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l初めての、透明ミストファンテ‘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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巻 ~fi 言

脱毛医療のTQM

I， liXii形成外科クリニバ 野町宏子

TQM(トータノレ・クオリティ ー・ 7 -'I、ーシメント=総合的な品質管埋)は、アメリカ

で生まれた言染ーであるが、実際具体的にどうやって実施し、成果を 上け、

るかは1:1本の企業が取り入れて成功し、アメリカに逆輸入された。10'tt三

程前の日本の企業がこの TQM活動により最も優れた製品を世界に送り

出し、向う ところ敵無しという位の全盛期を迎 λていた。

この TQMi丙1iJJをある病院が導入し、「テーマ を設定」、 「現状把握」、

「原因の追求」、「対策立案」のマ ニュ アノレを作り、病院全体てや取り組み、

1992年に開始、今年て4回1=1のずE-:I長人ー会が聞かれた。第l回の大会が終了

した!侍は、参加者アンケートで「次1"1も参加したいか」という r1tlL、に否定

的な答が45%を市めたという 。その国H-Iは「やらされている感じ Ji白由時

間が減り、時間外手当も 出ない」等という理I~I からだっ たという 。 経営mlJ

の譲歩もあり、現在は「運動は軌道に釆り始めたばかりてい成果をH'，すには

5年、 10年先を見る 必要があ るが、院|人lのコミ ュニケーションはとても良

くなっ た。職員にと って何をすべ きか tいう諜1mが凡 λ、解決のための

思考方法の習得にも役立っている」とその病院の副院長は コメン卜して い

る。 この読売新聞の「病院の質を考える」という記事に接して、今年の 11

本医学11見毛学会'i'!k研究会を振り返ると i10年経った」と充分忠わせ る充

実 した内作であった。 その中には毛の理解を究めるために学術講ui-;が品11

み込まれていたし、実技上の問題点の指摘と 解決にむけてのな凡や技術

のlul上をはかるための工夫や研究が実に多く、 これらの演題の多くは脱

毛に実際に携わる 11見主士からの発表であった。発表者の姿勢力・ らおざな

りでない、白ら研究をしようとする li_'J上心が感じ られ、熱気あふれるも

のであった。 この研究会に参加し、発表してゆこうという意欲を待つ限

りは、期せずして TQM活動をしているのではないかと思った。医師 と

Jl足毛士等が協力しているからできることである。

研究会がこのように多くのJl見1;1-:を交え、泊先な発表、討論をして成

果をあげてゆかれる為に最も基礎となる ことは、経常者ーである医師の姿

勢である 。 その姿勢とは脱毛士の教育と認定に経済的援助を行い、 fli}Jき

やすい環境念、 11見毛士のさらなる技N'rの向上を I~ll い、結果として忠者さ

んの QOLを日めようとの意欲を持つ ことなのfごと 思う 。

!悦主に対するニーズに対し、 全国的に対応、を考 λ ると地域的な片寄り

は相変わ らずである 。「脱毛医療」に理解のある医師が東北地方や'-1'11]地

プjから参加|していただきたいと願って いる 。
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-電気子手rI器 ・電流密度 電気メスと電気脱毛術(第1編)

・電気凝固器 ・熱傷事故

-ジューノレ熱 ・雑音障害
11 本仁'山，'1' ・"'d5i 臨床 I~'州・ メ デイ カ ルエンジニ ア朴小野哲章

1.はじめに

電気メスは現代外科手術に不可欠な手術用 ME機器

(MEとは、IledicalEng川町 ring"すなわち「医月j工学」のことを

意味する)である 。高周波電流を身{本に流して、その電j11

による発熱を利用して、生体組織を切開、凝固する機

器である。正式名称を「電気子術器」というが、 これは

英語の、Electro-SurgicalUnit (Oevice)"の 日本語訳で

ある。なお、凝固のみを行うものは電気凝回器("Elecro

Cagulatorつというが、 これも電気メスの一種と考えてよ

脳外科医 H.Cushingli1926年に、電気工学者 W.T.

Bovieが開発した「電気メス」を用いて、初めて)!i川重傷の

摘 出手術に成功ぞ納めた。手術に伴う出血 を画期的に

軒[1え、当時は無lUL手術とさえ呼ばれた。 その後、屯気

メスは、 これ然して、外科治療は語れない程の勢L、て普

及し、今日の「手術用機器の王様」の地位~築いてきた

のである 。

';[!:気メスの目的は、生体組織の切開(切り|羽〈ことと切

断すること)と i疑国(止血および組織のi疑問化と?t:燥化)て"ある。

このため、電気てい手術をするとし、う意味て、「電気手術総」

い呼ばれる。

一般外科用の電気メスは、高電圧をメス先にかけて、

生体組織との聞に火花放電を起 こさせ、 一点に集中的

に電流を流す こ とによって、熱的に切開・凝固を行って

いる。 このとき「火花」は重要な役目を果たしている。

一方、脱毛布rI用の電気凝固器は、高周波を用いる電

気メスの一種であるが「組織の壊死を目的としたマイノレ

ドな凝固」が主たる目的のため、 低電圧、低電流の高周

波を用いて、火花を伴わな いマイノレドな発熱によって、

組織の乾燥化 と壊死守行う機器である。

このように、脱毛用電気凝固器(以 Fニれをri1!気脱毛器」

と略称する)は分類上からは電気メスであるが、手術室等

で使われている 一般外科用電気メス(以卜これを、単に「屯

気メス」と呼ぶ)とは、表1に示すようにかなり作用起序も

仕様(スペックのこと .性能・桃造などを示すも の)も述う 。

本解説では、 11見毛用電気凝固器の原理とその安全上

の注意と対策を屯気メスの原理と構成との対比の上に

f;.iI.'明しよう 。

2.電気手術器の原理と構成(屯気メス一般論)

1)電気手術とは

電流を抵抗体に流すと熱が発生する 。 この電流によ

表l一般外科用電気メスと脱毛電気凝固器の遠い

-比較項目 -一般外科fH電気メス .ijJi.毛朋電気i疑問法

エヰ、ノレギー 高周波電流 高周波屯流

作用 jJJ院l・4疑問 凝聞のみ

火花 あり(iJl'l!.'な役別) なし

ピーク屯IL 出電!王(数1'1') 低屯圧(数+-数百1')

}皮形 iE'}立波、ノずース卜 l皮 主巨庁長波

，~'， )Jインピータ'ンス 。'，:j(500日) f氏(100-20011)

nll)j'l-五)J ，:':， (!o<);:400-500W) !!!;U"大50W，'，'主)

!司波数 500kトIz付近 1MトIzH近

メス光';G:inE昔;1主 AU大

ムI桜似 大(川り 1 小(プレート、グリップ)

メス先む相iJ~ メス形 ・その(也 針 Jf~

illi 屯/li~' /i il えIIあいf'， ，秒) 0，1-1秒

熱i~の危険 大

雑T'rll寺!日j 大

爆発の危険性 大 知fし

分j荒の危険性 大

アース(筏地) 必要 必要
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総説 l主主i メスと屯気脱 1こ術(第 l編)

る抵抗体の発熱をジューノレ熱というが、発生熱i止H[J]

は、流す屯流 I[A]の2乗と 抵抗値 R[n]および通1五時間

t[s]に比例する (HニI'Rt)。

この!京哩を1，1包片jして、ニクロム市泉に電流を流して高

熱にする のが屯熱器や電気ストーフーである。低抗体は

ニクロム線でも、生体組織でも同じで、生体組織に電

流を流せば、やはり発i熱す る。

なお、ニクロム線のよう に太さが一様の場合は、線

のどこでも |百lじ電流が流れているので発熱も一校だが、

身体に流れる場介は、 1点か ら流入し拡がっていくので、

細胞1イI~I 当たりに流れる'~1i流は段々 小さ くなる。その結

果、発熱は接触点近労だけで、起こ り、身体の内部では

発熱しな L、。大きさをもった低抗体の発熱は、単位断

TITi初 、liたりの1E流(断l自liHiで:1，11った屯討し)、すなわち r'，-ω定後J

皮」て考えなけれ!.fならな L、。すなわち、単位{本;4fI21た

りの発熱は屯流街l.itの2釆に比例するのである 。

2)市川JilJ(';li:流を使う型III

人wは{笠かな '，~ iすLてー r!:i.C;'I_t!:Jする 0 ・夫持主によると、50-60

Hzの商用交流('，Il:'kJ線のまじなのこと)では、およそ 1mAで

感泣する。100mA以上では「心室制動」を誘発されて死

表2人体の電気ショック反応(商用交流50-60Hzの場合)

電流値 人体反応

1mA ピリピリ感じ始める(最小感知屯流)

lOmA 握った手を離せな〈なる(離脱限界屯流)

lOOmA 心室綱到jが誘発される(心室制動屯流)

(なお、心臓に直接流すとO，1mAで心室細動が先生する)

に宅る(ぷ2)。

IE気メスてがは数100mA-数 Aの逼;流を身体に流すの

で、忠者が感電したり、最悪の場合感電死してしまう

可能性はないのだろうか。

実 は、人体は高間波電流には感じ難L、特性を有して

いるので、高!昔Ji皮電流を使えば大丈夫なのである。1000

Hz以上の高周波では、周波数に比例して感電閥値(感屯

する故低制定値)が上がるのである(凶1)。このため、電気

メスて使われているような500kHz-5MHzの高周波で

は、通常の商用交流より 500倍以トー感電し難〈安全なの

で'ある(lMHzならば1A流さないと感氾しないし、100A流さな

いと){亡することはない)。

3)正気メスの構成

'心気メスは、 拘量的に FJJって「本体、メ ス先'，(J:係、対極

板」の3~系ーからなる(J:;<12) 。 それぞれの役割l を次に説明

する 。

(A)本体

刈 1;'，'J ì皮 lS流を発生する i吉j l庁l波発振総である 。 1'，~îmJìlt

とは、読んで‘字の古11 し「おい I~';'J波数の電流」てーあるが、

Illi皮ラジオ (AM放送)の'iJ:!:i皮位のIi'iJi皮数(500kHz-1MHz

.1::川 被は!"5じにい

(mAI 

IOOu ~ ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

J『ハ
リ

Aυ

。

ー

(ヒ
リ
ヒ
リ
感
じ
る
屯
流
)

屯
ハA
メ
ス
で

使・
フ
川
波
紋

!OO !k !Ok 
( f.'Ji ~f}:r{ ) 

IOOk 

l'xl2 " ι ，\ メ スの )，~本情成f司!，山f，'，jii>:は (i'1ぞ?
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総 d見 1立主1 メスと ，;{! ~\ ij見'[; Wi (第 l細)

NI主力?主irlElを fll~っている 。

初期の頃は、火花ギャップ方式や真空管}j式の発振

総力r1æ われたが、 JJ~在てはトランジスタ ・ IC(集積 1 "1路)イヒ
されている 。

作mの追いによって、正弦1皮、矩形}皮、パース卜波

等が発娠される。

(B)メス先7E組(アクティブIE版)

高周波屯流を集中的に身体に流し込んで、その付近

a . 切 I~Iの波形

b. ;腫11'1の波形

c. Hi1，;-切1時lのl古形

i!'.}Ji由形

連続的なIEAぷ庄:I'，)J
l OO.C で組織は破裂し ~JI~I作川
をす る

待'，1.~・ 4ー，

断続的な l五位波mJl
70-80・cで*11織は変刊 L.凝11，
f¥'1I1をする

Iれ、 4一一一+
町民 11・1 0)波形より I E'J~:波 I'I'I ) J の僻
続時 /:11が J~t 、

切開lと凝11"のlllljJiのi下川をする

矩形(万形)波mJJで、'，1111'が低
〈かつfιれる時間がiれ・t:め.

マイルドな誕|后lができる

l刈i 屯，¥メスの11，11t :I'，)Ji由形

の*111胞のーi作を切Ilfl・4疑問する小さな接触l函績を持った
屯似のこと 。アクティブ屯栃ともいう 。 その形状によ

ってメス型や針型のほか、ボール型、スオ、ア型(給状ワイ

アベリ)などがある。

I立小!!1!にj並'It!:する HUJスイ ッチは足E持み型のフッ トス

イッチとメス光ホノレダにスイ ッチが附属したハンドホ

ノレ夕、型がある。

(C)対極板(忠.riプレート )

メス先電極から流入し、 1E気メス作flJを行 って、身

体いっぱいに拡がって流れた ，:':iJ古li皮屯流を、拡がった

まま安全に回収する大きな而松の屯似の こと。分i放し
た電流は、細胞1個当たりの ';~i束力T小 さし、 (";t;: i市庁;1支が小さ
い)ので生体組織を発熱させることはな し、。必ずiプレー

トとか拡散TS桜等 tも呼ばれる 。

屯気メス本体に附属してくる半永久使刑のものと -

[11[[取り の使111のディスポ型がある。

4) .，[1気メス作JlJ

屯気メスの作)IJには、切|非i、j疑問、混合の3種類があ

る。|ヌ13にそれぞれの屯流波形を示す。参考に電気脱毛

13のII'，)Ji皮庁長もぶす。

(A)切nfl(カッテイング)

一点に集，[.(I~J に芯流が流れると、接触点の生体組織
内に大きな発熱が起こり、 l07j分のl秒程度の短い時間

て¥細胞は一気に蒸気にな って吹き飛んてしまう(蒸気

爆発)ので、生{本組織は裂ける。 これが1低気メスの切|非l
作用てある 。 こ のために、通常、 I~:j 'IG:J_正のJ虫統正弦i皮
';tj束力r1!変われる 。

1E気メスでは非常に高い電圧を使う ので、メス先を

ノ主体表面に近づける!:.r J/{" l!:引象」弘巳こし、火花がJI~
ぶ。 この火花の直径はO.5mm程度と制lIL、ので、被触は1
点てい起こり、集l↓l的にf主流が流入するのである。切IlH
作川にはこ の「火花」が重要な役言IJを演じている。ただ

し、火イとか ら熱のf共存会を受けて切開されるのではなく、

あ くまで、泥流が流れることによるジューノレ熱がこ の作

HJの桜木版!大|である。

(B)凝[，f;I(コアギユレー シヨン)

I江流を断続して流すと、 i暖められたり冷やされたり

で、切|時lのように大きな発熱が起こ らず蒸気爆発は起
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きないが、細胞・組織・血液は熱的に固ま ってしまう 。

