速11号台場線
(レインボーブリッジ)

首都高速湾岸線担主

直通357号

|・国際線l調在のターミナルに妓ります。約一ミナルまたはモノレール・京浜急行羽図蜘、ら連絡Jなをご利用くださぃ。|