これが電気メスの凝固作用である 。断続的に流れるピ

ーク電圧の高い屯j荒波形の「パース卜波」を利用する。

電気メスではi疑問作用の場合も火花を伴うが、この

場合火花は不規則にメス先問闘を飛び|百円、凝固範囲

を広範囲(い、っても数mmの範iI~ ) にすることに役立ってい

る。

また、メス先の!阪の部分やポーノレ電極を接触させて、

広い面積から '，1!:i定制定すと電流密度が小さいので徐々

にノド分が~!I.F.くなるマイノレドな凝固作用を起こすことが

できる。

なお、連続的に屯流を流しでも小電流なら細胞内水

分が沸騰する こと(ぷ気爆発)はなく、やはり熱的なi疑問

作j日が起きる。

(C)混合(プレンド・カッティング)

i疑・回の断続電流の流れる!時聞を少しずつ長くしてい

くと 、 凝固と切 I~fî の 中間的な現象が起きる 。 すなわち、

凝固しつつ切開できるようになる。 これを混合(切附J)作

用とよぶ。

3.電気メスの安全問題(一般論)

電気メスは一般手術室ではまさにま走者の名に値する。

熱傷、感電、爆発、雑7Tの4つの大罪の張本人である(1主14)。

!~o~1 

t.<¥4・E気メス4つのイタズラ
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以下にそれぞれの原因と対策を述べ、る。

なお、ここで述べるのは電気メス一般の安全問題で、

このすべてが電気脱毛器に 当てはまるわけてーはない。

電気脱毛器の安全問題は後半で扱う 。

1)熱傷事故

その主因は「対極板の按触不良」と「高周波分流」て、あ

る。

(A)対極板の核触不良

対極板が一昔11しか接触していないと、接触している

部分に屯流が集中して流れ、熱傷を起こすが、次のよ

うな原因が考えられる。

①周辺や ~II 央官11の浮 き上が り

②f本位変更による対極板のズレ

③テザコボ、コやシワの寄った対極板

④ぺースト ・ゼリーの不均一

⑤生食の乾燥(生食ガーゼの場合)

⑥小さく切った対極板

「対策」は「大きな対極板を、血行の良い筋肉質でフラッ

トな部分に適切に貼る Jr密着性の良いディスポ対極板

を使う」などである 。

(8)メス先電極の意図しない接触

四角布の上に置いてあ ったメス先屯極やそのコード

が患者の身体に不用意に触れると熱傷になることがあ
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り、次のような原閃が考え られる。

①被裂のヤブレによる内部電線と身体の接触

②同時出力の複数メス先使用時の不注意接触

③メス先コードが身体の下部に入った場合

④不用意な通電スイッチの操作

「対策」は「メス先コ ー ドの破れの点検、身体に直接コー

ドが接触しないような配置」などである。

(B)高周j皮分流

高周i皮1.1.直流や低周波と違って、少々離れた場所へ

も飛び移る性質があるので、思わね方向に流れていく

ことがある。 このような、メス先で作用を終えた屯流

が、対極板以外の意図しない場所へ流れてしまうこと

を高周波分流という 。

高周波分流よる熱傷事故は、次のような原閃で起こ

る。

①対極板へ屯流がスムーズに戻れな〈なる(対阪似のはず

れ、コードの抜け、コオ、クタの持偽.ィ、段、九tfolli-l担コードの断線など)

②大地にJ基地された金属が接触する ({."，G:凶モニタ氾側、全

!品|百IA:台、刊(防{本i』1J十、濡れたI'q角IIJなど)

「対策」は「対極板の確実な装着、 コードの舷実な桜続、

フロ ーテイング型電気メスの使用」などである。

なお、フローテイング型電気メスとは対極板が接地

されていない電気メスて、分流を|坊〈品目的で作られた

電気メスである 。最近のトランジスタ化された電気メ

スはほとんどがこの型である。

(0)身体の部分 Eうしの接触

忠者の身体の部分どうしが接触すると、その部分に

電流が集中し熱傷事故を起こすことがある。次のよう

な場合が考えられる。

①カカ卜どうしの接触

②手の指と脇11反の接触

「対策」は「微小点て身体の部分どうしが桜触するのを極

力避けること、乾L、たタオノレをそのIiIJに柿人すること」

などである。

2) 感 'd~(!J~故

屯気メスも lOOVの商用交流につないで使用する機器

である。i応屯していると感電事放を起こす。医m電気

機器の屯気的安全対策に対しては厳しt、JIS(LJ本工業規

絡)が定められているが、永年使用していると故防や劣

化が起こり、感屯の危険性が生じてくる。7jーの漏電

事放を|坊ぐために、漏電力τ起きたときにTE流を大地に

逃がす「アース線(保護核地線い、う )Jをしっかり接続しなけ

ればならない。

最近の製品は、電源プラグが3つ足のいわゆる3Pプラ

グになっているが、)LL、長い足がアースピンであるの

で、これを壁のやはり 3つ穴の3Pコンセントに差し込め

ば、自動的にアース(綾地)が接続される 。3Pコンセント

のない部屋て医用沼気器気ぞ使うことは「危険」て。ある

が、応急対策としては水道管をアースの代別とするこ

ともやむを千与ないfごろう(ただし、単化ビニール作ではアース

のill:円はしない)。

3)爆発事故

通常の電気メスは、切|羽・凝固作用に火花が伴う 。ヲ|

火性麻酔カ、.スや高濃度酸素がある場所では使用去を止で‘

ある 。

ii'i:cl[，月1アノレコーノレやアセトンな Eの有機能斉JJがそば

にあると引火する恐れがある。

4)雑音障害

屯気メスは大'~l!:)J高!司i皮発振器である。周囲の屯気

機器に雑音障害を及Lfす。時には、周囲の医用屯気機器

の誤動作の原閃にもなる。次のような障害に注意する 。

①モニタ障害(心屯l;xlや血圧モニ控に雑音が混入する)

②検体検査機器障害(誤った検査結果がでることがある)

③輸液ポンプなどの誤動作

④ll!i込みペースメ ーカ の一時停止

⑤テレビ・ラジオへの雑斉妨害

⑥その他精密電気機器への影響

参考1:;11λ

以上第1編

小型[-fJf-，':r: (編)r屯気メスハンドブ ック-/);IJlIlか "'I(~文対策まで 」

1995秀澗十i
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研究 l

認定脱毛士申請における当院での写真対策

柑Wtベイクリニバ }II_!結子，石川修一

1. はじめに

現在、横浜ベイクリ ニツクでは、 日本医学1I足毛学会の「安全確実な永久)j見

毛術」を心掛けている 1，九 社会的にも永久1I見毛への関心は高まり、学会に

おける認定脱毛士の責任も 重くなって いる。 そのためにも、スタッフ全

員が脱毛医学の意識を高め、認定脱毛士の資格を取得することは必要で

あると考える。

その資格取得における審査基準は、 年々厳しいものとなり、平成7年第

2回認定脱毛士の申請においては、①前期研修開始 日より 6ヶ月以上経過

観察・本人が3分の2以上直接脱毛した症例を提出す ること、②提出する脱

毛前後の写真は、 6ヶ月以上の間隔のあるもので、最終IJ見毛後3週間以上

たったものであること、の2点の注意事項の通達が認定委員会よりあった。

以前は、 111 r.ï~;症例の IJ足毛開始が人職|二l 以降て\本人の JI見毛 1 ;J:. 2分の l以

上てあった。最終IJ且毛から3週間以|二の規定はな かった。

このように、審査基準において添付写真は重要な判定材料にな ってい

ることか ら、改めて写真撒;弘法を見直し、合格判定材料として写真が有

利に働 くよう検討した。

2.申請写真における重要な項目(表1)

申請写真の重要な項目を次の様にまとめた。写真に日付けを入れる こ

と。初回の写真撮影は、前期研修開始日以降て、最終写真の撮影は、初回写

真撮影から6ヶ月、 最終脱毛日より 3週間を経過している こと。

表1 111請写兵における重要な項目

写真

初|可写真

最終2J.J'J.

初Jl旦|と由主終の比較
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H十lけを写し こむ

前期研修日fl ~台 H 以降のもの

3.初j阿写真撮影円から6ヶ月

b.fit終!悦毛nより 3週11，11以上

3. )j見毛効果の有無

b.方向・部位・左右が同じ

C.撮影の拡大率が同じ

d.撮影の露出が同じ

E声:::ar.a::::圏直・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-認定脱毛士

-申請写真

・写真対策
・撒彩条件
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初If!Jと最終写真を比較して、毛の量がはっき り減少し、Jl見毛効果がわ

かること 。 また、初回と最終写真に次のような遠いが~!慎 L 、ように、注意が

必要である。方向、部位、左右、撤彬の拡大率、露出をあわせる事が重要で

ある。

3. 搬影法の整理

申1¥j'i2'IJ*の重要項目をふまえ、申請写真の基本的撮り方を整理すると、

a.日付けを写し込む、 b.Jl兄毛部位がわかる距離にすること、 c.揚影部位、

方向及び距離が同じであること、 d. 政I~，が同じである こ と、以上の様に

考えられる。

4.考察

これまでの、当院の写真撤影法を振り返り、対策を考えた。

内到j焦点カメラの場合はピントが令わない写真が多〈、申請写真とし

て適していない事が判明したため、当院での使用カメラは日付けの写る

ーmiレフて¥マニュアノレの接写レンズ、を使川している(以11)。自lliJJ露mを

使nJする場合には、 '1'陪1色のグリーン系で反射の少ない布が望ましいが、

必ずしも撮影時に布石ナ使用せず、脱毛前後で露出の異なる事が度々あっ

た。 これでは露出過-*11やハレーションで一見、脱毛効果が上がったよう

に見える。 そのため、当院では自動践出をやめ必ずストロボ、を使用し、

マニュアノレ露出撮影を行 っている。ストロボは露出の決定がし易〈、色

調も 美 しく、 一定の:写 り具合のため必ず使用している。

5.当院での写真撮影粂f午のまとめ

①撮影~~:~It及び露出は、マニ ュアノレ搬彬て、行う 。②織lU部位、距離、

枚数は必ずカノレテに記載し、撮影時には Ijiij証!と同じ距離で撮影する 。 ま

た患者撮影の前には、カノレテの表紙の託子4士、名前を搬彩し写真整理に役

立てる。③ストロボは必ず使用する。④露出は距離により絞り値の表を

凡て決定する。⑤撮影距:~IHj:、部位の判断のできる距離とする。当院の

基準としては、前11宛・上lliii40-50cm。下腿・大腿50-60cm、服務40cm、ビ

キニライン50cm、顔40-50cmとし、前回の搬影距離のカノレテ記載を参考

にし、撮影距離を同じにする。⑥ トラフツレ発生時点ては、 ⑤の通常搬)ji~

と30cmの拡大撮影も記録する。
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*なお、本論文の要旨は第2団関東地方研究会(l995il三9月7円、於新iiiワシントンホテル)

におL、て発表した。

参考文献

1)須出普代弥、佐藤llt子、玉城ツヤ子、{也2名。脱毛後のトラフツレ対策、 FI本1:&"井脱毛

学会誌、 Vo1.2，NO.l: 16-17， 1995. 

2) 須田普代弥、佐藤 i~t子、:炊川明美、{也1 :/'， :顕微鏡で絶総量|チェック、日本r~"f:脱毛

'j':会誌、 Vo1.2.NO.2: 40-41， 1995， 

脱モの経過を客観的に記録するためには写真撮影はィ、可欠である。 そのポイントは

筆者が指摘するように正維な測Jle1:i車IEな露出である。マクロレンズでの自動測Jl[!は

なかなかうまくいかな L、。なるべ(1財政 F値の小さ L、(1切るい)マクロレンズ、を使JlJし

て手動制IJ~[! する}j';がよい 。 またストロポを使Jfjする t 色i:ii度が一定になるため色調も

きれL、になる。手illJJiltll'，と自動露.11-1，にはそれぞれ一長一短がある。手illIJ;tIl'，の場合、

カ、イドナンバーとtIti彬距離から絞りをいちいち計算しなければならな L、。特に近傍搬

;μでは正確な言1'57-が必要である。むしろも晶彩距離 t絞りを?あらかじめ固定しておいて

カメラを前後させてピントを合わせる }Jが実践的であみう 。ィ、安ならさらにアンダ一、

オーバーで連続織自主しておけばよ L 、 。 また、 一概に自動~H'，だからダメだと lil 、えな

い 。 故近の高級カメ ラの TTL 自 動員I，~光はかなり I I.Jmである 。

カメラを2台川なしてそれぞれ自動と手動で搬;診するのも 一つの方法である。今年4

rJか ら導入される APS(アドパンストフォトシステム)ではタイトノレや撮恒三条件が直接

フィノレムに記録されるという 。われわれの"JJH最彩も少し楽になるかもしれない。

(大分皮膚科 111 本 -i~弘)

認定脱毛 1:IjJ前の際、本文の113請写nにおける重要なfi.illにもあるような、よい:写

点が見つからない場合があります。どうすればより良い写Jlがも借れるかということを

繋慢されており、大変参1J になりました。 (，(~山診療所本川かおる)
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研究 2

「アンケート結果報告」

一脱毛患者が病院に求めること -

ノド谷IJiフ科 クリエツク 永 l王lますみ

1. はじめに

脱毛忠者が抱い ている永久)J見毛に対する不安や疑問を知る ことにより、

精神商を含めた患者への理解をより 一層深めるために、今回我々は忠者

意識調査を?行一った。その結果、興味深い結論が得られたので報告する。

2.対象

平成7年10月31日の時点て¥本院に永久)J足毛の目的で通院中の忠者160

名の中から、 無作為に抽出した50症例(全員女性、平均年齢26.5--r)

3.方法

全員にアンケート (凶1)を配布。

4.結果

阿収48部、未回収2部(阪12-6、表ト3)。

5.考案

1) )J見毛を始めるにあたり、必者が一番知りたいと予測される料金面に|射

しては、30分間の脱毛希望料金について3000円以下と 7000円以上が 0%、

3000-5000円と 5000-7000円と答えた人は半数ずって、料金面に|射して

は大半の，患者が現状のままで満足している t言える。上下肢に比べ、肢

街の脱毛料金は15分で6000円 とホやや高め。 と感じ ながらも、ほとんど

の忠者は満足してい ると思われる 。

エステテックサロ ンとは違い、病院では前払いやクレジッ 卜ローン詰IJ

ではなく 、 そのたび毎の支払いであるという ことか らも、患者に安心感

含与えていると 言 える。

j心者の考えて いる永久)Jえ毛の総予算傾については、 l羽2より 、30万円以

内が46%、50万円以上100万円未満が50%、100万円以上が 4%と、ほと

んどの必者が一部位あたり平均50万円前後の予算を考えている。予算100

万円以上と答 えた忠者に|刻しては、 一昔11位fごけでなく、後数音111立のIJ見毛

を希望していると 忠、われる 。

2)来院している 脱毛忠者のおよそ半数がエステティ ックサロンに行った

ことがあると答えている(F;<13)。 その内容 tして、脱毛・痩身・美顔が挙げ

られて いる(医14)が、 これより、脱毛に関しては5人に1人がエステテイツ
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クサロンから病院に移動していることが分かる。 その里11111は、永久"見E

に病院を選択した哩1:1:1の大半が、医者のいる病院であり、色々な|百iにお

いて安全安心であるからと 答えている(表1)。さらに、 永久IIJt毛での確実

性・アフターフォロ ーの面など も挙げられて いる。

表1 永久脱毛に病院を選択した理由(重複あり)

・安心・安全だから

・病院で'ありドクターカ九、るから

・エステテ ィックサ ロンでのトラブノレが心配だカ・ ら

・料金が明ft'O(だから

・知|人にすすめ られて

・感染而て'交心だから

・アフターフ ォロ ーカtしっかりしていると思ったから

・エステテ ィックサロンは1"-:1傾だから

・エステテ ィックサロンでノk久脱もで きなかったから

以

一以
一以
一以
一以

一以

一以
一以

一以

ワ釘

一
市i

-エステテ ィックサロンと 追い、H制i¥1あたりの1I見℃速度が早いから 2人

ぷ2 専属!悦主上を希望する珂!.ill

1.信頼できるようになるから

2.痛みの部位をfl[解してくれそうだから

3. 1脱毛に|対しての相談をしやすいから

4.プライパシ一保持のため、"且毛部位(特にVライン)によっては専属の方

が良い

5. 脱毛士によって痛みや脱毛時間などに遠いがあるから

ぷ3 脱毛七に よる、 1時間あたり の脱毛本数の述いについて

(1)多少の違いは仕)jがない

(a)俄'来な永久)悦1:をしてはしい

(b)焔みが少な tt ればよい

(c)脱毛後の状態ilt1:見

(d)信頼で量る!悦L:1::であれば、本数は気にしない

(2) 11キI::Jあたりの、|ιgJ本数は抜いてほしい

(a) I日l傾を支払っているのfごから

(b)スピード ilUJUごから

(c)主，，'.<水久1I兄もしたいから

(3)気にならない

26人

18人

4人
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研究 2 rアンケー卜結果報告J ー脱毛忠者が病院に求める こと

3)脱毛時の痛みについては、 、どうしても我慢できない。や ホ全くの無痛

である 勺こl刻しては0%であ った(1:;<15)。ノk冷却によりある程度の痛みは軽

減しているも のの、はとんど の必才iに多少の痛みは出現していると思わ

れる。脱毛時痛に関しては伽|人差があるため、忠才I'{匝|々 について、脱毛

士が充分把握しておく必要があると考える。

4)怠者把握をより効果的に行うために、専属Jj足1計二制を導入した方が良い

と考え、調査を行った(図6)。技術面での確実性を望んて¥、ること (ぷ2)より、

Y寺間あたりの!悦毛本数の違い"について アンケー卜調査を行 った(ぷ3)。

uトーの結果より、専属脱毛土でなくても良いが、技術的に一定レベノレ

であること、また時間単位の平均本数の脱毛をすることを忠者は期待し

ていると考えた。

6. まとめ

①料金 [fii に つ いて は 、 全体的にやや高額と感じているが、大半の/~'，者は

現状の まま で、満足し ていると忠われる。

②エステテ ィックサロンより病院を選んだ理由としては、感染而などへ

の安全性や、 1I且毛技術の的i'Jd:>'I:か らであると忠われる。

③患者理解のためには、Jj見1;1今との信頼関係が大切で、あると考えている

が、 実際のところ脱毛11寺の廃焔の1::1)凶やH寺間単位の11見毛本数の問題を重

視する患者が大半であり、技術前iに|立lして、 一定レベノレを満たしてさえ

いれば、専属性でなくても良いと考えてい る。

Jj足毛患者は、病院に対し安全で確実な水久Jj見毛をまず第ー と考え、さ

らに脱毛士との信頼関係が保たれること を望んで いると，巴、われる 。

¥'1-11:(，，11見1ご1:市1)がどのような制度なのか、 一言説明があれば本論文の内谷がも っと午

きてくると思われます。 (高知赤卜字病院桑名隆一郎)

脱1ミ/l:，f，ーが、水久1)見1こに対してなぜ州院を選択するのか、またエステ tの利用状況

もグラフを{史ってJ見町iされているので‘う〉かり やすかったと足い、ます。

専属脱LI:稿1)の将人について、5人に2人が希引きれていると報台されていま す。1.11-

属品1) には貨否 I l lij ~1命あると 思い ますが、 ，':L'. f，'と11見色 Lとの良い伝頼関係を保つにはどう

すれば良いか t考古 λ る論文|人l待てした。 o.t;l.b皮フ科クリニ ック吉111サチコ)

45 



日f究 3

脱毛における工夫

-快適で満足の得られる脱毛を求めて-

刈谷!H~外科}川科梢院 野々山たみ子， 林圭代，永田悦子， i憤山佳織，小島伴子，

松永佳世子，重盛忠誠

1. はじめに

安全で確実な脱毛術けを施行する為に、基本に戻っ て考えてみました。

より脱毛効果を上げ、，忠者さんに満足の得られる脱毛術を施行するため

には、普段の業務の中か ら出て来た様々な疑問について、工夫し解決す

る事が私達にと って非常に大切な事だと考えたからです。数ある工夫の

中か ら、 患者さん、スタ ッフ双ブjか ら良い評価を得た内容を?紹介します。

2.ガーセーの工夫

当院では、以前プライガーゼ@を使用していましたが、ガーゼ、から毛カ?

w五ちやすく糸1丙が I:~， やすい、アイスノfックの*ì商を H及4又しにくいなど、

使いにくい点が多〈、何か良い物はないかと採してみました。尺戸1;ゲー

セーは、糸屑は出ませんが、大きさが決ま っている ので細かL、作業がしづ

らく、 1枚 当たりの コストが高い。又、水滴除去時の湿り 具合は、プライ

カ、、ーゼ@と変わらず吸収も良 くありませんでした。 そこでコ ットン100%

の不織布ガーゼ「フ ァインクロス@J を試してみました。

・結果 ①糸屑が出ない

②水滴除去時のI吸収に優れている

③皮膚への感触が柔 らかい

④カボーセーか ら毛が落ちにくい

⑤サイス。が豊富にあり 、脱毛部位に合わせた大きさが選べる

⑥四ッ折にな っている のでガーセーを折りたたむ手間が省ける

⑦オート クレーブて滅菌しでも、品質が変わら ない

⑧プライガーゼ、@・尺角ガーゼ、よりコストが低い(表1)

表l ガーゼl枚あたりの単価

カ、、ーゼの種類 大きさ (cm) l枚あたり の単価 (ドJ)

フ。ライカ。ーゼ⑪ 15X28(二重) 8.75 

尺角ガーゼ、 30 x 30(平折り) 7.6 

ファインクロス⑮ 30 x 30(四ッ折) 6.5 

ファインクロス@ 25X25(四ッ折) 4.5 

ファインクロス@ 20 X20(四 ッ折) 3.1 

ファインクロス@ 15 x 15(四ッ折) 2.1 

ファインクロス@ 10 x 10 (四ッ折) 1. 75 
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研究 3 脱走における工夫 ー快適で、満足の得られる脱毛を求めて

以上の様な利点があります。又、切っても糸屑、が出ない利点を生かし 回

て、顔の脱毛時にはカットし、アイマスク代わりにも使用しています。

このように、各々の脱毛部位に合わせて、ガーセーの大きさを調節する こ

とにより 、以前より非常に脱毛し やすくなりました。水ij}ljの吸収が良く

なった事て¥脱毛効果にも多少良い影響を与えているのではと思われま

す。

3.脱毛直後の冷却方法の工夫と外用薬について

当院では、以前は脱毛終了と同時に冷却を中止し、脱毛直後と脱毛後

2-3日リンデロン VGクリーム@を使用していました。しかし、脱毛後の

皮膚反応、を事11える効果は大きくても、ステロイド斉IJの使用 tいうことで、

忠者さんか らの不安の声もありました。特にステロイド剤の吸収率が高

い部位である顔町、又そうでなくても反応が強めてトラブノレが起こりやす

い手足の指・腕・うなじに対して、脱毛直後に以下のような試みを行 L、ま

した。

・脱毛直後、各部位に合わせた大きさのアイスパッ クで冷却処置を行う 。

(ノJd鬼がわずかに残って いる桜度のアイスパックを1-2同交換しながら、部位により

5-15分程冷却する)

・冷却処置後に、ダラシンローション本をフ アイン クロス⑮に浸 し、しば

らく混布処置を行う 。

・結果①脱毛部位の発赤・腫脹の消失が早い。

② ローションタイプなのでクリームに比べさっぱりしている。

@~持に夏季のJJ見毛後にはてり感がある場合、冷たくて気持ちが良い。

④ うなじの脱毛H寺、硬結ができにくい。

ダラシンローションは、脱毛後も自宅で2-3日使用してT買いています。

約l年半、上記部位の処置に使用しましたが、皮府反応、の悪化・化膿・炎症

等の症状や、 トラブノレU:起きていません。私達脱毛スタッフの白から見

て以前と 比較し、特に脱毛後の腫脹がかなり早〈治まるのを感じます。

結果①~④li、実際に患者さんから得た後数の意見をまとめたも のです。

アンケートに より処置に不~iiî!Jの意見が11'ド も無かった事で、満足して項け

ていると判断し続行しています。最近では、ビキニライン・陰部の脱毛後

も同様の処置を行って いますが、その{也の部位については、引き続きリ

ンデロン VGクリ ーム@を使用しています。
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4.おわりに

私達li、iEI々 の脱毛業務の中で出てくる小さな疑問を畷ー昧にしないで、

スタッフ全員で解決してい こう」をモ ット ーに、スタ ッフ 悶の輪を大切に

しています。工夫 した事全てが良い結果を出しているとは言えませんが、

色々な事にチャレンジする前向きな姿勢の大切さを知ることができまし

た。今後も '11;:;に勉強し研究する姿勢て."... .I!~者さんに快適で満足の得られ

る脱毛を行えるよう、また術者としても納得できる脱毛をめざして努力

して行きたいと 思い ます。

なお本論文の要宵は n本医学脱毛-+会第2回中部・北陸地)J会 (1995'1三IOH19日・

於三ffi.iI!)において発表した。

*ダラシンロ ーション |付111<用ダラ シンカプセノレ⑧1%・イソプロピノレアノレコーノレ5%のノド

i?;i(~て冷蔵で約1 ケ 111::1保存可能

参考文献

1)小林敏901:絶紘針脱毛押j.小林水久脱毛研究所浜松(1992)

1)久本111淳:I主的科領域におけるコノレチコステロイト外用療法(I984)

ファインクロス⑧というガーゼは、今まで勉';!l!イ、}iで見たことも聞いたこともなかっ

た。中古"..1仁除地方会での発表後、当院でも使川してみたが、ガーセ、を折ったり切った

りする手1i:1 が，(i ける t~" けでなく、確かに WLざわりが良< [;が1-1'1'干しやすい呼の長所を

実感した。ただし、 j主!前科小手術などではoRii而がなめらかなJ立が逆に欠点となる場合

があり、引イFは脱毛のみで使fjlしている。

ダランンローンョンにl対しては、ニキピの忠者さんにしか使用したことがないが、

比較的アレルギーを起こしにくいと官、われるので、今後使用検討してみたいと考えて

いる。 (水谷!主フ科クリニツク水谷智了)

1j_'♀?で総支な脱毛術を提供するために、様々な E夫が続々な施設で行われるように

なってきた。

1見℃直後にアイスパックを使HIしての冷却処置は、冷えすぎによる凍傷などへの配

慮が必要であると感じる。

論文'1'にもあるように、「日々の脱も業務の中てt/I，てくる小さな疑I1:Jを暖昧にしなL、。J

ζの安勢が最も大切である。常にこのうE勢を.t<のIJ見毛士が持ち続け、情報交換する

ことが脱毛士のレベノレアップにつながる t痛感した。

(i兵松ヒフ外科クリニック 伊藤長忠子)
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特集 カ ノレ テ の 工 犬 や l古 Ili 法 一1

POS式脱毛カノレテの見直 し

四本庄府科クリ ニバ 永吉利子，南|佳代， E固久美子

1.はじめに

POSくProbl巴mOriented System>はIliHill志向型システムて、単に怠者

の観察記録ではなく、忠者中心に、忠者の立場になり、患者の問題は何

かを明石慌にし、 その問題を検討し .. ~~者とともに治療をすすめる作業 シ

ステ ムの ことである。当医院では3年前よりPOS形式で11兄毛カルテの記載

を行っているが、最近「より良い 11足毛カノレテ」を目指しカノレテの見直しを

行ったので述べてみたい。

2.幸Jrしいカノレテについて

当医院で最近作成したカノレテを凶1-5に示した。POSにおける基礎デ

ータとして、 診察所見の記録、 IUl診表、検査日及び写真撮影日をより 詳

細に記録できるように見直した。初診u寺及び脱毛開始直IFiに皮防所見を

観察し記載するが、必要最小限と忠われる項目はあ らかじめカノレテに印

刷し、全項目をチェ ックし異常所見の把f庄が容易となるようにした(図1)。

次に、問診表で既往歴やム夕、毛の処J!j!_ì去などの質問事項 ~12項目から

19項目に増やし、 問題点がより簡単に1I11，'J:，て、きるようにした (似12)。

また、術前7J..び定期血液検査実施日と検査結果、写真撤彩日が一見で

把握できるように一覧表を作成した。 これにより採JfILや写真搬彬の漏れ

をなくした。テスト脱毛記録も記録しやすく、本脱毛前の皮府観察 と忠

者の反応、を記録することとした(凶3)。

新たに「問7題リスト」を作成した(図4)。

この項には脱毛初期計同と IIJi毛開始後の計画、立案の記入欄を設けた。

初期計画欄には初診時所見、 11:1診表の結果、市|可前説明u寺の患者の理解度、

質問内容、心理テスト の成績等により問題点をt11lU'，し箇条書きとした。

11見毛開始後の計画欄には、 IIJi毛が進むにつれて生じる問題点を記載する

ことにした。いずれもtRl出された問題点に対して解決策や援助内容につ

いて計阿|ぞ工[案し、問題が解決した場合は日付を記入し抹消する。「問題

リスト」はそ の重要性か ら3枚目に つづ ることにしている 。

従来の11見毛記録カノレテては記事を書くには、狭かったので、 やや広〈

した。これまでと同様に脱毛に閲する存観的情報o(objective)の多 くはカ

ノレ テ左側欄に記入し、その他の Oや主観的情報 S(suvjective)、評価や判断

A (assessment)、援助内容や患者指導計同や治療方針 P(Plan)を右欄に

SOAPの4項目に整理して経過を記入す るようにした。脱毛記録の'1'て術
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者全員にうirlらせたい問題点については、前ページの|問題リストに記入す

る。

3. まとめ

POSはローレンス ・L・ウィードによ って提H目された。本邦では日!野原

重lり1により rpOS一医療と医学教育の革新のための新しいシステム」とし

て紹介され、今日ては多くの医療現場で用 L、られている 。当医院でも、

これまで POS式て'，1見毛カルテの記載を行って来たが、カノレテに記入され

た問題点が取り出しにくく、術者全員が情報を把握することが困難なた

めに、術者が変わ っても共通の問題点を持ち継続的に脱毛ができるよう

また、術者の11見毛に対する興味と 学習意欲の向上にもつながるよう

に「内容の充実した記録、 より良いカルテ」ぞ目指して見直しを行った。

電気脱毛術における技術上の評イ!日i1.:J:、これまで通り脱毛本数、脱毛条件、

脱毛時間、術後合併症の有無によりなされるが、 11見毛の現場ては脱毛条

件の設定、冷却法、廃痛緩和の援助など知識や経験による応用や柔軟な

姿勢が必要である。術者の応用力を養うために POS式記録は効果的であ

るとおもわれる。 そして、 それらのデータは「問!包リスト」を中心に術者

全員が手話易に知jることができ、 11見毛についての問題点の把握が患者に適

切な11見毛を提供する こと につながる。

また、 4患者それぞれに 11足毛以前の問題があることもあり、 それらをス

タッフ全員があらかじめま"って おく ことで不用なトラブノレを避ける こと

ができ、忠者との信頼関係がさらに強固なものとなり、 ひいては脱毛が

スム ーズに進むと，忠われる 。

「より良い脱毛カルテ」が「よりよい脱毛」につながように屯気脱毛術の

POS式記録を さらに、』食言すしていきたい。

参考文献

1)松岡緑 今なぜ POSが必要か看護技術 96: 78-81， 1996 

2)松岡緑:POSの桃造看護技術 96: 302-307， 1996 

3)日野原重iリJ:POS 医療と医学教育の，yJ新のための新しいシステム 医学書院1973
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特集カノレテ の工夫や活用法 一I

絶縁針による永久脱モも、必ずしも'ム:宇?とばかりはいえません。福間皮府科におい

ても過去1年間て午1]当数のトラブノレを総験いたしました。そこで過去のトラフノレをi先い

tHして、そ の原因と解決策を検討しております。 その際に忠者の洗い出し、 トラブノレ

の種類およびその対応、につレて苦庖しました。このような POSシステムを当初より採

用しておけば無島kな労力が省けたかなと反行しております。 また一人の忠者さんに複

数の脱毛士があたることになると}J;r_いますので、サインについては全nのサインされ

ることが必要ではないでしょうか。 ニのようなシステムをmみ重ねる ことにより、 ト

ラブノレの原因が解明色れさらに適切な対応策も兄いだせると思います。

福岡皮膚科においてもこのシステムを利JTjさせてレたcいて、より良い脱毛をめさ

したいと思います。 (品川山IJi.JI"i科札¥ILl1任務)

医療従事者による脱毛治療とは、より良い技術を提供する tいうことだけでなく、

民い脱も布設ができるという ニとが重要で・あると考える。

この論文は、それらを 目指すための脱毛カノレテにおいて、 綱吉11に波って記鉢できる

ように_[犬されていると思う 。さらに、この論文で興味を抱いたことは、 1::]題リスト

や SOAP記録の行方の実際である。

続編として、に鉢の実際や脱毛治療に変化をもたらしたことなども知りたレ。次阿

への投杭を望む。 (浜松ヒフ外科クリニック塩谷満寿美)
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脱毛診療録の実務的工夫

}手本J!布形成外科 川"'!!(Ht，，刈田真由美，松氷点「j，杉本孝郎

1.はじめに

従来、 当院での脱毛記録は、 一般の外米診療録を使用し、記載方法が

統ー されていなかった。記録や11見色IjiIの↑i'h*収集に、多くの時聞を費や

していたにも|品lわ らず、情報は不足し、一目した11見毛看護が出来てなかっ

たので、千成5'Qーか ら新しく|悦色白金jJ，tj止を作成し、使用している 。

2. 11見E診療鉢の説明

1.2けflJ紙、針・料金台l阪の4種類で構成し(1文11-4)、脱毛前後に il二礁なげj

YI計五i主がで きるように、内谷の細分化を行った。必要最小限観察しなけれ

ばならないことは、あらかじめ印字し、正確かつ短時間で記録できるよう

に作!反した。

1) 1サJlJ紙(1:;<11)

初診、テスト脱毛の記録は、 一般的な説明や質問事項をチェック )iょ

として 印字し、 11見毛経験、皮府の現状、 ~c'J'興体質等、特記するねの余 ( 1

を設けている。

また、 11見毛診療録の表紙になるので、 11見主経過が分かるように、クー

ノレごとの処理本数を表記している。 この経過ぷをIIJl、ることで、減毛状

況を簡潔に把揮でき、患者説明もスムース、に行える。

2)2号用紙(1:;<12)

脱毛IJ.長期HIJを裂する ので、無駄な余(-1:t'?i l、て枚数を減らし、 診療

録が煩雑化 しないようにした。終Miの緩和;1、や{本調、皮胞の状態等、変

化がみられる場介特記し、必要に応じてこの用紙を追加していく 。

3)針内I阪(1:;<13)

針のii'LI1状況が簡潔に把躍できるよう、 iiトl封した FI付、針タイプ名、

使川 11、針 11Jにちを処理した本数を明記している。脱毛前後には、顕微

鏡 卜 て仰;認後、洲:~Ir .亀裂・リング・先端の状況等記入をすることで、1>1の

扱い )j:がより俄illになった。

4)す|令台帳(1:;<14)

脱色にかかっ た ;I~川を内存別に記入する 。 必{í- Il見 /')111年に、 総IIS' ll \l、 総 '(I{)IJ の In11~ を作

幼に し、1"1以の説明が簡単にできるようにな った。
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回目

__.__._一一

山|由|開|川tj川|吋r:

1'<1.1 

村1l カノレ テ の | 火や i，~ JlJ d， -2 

3.今後の謀!越と考察

平成5年に新しく)民主診療録を作成し、以後3年間使用してきた。 コご

ユニケーション不足を解消するため、 一H

れたが、 患者と脱毛寸十」のキ相朴相lト1=1十刊l十1'/↑性|笠や、 11見毛:1てのH寺!日j的拘束とい う精神的負担

が大 きいので、特殊部位や、忠者から特に要望がない限りは、担当市1)を

とらないようにした。

記鉢の方j去を統ー したことで、記録時聞が短縮された上、 11足毛前の情

報収集も作易にな った。IIJi主11;¥'の会話の中で得 られた情報や、痛みの峰

i成など、 fl古|々 の情報を記載し光'jミさせる こと で、どの忠者にも一貫した h 

チーム石護ができるようにな ったと感じられる。

しかし、初診11寺の情報収集がまだ不充分になる~もあり、平成がFから

試験的に1::)診票も使斤jし、必才HI身に書き入れてI頁<)ji1、もとるように

している 。

4.おわりに

脱毛の診療録と ~~ ll改万j去を統ー したことで、記録の短左前首化をはかり、

チームメンバーて共有できる情幸Hを得ることができるようにな った。

私達は、ほとんどが11見毛 1:と患者のI対lてI1足毛を進めているが、 11見毛

診療録 を通して、 11えも 1:が初めて担当する JIl:れでも、 一貫した脱毛看護

を提1l1:できるようにな った。

これか ら も、より ~}~il 安心して継続して頃ける脱毛医療を考えてい き

たいと思う 。
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目見もJlIカノレテは、"，院でも専用のものを使川しているが、事|台帳の工夫に感心させ句

れた。絶紋昔1はディスポ針に比べ向I1聞な印象があるせいか、初診11寺に使朗読・耐久性・

交換JlIUJI等詳しく説明を求められる・れがあり、的確な参考資料になると思われる。ま

t~顕微鏡による破打iチェックは介j)判。i' r防に重要である。

]¥;')11紙のクーノレという記載法はややわかりに( L 、 。脈問のように毎凶全範II~ 脱[:..r 
能な部{主と卜肢などとでは、戸、]存(I(jに違うのではないだろうか?

チーム右設というな場にたてば、診療録の記載方法を統一すると いうことは非常に

大切であり、件医院においてもより ー!日の改帯・_[犬が必要であろう。

(川 11クリ ニ ック川 11失11m

.'!'， .rî犯握のためにはわY宇t，1 J以* ' ì，\"fI~は>fi大な要 1'1<1 てある 。 そのためには、脱 1こ押川カ

ノレテの必要性は"うまでもない ニとと思う 。

引を管理することにおいて、今|口lの音|行中長はi追いアイデアと感じた。

11~ も使 L 、易いカ ノレテをめ〈がって、科病院で峨々に工夫した脱毛カノレテを *f1介してほ

しいもので也ある。 (制IU~主的科大統弘チ)
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特集カ ノレテ の | 犬や iR 川 i.t-3 

アンケー ト結果の講評

編集委ii玉田1111二

今回 !J:、特集テー?とし て編集委員会で以前から希望の多かった、「カ

ノレテの工夫や活用法」を取り 上げた。多数の方々からアンケー卜のお返事

をいただき誠にありがとうございました。今回の テーマのプランナーの

一人としてアンケー卜 結果をまとめた。多くの医療機聞か ら、実際に使

用している脱毛専用カノレテをお送りいただき、改めて各医療機関でよく

工夫している ことに感銘を受けた。素晴らしい11見毛カノレテを工夫されて

いるにも |期わらず、時間的高11約等で今回の執筆が不可能だった方々のお

返事の中て旬、特に興味深かった こと を以下に列記する 。

-担当制をとっていない医療機関では、スタッフrmの患者情報に|到する

申し送りに利用している。 その場合、 11見毛条件等だけでなく、忠者さ

んの性格や背景等についても出来るt.:'.け詳しく記載している 。

・11比毛術後の症例検討会で11見毛効果の判定等に利用している。

・テスト 脱毛の申し込み用紙とカノレテが分離しないように気をつけてい

る。

-浜松ヒフ外科から項いたカノレテを使用している。

に のお返事が圧倒的に多かった)

・毎回決っ て記載する項目守事前に挙げてあるカノレテを作成し、 0だけ

を付ければよいようにし、記載のし易さに気を付けている 。

・一人の患者で複数苦11伎の施術を受けている場合、 カノレテが混乱し分り

づらし、。ノfインタず一式を考慮している。

(士会~ F}r1証にカノレテを作成することはどう fごろうか? ) 

その忠者さんの問題に対する解決策や、目棋を立て、具体策を挙け‘

て、訊'1111iで、きるカノレテ (POS)を目11守している 。

・問題のある症例に関して忠者観療ノートを作成し、 |時間がある 度に職

員が回覧するようにして いる 。

.11兄毛部位を記載する際、 硬毛処理部位、軟毛処理部位、 両方の処理を

した部位、 1111引き脱毛をした部位などが一目で解るように印の仕万を

J=夫している。

・11見毛中のトラブノレに関しては、カノレテの中に赤、文字て旬、記載している。

・写真を貼付するため、カノレテが厚くなってきて整理に困って いる 。
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まとめ

カルテのu的は、単なる世R忘$，止としてた、けではなく、ベストの治療を

するために、介川!的な思考を行う場所でもある 。 しかし、いかによ~ Ui'iら

しいカルテを作成しでも、カノレテ作成にl時=聞を取られ過ぎ、本米の業務

に支障を米すようでは木本転倒である 。 また、将求利用されない情報で

はこれまた無駄である。

カノレテは11'，;>1とるだけ簡単に記載できる様式を考え、誰が見てもわかり

易〈考雄、し、実際に役立つ{更利なものでなければならない。すなわち、

簡単・わかり易い・{史利である。

* 11~近、各地の 11兄色術を行っている医療機関の '1 ' て、その医鋭機l具1 1，ごけ

通じるような刑訴が使Jliされている 。 その刑訴に慣れてくるに従い、{也

の医療機関でも使川されていると誤解し、中会発表等てず使われることが

多L、。学会発表、論文作成i時にはこのようなことがないように留立すべ

きである。

例:ro回取り」司ro回施術」

i正日の業務てカノレテ li イ~ nf欠の物であり、カノレテのJ己般のイj無て、症例のI1町fI([が決ま

ってしまう ニとがある 。あまり惚維で、 .1:.き込みに時fltJがかかり過ぎてはいけ ないし 、

やはり使レ幼いのは、問中でわかり易い物であろうと，思う 。 総t~. けヲ I l 、てある ~H:一泊の

カノレテヵマムは一得使い幼い。

ただ、 凡さ忘れない、惚数の人nHが使うデータをまと める 必要があると 、やはり幾

っかr(I11を決め ていかなけれlよならな レと思う 。工夫したカルテのモデルを凡せても

らいたいと a思っている。 (弓ひJ、科鈴木弓)

引l 、 " lmIJ を取り入れていない丸院では、カノレテ及び I~\ .r，'観察 ノ ートは、そ の nJl度担、 "1

する .'J:~ おさんの的判iをりてトラブノレをぷ然に防言、より iい、永久脱 c:!f.i を行うぬにも

大切なものだと a官、っています。 しかし、簡 '11，・明日東，j史やlに使いこなすのは難しく、今

1"1のアンケート結LI--Fを参考にしてス タァフードiJで、検Hしていければと思いました。

また、科医療機!日lで~1\ 1'1に使われている刑法に ついては、学会発表?宇で.f'UI身もれ

にな っていたτれがありました。それらについては、今後教育委n会等で検討し、統ー

されて行<'J与を哨みます。 (摘浜ベイクリニック :f)¥川l明美)
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• í~立話聞い令わせ 日本医学脱毛協会事務局日常業務発表

平成7年1月 ~6月

11 本 I ""(' ~ I/. T:協会杉本図i工

1. はじめに

「日本医学脱毛Itl，会」は、昭和62年1月に発足しました。

平成6iJ三1月には、研究・研修団体としての「 日木医学脱

毛学会」と医学11見毛を広〈一般の)i々 に啓蒙する ことを

目的とした「日本医学11見毛協会」とに分離いたしました0

4務局を江南市におき活動しております。

日本医学11見毛協会事務同の活動として、主にIJ兄[;に

関する電話相談・医療機関紹介、 |甘い、合わせのあった)j々

に対する資料送付、 取材等の応対、雑誌広告の件、そ

の他その時々に応じた活動をしています。今回、 日常

業務の広い部分を占めます平成7年1月から半年間の'心

話での問L、介わせ・相談の統計|ーを出し ました。

2.都道府県知11日1L、合わせ1'1ニ数の統計(幽l参!!(O

地域的な事を考慮しましでも、東京・村奈川 ・111梨・沖

縄の屯話件数が多いことに気づき ます。併|々 の支部で

も広報活動をされている結果fごと思います。興味のあ

る方は一つの記事・広告fごけでなく、複数のものに目を

とめている ことが多いようです。雑誌で協会のことを

知り、また地減のミニコミ誌等でも 目にとめ、そして

図1 都道府県別問 L、合わせ件数

北海道 158 壬i川 25 岡山 42 

lT森 16 n7;)f 10 !よね 67 

~' ;手 16 山梨 49 11111 22 

，I..!，減 54 長野 35 i事f;t 16 

秋川 6 岐阜 92 子守川 16 

111庁長 15 静岡 128 愛妓 31 

NJ'.，r.-ij 23 愛知 346 I':，'j知l 6 

茨城 96 二重 46 名古|前l 81 

栃木 38 滋賀 23 佐賀 12 

ltt.!日 47 J~~昔11 87 長崎 20 

I荷1;- 298 大阪 300 熊本 II 

千葉 273 兵庫 133 大分 8 

*J:7( Ill5 奈良 27 M曲者 11 

神奈川 439 ヰ日歌山 10 鹿児島 21 

新i!~ 37 ね取 6 川1縦 114 

富山 19 lb恨 合計 4446 

電話をいただくとい った相乗効果が期待されるものfご

と考えられます。

3.加盟医療機関のない県について(1刈2参!!日)

'PrJ.成・茨城・広勾・岡山県等の怖い、合わせ件数が多〈、

!日lじんから1iiJI"1か加盟医療機関が増えていないか確認

の屯訴をいたt.:'きます。 また、交通裂を使い遠方まで

通院している方の訴を rlfî くにつけ、 こ れらの県に加盟~1_

医療機関ができ、~;!{介させていただける こ とを期待し

ております。

4.i立話ての相談内芥に ついて

様々な質問・相談を受けるのですが、例えば医療機関

の診療 11等シ ステムのことは医療機関一覧表などの充

実で解決してい こうと考えています。 またすべてでは

ないのですが、 ご相談内符てやお互いの言葉足らずで起

こって いることも多いと感じます。科医療機関の忠者

さんとの積極的な コミュニケーションで解決できる 11:1

1国も多いのではないでしょうか。事務I..jの私たちも合

め、耳を傾ける姿勢の大切さを痛感します。

1:i{12 各県別問 L、令わせi'l'数
(11本医学脱1ご協会加盟病院のない!日)

oC " 、d

r 
沖縄

目511以上30-441t 
15-291t 
0-1411 
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脱℃施設 H 兄

大宮スキンクリニック

〒330J，~ F.lIU:円r!j'/:州f44 ン『ムラピル4'01' 

TEL: 048-646-0233 FAX: 048-648-8310 

太山 スキンクリニ バ 石井良典

1.はじめに

平成4年10)-1 に開業し、今年で3年目を迎えます。 I~トi

業、1'1初より 11見毛を行ってきましたが、平成6:11二に11兄毛フ

ロアを増やし、 11足毛専任看護婦を置き、本格的に11見毛

に))を入れてきました。

~在、脱毛常勤看護婦4*， 、パー ト看護婦3名て\行っ

ています。

2，地理的なこと

当クリ ニツクは、 JR大広駅より徒歩5分で‘す。JR大

山・駅は、*北新幹線、 t越新幹線の停車駅でもあるこ

とから、市内はもちろん、市外、以外からの!J::1"iさん

も多〈米院されます。

3.21クリニツクのJJ足1:について

、"1クリ ニッ クては、レーザ一治療・他毛・美芥・形成外

科・ピアス ・一般皮)内科等の治療を行っています。4Fに

受付があり、診療・レーザー・手術を、 5Fでは11比毛・一般

皮!内科・ピアスの診療を行っています。現在脱毛ベッド

は4台あり、そのうち起1Mの委勢のとれるベッドが1台

あります。 クリニック 内に は布線放送がiikれており、

ベッドには、ボ、デイソニックが付けられています。JLt

.fiーさんにリラックスして JJ見毛を受けられる様、努めて

おります。

当クリ ニックでは、出初ワンピース形の制服でした

が、ツーピースのキュロット形へ変史しました。キュ

ロットへ変更し、 11足℃の際、足を (1111に動かせる 目jcが

できるので、看護射のHりから好評です。

4，おわりに

本格的に脱毛を始めてから次第に必者さんがWIえて

おりますが、エステティックサロンでの脱毛後に卜ラ

フツレが起こり、 もっ と早〈医中l民主を知っていれば良

かったという JHも少なくありません。今後の課題とし

て、 もっと医学JJ見1:を一般の人々に知ってもらい、永

久11見毛は医療行為てあるという事を認識してもらいた

と願っております。

そのために!民主上の育成、 11見モ技術の向上、研究会

参加などによる'下Wi研究に努めたいと 思っております。
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J主総

安全でト確実な脱毛術

提供のためには(4)

n'，i 11 I皮庸科大材育弘子

E . ....:田圃=圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

-カウンセリング

・必者との信頼関係

・11見毛看護

みなさんの病院では、テスト脱毛は必ず行っていま 自分の本当の米院目的を話す怠者もみえます。脱毛は

すか? 単なる脱毛技術提供だけではなく、Jl兄E平守護という観

どうしてテスト脱毛は必要なのでしょうか? };l~でとらえ、 一人でも多く の怠者に喜んで項けたらと

シリ ーズ4回目として、今回はテスト 11見毛の重要性に 思います。

ついて考えてみ ましょう 。 テスト脱毛 11(I~Jの第2は、トラフツレの予防、 早期発見

忠者が11えもの決定;を持って病医院の1"1をくぐるには、

伊|人差はあっても勇気が必要であったことでしょう 。

そして、緊張と不安は私たち医療従事者fl!iJにとっては

はかりしれないはど大きなものの場合があります。 こ

のような時、私たちはあたたかい態度 t笑顔て¥忠者

を迎え入れることができているでしょうか。

テスト脱毛白的の第1は、必者の不弘4 を取り除くです。

できる限りのプライパシー確保に気を配り、 忠者と の

カウンセリングをItfiめます。料金への不安、 l脱毛技術・

効栄への不安、モに対するコンプレックス等々、さま

ざまな不安・悩みを抱えて来院された忠者とカウンセリ

ングを通して最善の方法を話し介います。 集 '1' 自~J米院

で¥短期間に脱毛効果の現れる方法を選択するのか、

期間は多少延びても問ヲ|き脱毛などで毎回の11見E料金

を一定におさえていくのか、(も っとも、部位によ ってはIUl

引き脱毛しかlitliiiできない場介もあるが)幼児、もしくは小学

生な Eの場合は毎回11見毛に耐えうる限度H寺聞を最後ー先

します。 また多毛の有無に拘らず、 ILI分の毛に対して

コンプレックスのある場合、脱毛土の不出立な発言は、

11寺として必ず;を大きく傷つけてしまいます。スタッフ

一同てー留意しなくてはいけないことでし ょう。

忠ぞ;と ij見毛士の信頼関係が築かれていくに従って、

です。 トラブノレとは、金銭的トラブノレ、皮l白症状の卜

ラフツレて♂す。

金銭的 トラブノレは、初回のカウンセリ ングがう まく

いっている場合、ほとんど生じません。

皮!内総状のトラブノレは怠者の体質による場合と技術

的な場令があります。後者はもちろん論外です。忠者

の体質によると思われる場合は、針の選択、通芯条件

の設定、外月~.内服薬の使用、 脱毛継続が可能かの判断

等、医自 I IÎの指示が必~・て、あると忠われます。

カウンセリンクマが成功した場合、 11兄毛中断者はかな

り減少することでしょう 。11兄毛看護を 1':1党し、毛に悩

んでいる方に;芸んで項ける看護を提供したいと思いま

す。患者の信頼そ勝ち得るためには、テスト脱毛は重

要な第一歩です。

忠者の声に 'It;r;に耳を傾ける看護婦であ って下さい。
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l刻述学会制介

日本医学育毛協会

Hair Surgery & Medicineては、今後℃を研究して 球部は幹制11包か ら作られます。 その幹細胞の存イ1:部位

いる乍会や仰f究会を逐次品目介する了定です。第1凹|←!と は、膨除却から)1行腺Ilf.111音11に及ぶ部分です。

して、禿髪組・'1見主症の治療ぞ研究している、 "本医..;:・ff

主|励会の第1111111勉強会の特別講演を長に搬告します。 0:色包*11I'胞の情必では、ど の吉11分から培養制胞が生え

(制!t委il小林敏リl) ますか?

.u本|災予ff1;協会

干460r， ， 1 ，"1守~m 'I'I )Uしの r^j 2 -7 -26

TEL: 052-221-7544 

第11u川本医学n1;協会勉強会 1995'1-10112111 (h~: r，仙

特月IJ ~I'li iiÎ'i

A: 試験1~: 内と体|人l て"は、 紺 1 )1包の l1~'荊ff~態が災なります。

t背後では、℃包の 1'.から下まで色々な部分か らも包制1I

1包カi!f':航してきます。一寄生えやすいのは、 ixぃ告11分

ですが下の吉li分からもノ1:えてきます。

0:男性ホノレモンが多色1，'，正の!京国て‘しょうか?

A:体の部f，'i:によって遣います。遺伝的に髪の抜けやす

. ノ I :~ による IItL[;1，'1':の治療経験 い人I;t.、 リH'I:ホノレモンて'li.ti髪は抜けます。しかし胸色、

リν5t性t

"油'，A'1川t川f州州丙M仙F院左 J皮A川h附可刊4科千 ヨ采ミ手名1降一i郎!I市|日i 

桑"!lxエキス、 fdi葉エキスの実験的および臨床的1守

℃似')*(こつレて検討した。 その結果実験的には桑1'1皮

エキスはウサギ℃周期変換能念、f，!i.!liiエキス IH元議℃

包車11111包柄品![似.i1主作用をぶした。臨床実験ては これらの

iU介物は リ5 !J:.の (Tハゲ(リ川町!脱走抗、f，c'P刊 のびまん~I:n且1:i，i')

に対して似めて有効て、約60%の1，'leWIJて軟Tこあるいは

『組主の新ノ 1 : を JLEめた 。 そして、最長2" 1~ 1:1J似川したが特

に高IJf判1JI;t.凡 られなかっ た。

次にこの fJ 主勿j米ー に ;μ竿~を 1立ばす 1"1 {-について、す

なわちどのような訂正例に育毛幼米ーがJ9Ji.¥'できるのかに

ついて検討した。 リ5'1''1:て、は軟1この伐作するJIu瓜古11の脱

モ!.fU)i，:':jL、改~二ギをィ、した 。 リ 5 !J:. とも年齢ては .{'.:年者

よりも '1'，'::jil二以降の忠者にi吉jL、イJ~1J'転が凡 ら れ、季節

(I(j には&f.J91 に改 i({ '{.~ の低下がみられた。

0: 1;を{乍る j乙となる宇字削1包(ステムセノレ)のイfイOt'i)iJrl;t.、

℃球部ではなく皮)1日腺の部分でしょうか?

A:今ある もが1111びるのはも球部か らですが、新たな も
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0:育℃剤の主成分として、なぜ柿の集エキスを使った

のですか ?

A: 100Hi類科の試薬のなかで、成忠良の良かった物が2、

3種類ありました。そのうちのひとつが、布liの柴エキス

でした。

0: 60%の }!'，~ーはずJ 1;斉IJて効果がありましたが、 他の40

%やfI色斉IJを似わない忠才;への対応、はどう しますか ワ

A: ftl:斉IJの女hかない40%の忠i1については、今後の検

討課題です。 fJ~イ1: は頭TJ'j古11のみに効果が凡られますの

で、前頭部のft1;斉IJが効かない患者さんには抗リJ性ホ

ノレモン を111:川するJii.Eも Ajh色'1'です。fnご斉IJ]，I:外では、

Ij'l.-毛tj!'(1;をiiう方法 もあり ます。

Qα:小，}

の子にも、 fj'1;斉IJはがJきま すかワ

A:円形11足[;1，'"，には、臨床実験をしておりませんので、

効くかどうかはわかりません。11I形11見毛症はア トピ一、



アレルギーがなければ、ストレスによるものと思います。 立見はワ

A: 5a リダクターゼやデノ、イドロテストステロン(DHT)

0:育毛剤を1種類のみ使うより、外種の育毛斉IJをに毎|旦l替 は、男性型脱毛症に大きく関与しています。しかし、こ

えて使った方が、育毛効果を期待て、きませんか? れらの酵素やホルモン活性U先髪方法とは直接の相|期は

またその場合、も根に苔はありませんか? なく、普通にI先髪していれば特に川題ないと.':l;'，， 、ます。

A:桑臼皮エキスと -tl¥iの葉エキスに|県lするかぎりでは、

単独で使うよりも i見合したほうが効果があります。作J1J

機斤-の遠うもの(桑[ほと柿の柴W.相乗効果がJtJJ待て‘きま

すが、作用機作の同じ物ては、余り効果がないと思いま

す。たt::'し育℃剤1;):、Hll[旦l使わないと t::'.めですから4、

5種類を毎回作えて使っても、効果はないと思います。

また'主については、 fTモ斉IJの程類によります。iタIJえば

桑臼皮とカ ロヤ ン1;):~!'.日与です 。 桑臼皮は、栄養分であり

カロヤンは血管拡張剤てありそれらを、交互に使うこと

に意義があるのかもしれません。

0:毛髪診断て")J旨性で頭)Xが緊張して硬いと 言われまし

た。やはり )J旨性だと毛は、午えませんか?

また脂，[全て洗髪をまめにして L、ます。I先髪は、 Eのぐ

らいすれば良いですか?

A:皮)j旨はt穴から n-I，ますが、そ れてしばしば毛穴が詰

まることもあります。通常の洗髪回数て、毛穴が詰ま っ

て化膿した℃包炎がなければ、皮脂そ の ものが)J見毛の大

きな原因にはならないと考えます。

洗髪の回数は、普通の人でしたら3L1にl回のシャンフ。

-i先L、て他の2[1可は、お湯i先いをお勧めします。

~~iI支の緊張については、ベニヵーオサツレの実験によれば

皮膚のつっぱ りで脱毛するというよりは、遺伝的に IJ見毛

する皮!内の部分が決ま っているようです。頭皮の緊張が

強いようでした ら、入浴H寺のマッサージをお勧めします。

0: 5αーリタずクターセ、、力fテストステロン守デハイドロテ

ストステロンに変換する 'jcから起こる脱毛に関してのご

0:値物エキスを到苦[iにi受透させようと思っても、)j旨と

分離してしまいます。育毛剤を使う H寺に、皮)[旨を取るの

は重要でし ょうか?

また育毛斉IJのi受透性についてはどうですか?

A:作伽|人の)XIJ旨の科!交の問題と思います。)XIJ旨を取ろ

うと1;りl晩シャンプーすると、それの害がありますし、不

潔にして皮脂が毛孔を本ぐと)jjiモのJEi凶のひとつにもな

ります。

各俳|人に必裂な最低限度の洗髪をお納めします。

育毛斉IJの浸透性についてですが、たしかに人間の体は

外部のものを受け付けないという性質があります。しか

しミノキシジノレを頭部に d全布する 'jf験では、これを外用

して数JI寺I:¥J後にはJ(ll液'1'にミノキシジノレが検出されてい

ます。したがって育毛剤は、ある程度は頭皮から l吸収さ

れています。もちろん、さらに日及収率をよくすることは

今後の研究課題です。

一般演題

L も包細胞の情養ì1~ 斉藤勝教(内藤クリ ニック)

2. j-犬養毛法制)j包による

行t交1J*の評価法

深十l盟(iι口i:I、「業株式会社)

3. 1' J形脱毛症の治療アラカノレト 三和敏夫(二和庄フ科)

4. 級痕性JJ見もの外科tl~)治療 山仁l作子，青iJl久
(愛知医科ki附同州院

Jf;li!民タトm

5.新し L、植毛i1、 衣笠干CrMf
(き叫がさ クリ ニ ック)

Iji_- 植毛術について
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第3回中央研究会抄録
.1111寺 1996(平成8)年1}131日(栂

・場所一一一一東京羽III空港ターミナノレピノレ6F

ギャラクシーホール

1. 当院における IJt.{[までの脱毛状況に ついて 7. 当院における股符脱色の粂件の再検討 第2報

'jll(.fクリニ yク '?!J 1喜久美 般浜ベイクリニック :伏川IIJl芙{也

甲府クリ ニ ックでは、脱(;を行うようにな って3il'-が過ぎ年々居、 前1"1の調査結果をも tに、最近の脱毛忠者のカルテを整理し、

者数はWI λ つつある。そこで過去2年下の来院/J.~.将数、部位別、年 肢簡における "1-IJI. (;訓令の針別検討を行った。前回同織に S針で

併~II ごとにグラフ化 L 、/J.:'.名ーの状況を肥揺するとともに、今後，m もl秒通;6:て行うならば脱1:効果が向いと Lづ結果から、当院での

者数1(1;'加lに対応できるよう統計的検討した。 永久脱1:刻'1*の見直しと針選択基準について再検討し報告した。

2. ij且1ご忠才iの実態と対策(アノケート調査による1.'/*) 8.第41旦!日本l室中脱色'J~会認定委員会報告

タカ〆、ンクリニ アク 坂~Í"みち{- f也 福111皮府科大統弘子

術1'iが削diを抱え、 1長'1'力の低下した状態でのIJ且色は、 l叫には 第4伺認定委H会の結果報告並びに、新しく決まった認定!況も士

危険を f1'ぃトラブノレの IJ~[肉を作り兼ねな L 、。 1'1.;主は、安全な目見1: 資付fj存主UII 込 I~::の一部品t定改正、及び書類改正の報告。

を提供するねに、技術の向上と共に、心身共にベストな状態で脱

(;術に笠める様、より j込い職場の環境作りを忘れてはならない。 9.脱毛カノレテの 1
1:=き)i

徳島庄フ科クリニ γク 玉IUゃ11二 他

3.脱毛希噌/t.者のや11絞心理学検査成ui 一般診療の 1:において、 POS(problem oriented system)によ

阿ゅよ庇フ科クリニ アク 四本秀Il~{ f也 るカノレテ記紋はかなり一般化 している。脱毛術も医療の一環であ

脱毛希噌必者の心fi/!学的背t止を検討するために301向lで CMIと る以上、 POSに煎じた記載の仕方が:flまし い と考λた。 1995年11

YG性絡験資を利低した。対!I日(石護 r"i'36仰と 比較して.'，r<1'im"では 月より、本院で、は POSに準じたカノレテ記載を始め、製まし い結果

CMIて111傾城が多〈、 YG検台では A":~!が少なく D 型が~い傾向 がでて いるので制作 した。

が認められた。

10.私の院|人lでの脱毛教打、そして脱毛看護

4. 当院の術liii検伐の成主i'1U問題点
き品がちクリニ ック ILI -n~j-{-

l川本/1(フ干}クリニアク ，k ，I{利子 1也 ニの存で院lλl指導 tとして4年になるが、脱(;に深<1拘わるにつ

過去4;ド!日1に132101に術liii及び定検を行った。術的検汽(TPIIA i.よ れ、þ.~， 々脱1ごの賎しさを!:L~じている 。 私達個々が常時技術の向上

定性、 IIIV抗体、 HTLV-I抗体 HBs加点、 IICV2nd抗体)ては TPHAd.:2 に努め、より安全を 11ざす こtがlii.l1t要と考λる。 また多〈の良

101、HTLV-l抗体31同lの防性が認め bれた。定検では、全例、陰伯 きや1'11¥1づくりが、私j主の立務と思っている。

であった。

11. 技1桁1Mのケア u河川1mのケア

5. ij且主総 IMEHR-5000と 浜松ヒフ外科クリニ γク 伊藤A恋 F

ELECTRO SURGICAL UNIT MOOEL TG-3000の比較検討 脱毛石謎の 11 (I(Jli、脱毛術を受ける方の健康の水準を把擬 し、

ちぱ見事形成外科似!京共fil[子 保持、明.illiする ことである。具体的には技術面のケアと精神l耐の

引在広〈使川されている IMEHR-5000 1:タグチ TG-3000のメ ケアに分れる。 ニの二つのケアを個々に令わせて配分し、水久脱

リット及びデメリットについて、実際の脱色業務を tおして似た もしてい〈ニ tが脱1こ石護の{仲間'1性である。

仮説に基づき、谷々の法機の fj:燥の~~~ゃ調TE目見℃により与7娘、

比較検討し報{;'i ~x した。 12 金属アレルギーを待つ忠おの脱毛治療と看護

I: ~IIJ ，，~療所本 111 かおる

6. 脱(;術による肢!込及び多什の改苦 金属アレノレギーを持つ症例を内 111<薬を m~ 、 ながら腕モを完了し

域北病院辻n!ll平'1f他 たので、その~.J漫経過を報t与する 。 この疲{同l を泊して学ん t~. こ と

j液~と ~i l の改 i(i を Ij (ドjとした脱℃術を行レ、アンケートをし は、 Plan.Oo・Seeのサイクノレを活用 した脱毛.n;穫の必要性てある。

た。 その結J荘、脱1:5-61，1)1去から臭いが減ったと!ぷじた人80%。

11且毛4-51"1て‘!込いがほとんど気にならなくな った人40%もあり、 13.脱℃医療.'.!.'.{iの推彬(脱もを縦続して項〈ために)

rFのl止がi成ったと感じた人は、わす'か20%だった。 杉本主将外科 !日l川点由美 I也

脱℃医療は長1JI II\ 1 を~'&'するため、統計上2 ク ーノレ迄の脱1:が'1*が
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現われにくいl時期に '1'断するニとが多い。患者 t施術者のコミュ 2 前J!JI講??を経験して一目見℃実技講例の経験ー

ニケー ションを珪;にして、脱色の進行過Æ-I;~ に応じたメンタノレケア 班点幣形jJ~11 クリニック浜 n雅光
ーの必要性を桶!:LV:した。 IJ見毛，}:会への人会にあたり、興味のあった脱1こ術を実際に続験

した。悦℃術(H九和~が必要である事や脱色土はけっ こ う疲れやす

14， -F肢脱1こ/~\者の lÍíj~埋 t 皮!削申書について いこと、忠おにとって快適な環境が必要であること等の認識が深

寸庄ふ料。Yノド，rJ!.{-他 まった。脱1:1frに対する悦'f}が1ムがるという点でイi怠義であった。

千成4年lJlから平成611o12月の1111に F肢多色患者1291列の、受診

!日の IJ比毛処JlU，を調べ、それに伴う皮 h'ï~市 ~I;:の有無について検んl し 3 泌定脱1:1として ー研修市'1皮の必要性について

た。結果はワックス脱色・脱毛クリームを随行してレた場介に皮hき 償;nベイクリニ γク )11_1'.i1'i( 

降刀が~( 11'，弘!する傾1['1がみられた。 ノト1"1、私(;1.脱毛研修を振り返り、脱毛やFiは基本に始まり基本に

終るものfごいさじている。認定脱1:tとして研修制度で基本を'I':

15，レーザ一治療と 11止もを併用したの1:性11j:斑の治療 ぷこ t によ っ て ~!i. 全ji'aiJミな脱毛術を身 に1-1ける 'I ~ができ、忠朽か
械~t梢院小川';羽 子{也 らのJU llil ゃィ、'ム'な点等にも対応する自信を持つ，r~ができたので総

有1:1止llfに刈し、レーザーと脱1:を交 I[にiiうことが効率的で 告した。

ある ~Jj λ 、 4 11三 I jíjから治僚を開始した。 桜1列 l の場合、 ド顎一類

にかけ3.5X6.8cmの有毛性JIj:斑あり、これに対しレーザー16101、 4，院|人l指導士として ー研修制度の必要性について

脱毛llJi，mぃ、幣作(I(jに満足を得t.:.0 jllf{川崎科l買院広瀬純子

|宏''{:IJ見もに必2Eな要素(;1.r~11議jr技術jr看護」である 。 11 'HJ な知l

16，部i;r)!IJ二E桜のiえさの把梶 識と正しい技術は脱毛 1.:の!とliえとなり、信頼へとつながる。脱毛

阿山主再形成外科.f11川11凶チ 士一人ひとりが名付'1'衛生ゃれ謎の面lから脱毛をとら λ、11的意識

o .1mmljtji'[11l'1 ;主 "rfil~ なノギスを Hl い、 IH，(~に毛似の長さを illll :.Lし を確立するために研修制!止は役立つと 45hλ る。

てみた。結果、 !日l一部位であっても ílíl人濯があり、同-f~\ おの同

一部位でも)'~があることがわかっ た 。 ℃似の長さを illlJ定し、古! と 5，認定桁導 1:~して

も似の長さを一致させれば効*が 1.がると 47λ た。 't;;全てW'.文な脱1:レベノレのII'IIーとその統一

浜松ヒフ外科クリニ yク 溢谷渦J，j;長

17，脱毛が自fきになれたら 研修終 Uí~ 未終 Ui と の脱 1:技術の持基。
十品浜ベイタリニツク mlll~'.f. l r;:~日1、他 安全て仰'よな脱毛を従fJtできる技術と知識を修1~fするための日f

~li:々は、「安全 ・ 縦'_Æな永久脱毛術J を多 1;1，)，で十品んでいる )j に従 修カリキュラムの紹介。約7{F.lnJの研修制度を経て、脱毛レベノレの

{II:するの を1J: 'I.~ としている 。 我々の脱毛利:iを振り返り rlミJ を知る 向 |ーとそのレベノレ統一の係官I。

ことにより、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rlごJをみつめ、実験して報告し た。

シンポジウム

1. 研修受講後の な!!.'jとして

ゃんベ皮府科 1I1家主H
医師が脱毛施設を巡営する 1→で、 [1'(.11.<自身で脱1:をiiわないに

しても、スタンダードな脱1:技術を修行し、業務内容をJlI!.向平して

おく ことが大切lJt与 λ、平成7{f.ll川の浜松での研修に参加した。

車内*はJUI1.¥以 卜にイi俗であった。

lIHH昨 iíÎ~

毛~の医学
」仁 rl~ 大戸IJih有利教授 目事岡"fM.1主

近年、宮i!lk( iに脱[:)・1+:1:( iに1'1:)に関心力-:10;:1まり、峨々な美作

的試みがなされている。 そのような時代にあって広〈美芥|期述の

仕事の従事おは、[;の生物乍の基礎的知識を必要とする。 そこで

「毛髪の|尖o'f:j~起して、 1この先生、成長、脱色のコi左目H 最近の知l

兄について述べた。

63 



'下会 1案内

第3団地方研究会の

お知らせ

下記円程で地方会が開催されます。詳 しい'Ii持続は各

地方会の研究会秘書 に直接お怖い、合わせください。 ま

た、 l当分の地域以外の地方会に出席しでも差し支え あり

ません。

北海道・東北

・1111キ:平成8年9月1日(日)13:00-16:00予定

・場所:キし帆不二 ホテノレ(札帆市中央区南二条内 7丁目)

・テーマ:特に設けていません(脱毛にI)¥Jするも のすべて)

・特別講泌:市民般先生(札帆皮泊料クリニック)

.iiii題申込締切 11:平成81下7月3111

・参加申込締切H:千1&:8年8月10n

. lIt~í，人・ 11/家失子

・研究会秘，1:=n:月い合わせ先):dli沢(にらさわHH
• irri題・参加中込先ゃんべ皮脂科クリニ ック

〒060札帆，1iY'央区南一条内4r El 大手側]ピノレ5F

屯 ~ri : 0 11-222-7431 FAX: 01l-21O-4685 

関東

・日時:平成8年9月25[1 (7)<)13: 00-17: 00 

・;場所:新宿ワシントンホテノレ}jlJ官官

・テーマ:未定

-特別講演.未定

・ijij也j'l'込締切 11:平成8年7JJ 3111 

・参加1'1'込締切 11平成炉問月 3111

・111:，山人.川 11;:t1l{{

・研究会館、，1::(I:lJ L、合わせ先):JlIl-/英昭

・1副題・参1)/1'1'込先.川口クリニック

干116JRJ;O:r.!1荒川|メ点H幕1'.5-52-2 制1谷ピノレ508

'，IJ: ~í， : 03 -58 1 ト7555 FAX:03-5811-7563 

'1'苦11・北陸

・1'1U~' : 平成8年9月 18 日 (羽13 ・ 00 - 17:00

・場所:浜松市プレスタワ 内会議室

・テーマ忠者対応、のひと工夫私 はこのような ことに気

自己りをしている(①受付ての対1，芯の際、②'，(1，l占てのHI，ιの際、
③脱1こlni・中・後ての気配り注意点について、 ④|完r"ドとしての忠

者配峰、の2-3のポイントについて)
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・ ~Jfi組 1]'込締切11:平成8ijó8月 10 H

・参加申込締切 11:平成8ijo8月3lFI

・世話人'小林敏男

・研究会秘書O:ijい合わせ先)極谷満寿美

・iJfi組・参加'1'込先:浜松ヒフ外科クリ ニ ック

干430浜松dけ1]1阿Tll-1 プレスタワ 2F 

';1!Mi・053-452-0406(12: 30頃、 16:50頃のみ)FAX: 053-455-2271 

*、"，n、教育委il会が10:00-12:00に同じ場所でIlHilliされます。

関西・中岡・四国

・日時・ 平成8年10J'19日(樹13:30-16:00

・場所:プチリソrー トホテノレ・モ アナ コース ト(u.f，¥]"Jdi) 

・テーマ:① テス ト脱毛に対する工夫、②予約の取り方

に対する工夫

・1寅題 I]'jb締切 11:平成8年8JJ15日

(今戸lはスライドをイ史JTJしません。

発表.riは紙の資料を30古11ごfN意〈ださい。)

・参加中込締切 11:'II成8{1~9H4日

・世話人.玉13]111'二

・研究会秘主 0:小、合わせ先)・小西jlI'-{-

./寅@・参加中込先・1色1.:)皮フ科クリニック

干771/01i.'t¥I.!)di川lλl阿flm1'i{頁n419-3

.;t!J占 0886-65-5234 FAX: 0886-65-7211 

* rjij'，;ーでお知 らせした「場所JC rテ マJは、上記のよう に

変J1.!させていただきます。

九州・i'i'縦

・日時:平成8年11月22日樹13: 00 -17 : 00 

・場所:アクロス侃岡

・テー7:① 脱毛教育、 ② "見毛効果

・特別講演:未定

./寅越中込締切 11:千!此85F9JJ 30日

・参加中込締切 11 杓此B年10J'J31日

・世話人佐野徹

・研究会ff.;;，!:(llij~、介わせ先)鎌田須賀

・i寅@.参IJII中込先.佐野クリニック

干810tl，j岡山中央I叉天1-'1'2-7-6 DADA5F 

o1J:J，fi: 092-751-0333 FAX: 092-781-0330 



総会議事録

1996年度第1回総会

1.会11 数の ~iJJlf'l

・1995{I斗主新規入会者数

A会il6r. 準会員40:('， 候補会Hll6名・1995年度ill会打数

A会il41ぅ f¥"，会員27名 候補会lU6r.・1J 1 311111寺点て.の会抗数

!l:会liI32名 準会ilJ64名 候補会il1301'.

2. 1995年J!f";;:会収支

・収入

Iiij 年度繰越金

年会'~i <lE会11> 平成5ip分 (3人)

6年分(15人)

7年分(109人)

〈準会il> 平成6年分 (7人)

7年分(136人)

〈候補会il>白F成7if分(116人)

2.203.7391'1 

60.0001'1 

300.0001' 1 

3.270.0001'1 

70.0001' 1 

2.720.0001' 1 

1.154守000ドl
*1人J2f中分は '1'成6 イ1 に 6 ， 000 1' 1 人全のため7'FltJ2~自分 14.000川の人全

人会会 < IE会il> ‘l'成6年 分 10.000ドl
71-ド分

〈刊"会lt> 、1'}jJt6年 分

7年 分

パ ンフレットッ2十代

認定委il会 ('1'請書 ・務i¥N・宅f:j，km
.f
'
!.[!、

寄付金

-文iI'，
ジャーナノレ先行費

臨時総会、Jlll'l(会1
'
1m

fll!.'I';活動資

地}J研究会拘Illl!J<t¥:

(oPlf:'I(¥: 

';u:J目(¥:

雑'l'i(切手、{也)

倫，~\f\:

見舞イb

!Iq奇l"jW

求人'!'i
'Iq若il給 'j及び交泊費

不明金

140，000PI 

15，0001'1 

300，000PI 

36，000円

2，251，000円

125，917円

50，000円
12，705，656円

4，000，0001'1 

458，684JlI 

38，0601' 1 

250，0001LI 

215，5791' 1 

246，9311'1 

407，5801' 1 

413.8541'1 

100.0001' 1 

650，0001' 1 

77，2501' 1 

1.042，344PI 

1.l87PI 

7，901，469PI 

.1111キ

・場所

1996(平成8)イFI1131 rJ 

東京羽問ギャラク ンーホーノレ

• /P，I，t f，' 181'. 

・委f壬4伏11，¥山宇;. 60名

・l月31111時点での会il数 13zr. 
・ 文 ~I~ 野111珪:f-

4. 感染4反対策のガイドラインについて

委11会を設、Yして継続得議、 n'.米る fごけ平〈ガイドラインの作成

をはかる。 委il長は('，:松伝子干先生。

5. ，氾定脱℃指早th包設と認定脱[;指導士仁ついて

95年度~ liiJfj'(iJこ行う 。

6. r目見 '[Wiの将米を考 λ る会」のアンケートの).~づ〈方針につ いて

、 "1 11 の こと であり、結~は後f~報告するニとになろう 。

7. 1 996iJoI.支f-P'*，
.)1兄人

前年度繰越全

年会費 <Jf.会il> 平成6年分 (9人)

4 ，804 ， 1871' 1 

180，0001'1 

7{ド分 570，0001'1 

8if-分(125人) 3，750，0001'1 

(7人= レジテマント) 140，0001'1 

〈準会il> 杓'&7年分 110，0001'1 

8年分(164人) 3，280，0001' 1 

〈候補会il>千成8年分 (130人) 1 ，300，000 l' 1 

人会全 < t1e会il> 
〈準会il>

認定委.ll会("，約，':: . '1舟 :在料 ' ~fHm

雑~X人

-支出

ジャーナノレ先行 '~i

臨時総会、JlH 守|与会l~ 川

JI[')ti舌動't~

J也万研究会Mill!J令

fJl届Ij{¥:

j且イ三官、 1江川代、切手、 1也

事務J.，j費

M苦.l.l給与及び交通'l'i

'fmij~ 

繰越令

8. 1996年度認定委il会
6月211(11)に行う 。

60，0001'1 

400，0001' 1 

2，251. 0001'1 

120，00WI 

16，965，1871'1 

6，000，000P1 

800，0001'1 

500，000JlI 

500，0001'1 

750，0001'1 

900，0001'1 

600，000FEJ 

1，800.0001'1 

100，0001'1 

11 ，950，0001'1 

5.015，1871'1 

繰越金 4，804，187ドl ・EEft幸Ji作，tr
3， 1997il三度中央研究会 ]仁左

千成9年1)12911 (村

.t~j ，好 Jlミ京;I~ IU ギャラクンーホー ノレ

会長ー札帆スキンケアクリニック訟本敏HJj先生

平成7iド!立の決算."打点につき、 l也1tの結果、 )'CJ，;かつ公 11ーである ζ

とをð.~，めます 。

‘l勺此8ipl)13111 

監官鈴木弓⑫
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認定委員会報告

.1111.¥一一一 1995(千成7)年12)J 17日

・場所一一一一浜絞ヒフ外科クリニック

• n'.J市計一一伊藤美恵子，大統弘子.水谷'f11'F-. 

古川サチコ、 ~'d.r: ii\ft

必定 安 HJ~ {'j-恰信託

1. 認定Jj兄℃土資桁寝査申込』:の改訂について 3 . 今 1111 の ~I'I frl'j 1"j'に|具lしての総評

認定Jjえも士制度の改定にill、第51111認定委il会より、 ・"，前打数20名

資格簿作"1込書が改訂されます。今後これまでの申請1; ・合終iHi!{20名

では受付けしませんのでご注意<1:'さL、。料全は新規・ ・更新打数64名

更新とも (illf'l込)1部1.0001IJ-(学会'Wi:若}..はり購入でき 1) "1 前i'i'20r.、 JJi新 1'¥'64名中、写点再提出l名及び、 2年

ます。111" qÌ!'l~ l ~ をお持ちの施設がありましたら新申 jfi ， !? 聞にl皮も研究会に，'I-'，}市していなかったために5症例提

と交換しますので ご~給 uごさい。 /1'， て、の更手Jr 111前者1r.を合み、全且が認定となりました。

認定者名 Lt.1向けてお7;"らせした通りです。

2. 認定)J見も 1:くま録番サについて 2)今lulの111，il'iでも 1Iえも後の写!'{の記載に|民lしてr:lJi主った

引イ仁平成7'ド 7月以 IFîに認定された )jの くE鉢1f _I，~ の兄 記述をしている人が3名いました。これは能例記鉢の1'1"

D'l:しを行 っております。新しい認定書が同きましたら以 で最も 間違いの多いと ころで、書き問liiEいではなく立l床

I ÌÎi の も の は lil.li~してく fごさい 。 がわか らないという のがほとんどです。HairSurgery & 

日本医学脱毛学会認定脱毛士 @ 
資格審査申込書

日本国学脱毛学会認定脱毛士として認定していただきたく.所定の・鎖

および審査料を構えて帯査を申 し込みます.

'994年 11月 1日

正名 丸山二三子 印

生年月日 1970年 1月 l日生

連絡先{施盟名 住所・電話・ FAX)

集車ヒフクリニック

字002 東京邸中央区1-2-3

TEL 03-3456-7890 

FAX 03-3455-1234 

H本医学脱毛学会

認定脱毛土認定書員会

畳員民

若松 信吾 殿

己
P<l1 
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Medicine Vo1.2 No.4の認定委H会t.:"よりですでに取り 4)資絡番先111込ji-のj主立事項51二、 il，E(Yljはql請すfが直

上けておりますので、今後申約される}，はよく理解し 接1/2以上施術を行ったらのをflJl、ること。」との規定が

た Lて記入してく Tごさい。 また、申請 Eli-を複製する際 ありますが、引在この1/2以上に|期して詳細な定義はき

の写点の入れちがL、が1f1二、他の不備が5件ほどありま れておりません。同一忠ず?に対して何症例まで提出で

した。受付の段階で見つかったものに11)，1しては返送、 きるか等については次回の理事会で検討することとなっ

lヰ提.'1'， してもらうなどの処置をと っておりますが、 ql ており、決まり次第にお知らせします。

~.I IJ者は不備のないよう充分注意してく fごさし、 。

3)20名の新規ql請者のうち、症WII写真に 11什 と本人と 4.認定委員会開催 11について

わかる 十11:[1をつけている人は15名、1'11-1のみは47，、ど 認定委H会は本年より毎年2回、 6月と 12月の|井i催と

ちらもない人はI名でした。これまでもお主11らせしてい なりました。従いまして、 申請書の締切は新規・記新と

るように、症例写真にはてきる限り 日十!と本人とわか も{こ毎年5J~ 1511と11J115R1::なります。

るもの(イニ シヤノレ、カノレテls:'c)呼)を入れて くfごさい。

1:;q2 

履歴 書

二
氏 名 丸山二三子 印(男 ・主}

ロ マ字 MARUYAMA FUMIKO 

生年月日 1970 年 1 月 1 日

(旧氏名)

年時 東京都山手前3-45

現住所及び 東京廓山手市5-67

電話器号 03-3404-1234 

所属絶般名 東京ヒフクリニック

所属施政住所及び 東京都中央区1-2-3

電脳 FAX構毎 TEL 03-3456-7890 

FAX 03-3455-1234 

医業免許町掴顕 著積蹄

免許取得年月日 1991 年 4 月 8 日

(畳踊t番号 777 ) 

24 -y 

11<1礎免野取得1'1l1"'.崎からの学歴 研修llI! ・腫.賞罰等

{年次馴に・E入のこと}

毎月 矯 要

'991年 3月 日本看蹟専門学校

1991 ，手 4月 東京病院就鴎 外科病棟勤務

1993'手 3月 同病院退蘭

1993'手 4Jl 東京ヒフクリニック就聴

現在に至る

~m 

a匹業
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5.症例写真についての注意事項(以18-11参照) 6. 資格審査申込書記入例掲載のお知らせ

1)脱毛部位全体力f写って いる 写真であること、また脱 認定IJ見モ士制度改定および資格審査申込書の改定に

毛前後の構図が同じであること 。 f半し、、資格審査申込書記入例を掲載します(図1-7)。こ

2)適正露出であ って、毛の有無が判定できるも のであ れは知識と技術を持つ11見毛士を書類の不備で‘不合格に

ること 。

3)r脱毛後」の写兵は、Il兄毛前の写真から6ヶ月以上経過

した写真で、 IJ見モ後3週間以上た ったものを使JtJするこ

と。

4)焼 き噌ししたも のを使用すること 。

(カラーコピーは判定しに〈いので使Jljしないこと)

5)写真は本人とわかるも の(イ ニシヤノレ、カルテ番り等)を 日

付入りで使用することが望ましい。

在嬉笹明書 ・実技経験時間鉦明瞥

正名丸山 二三子

Ueの者i手当施般において 1993年 411 6臼から現在まで在籍している

ことおよびこの間に 100時間以上の脱毛実筏緩般金有すること Hi明する.

1994年 11月 1日

施段名 東京ヒフクリニック

住 所 東京罰中央区ト2-3

所嵐長唄名 匿師

所属長氏名日本太郎 印

t"i4 
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したくない、 一人でも 多くの脱毛士を認定 していきた

いとの考えから認定委員が作成したものです。新規申

請書を購入される |僚にも 同Nいたしますので参考にし

てく fごさい。



脱毛 5症例記録用紙

所 属縦冊'" ..東ヤフク lJ::::... ".1 ~フ

期開軒'" "山 一コ平

前悶岨判聞柏円 1993<1' 7向 10阿

5症倒記録一覧車

一
個司圃罰金属民

間

企
・
剤

"
咽

・ι
-m 

• 
‘
 

思

魚
"---

I四"匹 l 結 I 1994ft! 1 1田4鉱山月初日

] l.tJ収 .1221"1下腿

31110日 I 1，.1113月108 I (観宅復22日経過〉

1993・ 1 年 1 ，.田修 1 ，.制修>0月初日

2 1佐.英紀 1281T::1.政寓

..，.目 I 1，.11191125図 1 'R毛後，.日鍵.)

1994'1! I 年 1 ，.例年 1 ，骨4刷 1月1日
31砂村 保 1321${ltに例J

1~21 日 1>0ヶ月 111121日 1 ，観毛改400縄渇}

1鈎3~ 1 修 t1993隼 I 1994ft! 9月3日

.1・a・則子 1251玄l 甑
>0月初日 110，.11 11。周 30日 | 哩毛鍋諸国経酔

1993. r ・I 1993年 11悼岬101l10B
5 1山下明 1311J1jl 刷

71115~^1 2，.11 I山目|咽毛削 減;

調民A勾・町唱即刻ド人によるE見宅開始白

磁 B司.鈴鹿毛からの経過臼目度

1><15 

写真貼付欄

脱毛耐写真 1 993年 9月 25日 (上白段に貼付}

脱宅捜写真 1994年 10月 20日 {下町段に貼付}

都 9回脱毛後 25日経過

{のベ脱毛時間 6時間}

脱毛前

脱毛撞

f刈7

脱毛荏倒配録用艦

定例.匂 2 

民毛"位左.."

庖者氏名 佐雌真紀 {男 骨}-1971修121125日生
ー羽織者名 丸山 二三子

1 :'":1毎月日|艇を川併叶 ::1:: I :: I詰
'"租l丸山 r1993修 1 1Mε 1 L筑)()1 1 6 1114 11時間30分 1 435 

91125目IHR 5 0 0 01 I I )(Itt 

鯛2園 丸山 L3510 I 6 
>0月 208

~ 3 圏 丸 山 1.3510 6 r 1/2 
111118日 日曲T "" 

M."， 図~ L3510 I 6 40分2Q7
"月23日 L3冊7

M5聞 丸山 印刷隼 L3510 I 6 加分 I 175 
同却目 L>曲7

働 6街 丸山 L3510 16 却分 1 ，<3 
3月畠日 L>∞7 

前?困 困問P L3510 I 6 30分 140
5月>0目 L>曲7

".薗丸 山 1.3510 I 6 15分 1 73 
7JU2日 L3007 

'" 園 山 周

t出 1'1-1 '汁日..，.日

"，.・ 丸山 ~~~ I 6 1 • I附|IO}l208 

MII聞

間"01

症例の配録は錠ーすること

例}字数は商叡舗で写真i左右舷揮官という症例は不可

1';<16 

[脱毛前の状悠]

《皮膚状錯 。心理状!IIiなど，

自己処理による埋没毛 毛偏炎多い.

0 策 しい肌になりたb、.

[脱毛周経過l
g併について》

1:lOO7・6 出力白調績開閉1/4XI的ア剛飴

論。土門手胞に合わザL35101~ !2<曹する

似院W手1.3510・k季 I匂羽71:""γ績符

《擁繍程度》
・[-'2岡臼 ;爾備l/dXl助マ・白醐肉

・3関口.t"'"みピ私慣れ l/?XI動 r事寧

《毛の減少度前E度》
・抄俗的陥るやか?院あλが緬ITL-rい勺が

・:f>_OJitif:，vl:偉い爆栂季、手‘泌がな〈なη本人は議卑しTいる

[考1;00
量上旦温且旦且l'<tt.

I :1007か点 L .1.'i IOへ~"i

。開ヨ手銀..，のト'c悶ヨ同+町，延命事、)-戚僧酬I.:t.r:勺弁が 2問問に・+羽島署r1'し

f‘f ルピ.t""l(.3岡悶?の櫨 11>1:"ったが勺許 禽t..1:"CH・由・安易観想r
l屯107・+"修閉 しr.-;:_)いで舞駄なぐ鰐季?脅弁

自戸1'"撃の...怜
白戸1'"曹による惣栂辱 手‘機事本人が白骨

銅問 E躯愉なル"ι当時価陵し 謝切)-恩われM 丸聾つ釘祥事与の飢，.アドパイ ス

I，介 、'の?ドパイスが燭栂君主 ヨ酔.絡め消牛疹'"倒「温いが介護i'i}!..， 

. 住意 . 所定欄内に配入して〈ださい.
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校的規 定

Hair Surgery & Medicine 

投稿規定

L 原稿の積類と |川干名

Hair Surgery & Medicine(日本医学1I見1;，字会機関誌)は、 FfiL

論文をぬ載する。

校お::jl原稿は、総説ないしそれに準ず る論文(依頼IJ';i，fi::j)、!点著、

i，i:f卵l報告、治験論文とする 。

IJ'I'がは、!京J!ilとして1こに|則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、1l;(H11~して、 n 本医'下脱毛学会会員とする 。 ただし編

集委H会の認めた場合は この限りではな し、。な お、 41学会u(共著

名をt.';む)のt生存iについては受f1Hしない ことがある 。

3， JY，ifr:，)の受付 とf品載、月'I冊}

(1)投刷版入Eに従っていない原稿は編集委il会において受思しない

こともある 。

(2)受け付けたIt，i杭の採否は編集委1';'会において決定する。掲載決

定し た !日i ，fi~\lj_Jj;1J11I として返却しない。

(3)原JlIIとして以糾は論文として未発表のものに限る。本誌掲載後

は{也誌への転。|改をき雪ずる 。

(4) 投稿論文のKi~号、もi， f卵l幸Ii告、治験報告は、 1800字以内とする 。

依頼原稿については、 3600字以内とする 。txl表はその中に合め

るものとする 。

写真は、原則としてそノクロ ーム写真とする。投稿論文の原著、

組例報告、および治験報告は6点以内、依頼原稿は12点以内 と

する 。サイスはサービス版程度の紙焼きとする 。写兵は文字数

に合まない。

(5)投fr:，j論文は、!京MIIとして刷り上がり 2頁以内(t無料とする。た

だし、規定を越えた分については、実費を著者負担とする 。ま

た、関・表については写舶が必:i¥'ーな場合は、著者負担 tするこ

とがある 。

(6)治験論文については、全て有キト とする。

( 7 ) 総説論文は別怖を 100部作 り、 'I~ JIJ は無料とする 。その他に|期

しては有料とし、 50音fiを単位として論文投稿時に申し受ける 。

4，校 d二

1存者校正は、 JY，iH11として1凶のみとし、日射直、組版の誤りを直す

に止め、 !大l作の gきか λ は許きれない。

5. :f)!:式

(1)投稿に際しては、.if給用紙として、組名、 J奇者名、連絡先(校

正送付先)、勤務、所在地、電話番サ、その他の連絡事項を明

記したRI紙を必ず添Hする こと。

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

留郵便て郵送すること 。

〒771-0Hi¥.%rli川 |人JIUfJJII't1須野419-3

Hair Surgery & Medicine *編集局宛

(3)投f，:'¥原稿(写真・図・ぷ)はh;i，f;1郎、コピー2古Iiを従lれすることと

する 。

(4) 1以前はワ ープロ原稿 tする 。

(5)使111機極をI明記してワープロフロッピーを添付することがぜま

L l、。

(6)外H:.J人名、地名は!点字て，'::<ニと 。

(7)数字は:5)川数字を用い、数ieIの 1)1伎は ト認による。cm、1111、mg、

rr唱/dl、ng、%など 。

(8)原稿の第1tlには、題名、著有名、所以!血設名、 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 =I~ き始める 。

(9 ) 図、去、写真は、それぞれ別々に縦じ、)I~i需をf.1 す 。 写真は衷

面 に番号、 1'.1"の別 を記載する こと。万点の説明文は、別紙に

記す こと。

(10)研究・症例・特集論文の本文はrはじめに』、『対象と方法』、『結

果』、『考案a、『まとめ』、『参考文献』の11闘に分けて執筆する こと。

〔例) Vo1.2， NO.3 P73-74を参考

6.引用文献

文献は重要 なもののみにとどめ、本文中のづl川筒l昨に順次番号

をつけ、本文の末尾にー析して次のように記載する。

.i主刊誌の場合は

併号)者:者名 (3名まで、以内ム他):題名、雑誌名、巻 。lii初j

頁ー最終頁、発行年(商麿)

〔例) 1)松水佳世子、大詰久美{-， J-，'j)-l': }.~i香子 、 fl!!. l ?'，

!Y.l支旋の臨床経過 と病JlWほf山nドj所見、 皮府、27: 875-885、

1985 

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

sional cyclosporine for psoriasis，Arch Dermatol， 

128 : 786-790， 1992 

・単行本の場合は

番号)著者名 :題名、書名(編集者名)、 引川巻、版数、発行所、

発行I也、発行年(西麻)、 引用頁の)1頃に記滅する。

(f列)3) Stewrt SE Virus studies in human 

leukemialymphoma，Proceedings of the 

International Conference on Leukemia-

Lymphoma(Zarafonenetis CJD Ed)，Lea and 

Febiger，Philadelphia，1968，152-153 

(1994年4J'1lrl制定)
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平成8if.11本|去下脱毛学会役員

.FI!'Iり去れ松f三百

〒116見L:;':m¥此1111>'.内11(久2卜10

*，;u" !I¥MH版部2柄院形成外科

TEL:03-3810-11111 FAX:03-3810-1512 

HI/.(';I:'院内指母上認定委iik'{'会維J編集委iW

.FI!'li石川修一

〒221神奈川 1¥;績浜市神奈川lメ三γ以卜町2-18

ジ アノずンス201

繍i!~ベイクリ ニック

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

. Pv.-'I-"'小林敏男

〒430静岡県浜松市旭町IIーlプレス タワー2F

浜訟ヒ 7外科クリニック

TEL:053-454-75751 FAX:053-455-2271 

指持施設問述委u此

. flJ1)1~ 鈴木lI i!J\ fJJ

〒603，;(r，fIlff ，;( r.11 d; .ltI>iJ賀茂むヶ垣内町99

械北病院形成外科

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

地Ji研究会企州委ilf，
. FI!'Iも ~~lf，~逸夫

〒373I:f同I¥U:川市飯111町593 キクヤスヒル2F

タカノ、ンクリニ γク

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

会H会委il民

. .fllt l l~ 野m宏子

〒260T' i露出千葉市中央lズ新町3-3民じピル3F

九ぱ主将形成外科クリニック

TEL:043-247-5232/ FAX:043-241ー7114

'1>1奇川以

-珂Uli松本敏明

〒060札幌市北区北九条州3 1:百ff'ヒル3F

fLI見スキンケ アクリニック

TEL:011-728-41031 FAX:011-728-1103 

治験委iifi

中央研究会開催委itl~

.FI!'11水谷智子

〒514三重県il!，fi新町 31Id 19-1l 

水谷庄フ科クリニアク

TEL:0592-23-46451 FAX:0592-27-9025 

教行委H民

-監'Ii鈴木弓

〒370 1:下町 ml:"~崎 rlîJ ~- I判例TI - 1 3-21 神111ピル2F

円庄~.H I民院

TEL:0273-22-20131 FAX:0273-22-2014 
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編集後記

論文投制される )iへのお願い い，''f:論

文特有の1':，き jパ詳しくは投稿規定参)I!りが

あります。初めて論文を書かれる方はでき

るだけ);'iJillの論文作成経験者(例λ1I施設の

長)のチェックを受けてから ご投稿くださる

ょうお願い qlLJ'.II"ます。

レフリーの )jへのお願い・ 投杭いた t~.

いた論文の誤字脱字等に関しては投稿者と

編集hHのI日iの話合いて訂正てきますが、内

平安にl県lしてはレフリ ー と投杭桁との問に立

ち編集局が苦しい ニとがあります。内容に関

してはできる t~.け、レフリーの コメン卜の形

で論文の最後に付け加えたいと思います。

以上宜しくお願い巾し 1'，(1'ます。

(編集委員 S，T，)
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特集「院内指導の諸問題」

• Vo1.2 No.4 

特集rJ肢多毛疲の治療」

• Vo1.3 No，) 

特集「脱毛術の恭具及びnJJ~ の ~~îTl~方法」

ご希望の方は編集同までお1]1し込み〈だ

さい。)11111，000ドJ(送料は1]1込朽負担)です。
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日本医学脱毛協会についてのお知らせ

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、皆様の外来で多毛症でお悩みの患者さんがいらっしゃいましたら、ご遠慮

なく下記事務局までご連絡ください。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関をご紹介させていただいています。

私達は日本医学脱毛学会認定脱毛士が所属し、

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て、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。
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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聞16 Tel(0587)53-0787 Fax(0587)53-2961 



l 三読三 ωみ胤ん知必ぇIJ~I ふレ|

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

医療用具承認(日18)第1552号、アメリカFDAA445740、ヨ一口ッJ'¥CE申請中
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12年前の第1号機から、

2，000台を超す現用機まで

設計の変更は全〈行って グ おりません。

それほど信頼性があり グ 効果的なハイテク機です。

IP-18将諸議電気麻酔器IME 
性能は最高に/価格は最低に設定いたしました.グ

医療用具承認(068)第0765号

l皮 膚表面麻酔
無侵襲局所麻酔

無侵襲薬液電気導入

この種の電気麻酔器は常時多用されるものではありません。

で、もクリニックに1台あれば便利というものです。

コス卜・/"¥フォーマンスは。

販売代理l吉にお問い合わせください

陰極は深い麻酔深度の達成と貼付電極における

イオン熱傷の発生を防いでし、まれ

当社では設計段階からコストの引下げに努力し

ました。 電極は4サイズ、薬液密封型て、生食 水
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