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ごあいさつ

第13回日本医学脱毛学会総会大会長

野田宏子

第 13回日本医学脱毛学会総会及び研究会を開催するにあたり、御挨拶申し上げます。

日本医学脱毛学会は昭和 63年に発足しました。小林敏男先生が研究をすすめてこられま

して絶縁針を用いての脱毛法をとりあげハードの器械及び針ばかりでなく技術の向上も目

標に入れ認定脱毛士制度も確立してまいりました。日本の脱毛治療の歴史上画期的なこと

であったと思われます。

この2年程前より日本にもレーザー脱毛治療器が導入され僅か 1年余の聞に日本全国に普

及致しました。しかしレーザー脱毛による効果ははっきりとはまだ、わかっておりません。

レーザーの器械もアレキサンドライトレーザーを始めヤグレーザー、半導体レーザー、ル

ピーレーザー(まだ日本では一般的でありませんが)やレーザーの機種ではありませんが

光による (Pho加 Denn)機種と多種にわたっております。レーザー脱毛治療の研究は始ま

ったばかりといっても過言ではありません。昨年第 12回日本医学脱毛学会総会時に始め

てレーザー脱毛についての治療効果について演題発表がありましたがせいぜい 6ヶ月余の

治療経験をもとにしたものでした。今回は更に l年の治療経験が如わることと、広く行わ

れるようになったため豊富な症例をもった方々の発表もあり、レーザー脱毛を勉強するの

によい機会になるよう願っております。

近い将来レーザー脱毛の利点と針脱毛の利点を組合せたより効率のよい脱毛治療法が確

立することでしょう。

日本医学脱毛学会が日本の脱毛治療に貢献できることを光栄に思います。
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.歴代の会長および理事長

旧日本医学脱毛協会(昭和 62年 1月31日)

会長 理事長

第 1回 昭和62年 杉本孝郎 小林敏男

第2回 昭和63年 杉本孝郎 小林敏男

第3回 平成元年 渡部純至 小林敏男

第4回 平成2年 福田金寿 玉田伸二

第5回 平成3年 福田金寿 玉田伸二

第6回 平成4年 福田金寿 小林敏男

第7回 平成 5年 福田金寿 小林敏男

日本医学脱毛学会(平成5年 1月31日改名)

学会会場 会長 理事長

第8回(第 1回中央研究会)平成6年東京羽田 若松信吾 玉田伸二

第9回(第2田中央研究会)平成 7年東京羽田 若松信吾 玉田伸二
第10回(第3回中央研究会)平成8年東京羽田 石川修一 若松信吾

第11回(第4回中央研究会)平成 9年東京津田トル 松本敏明 若松信吾

第12回(第 5回中央研究会)平成10年東京羽田 若松信吾 若松信吾

第13回(第6田中央研究会)平成11年東京津田トル 野田宏子 若松信吾

次回(第7回中央研究会)平成12年未 定 若松信吾

-日本医学脱毛学会役員
理事長若松信吾

会長若松信吾

機関誌編集委員会委員長若松信吾 副委員長玉田伸二

治験委員会委員長 若松信吾 副委員長松本敏明

認定委員会委員長 若松信吾 副委員長水谷智子

認定委員塩谷満寿美

教育委員会委員長 水谷智子 副委員長石川修一

地方会委員会委員長 東久志夫 副委員長小林敏男

指導施設委員会委員長 小林敏男 副委員長野田宏子

会員委員会委員長 松本敏明 副委員長鈴木弓

事務局理事 若松信吾 副委員長野田宏子

監事 高橋逸夫.a本医学脱毛学会事務局
〒116-8567 東京都荒川区西尾久2・1・10 (東京女子医大附属第二病院形成外科内)
TEL'FAX 03-3810-1512 

日本医学脱毛学会事務局・研修管理部

干2ω-0028 千葉市中央区新町3・3 辰巳ピル (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30日までにFAXでちば美容形成外科クリニックま

でお申し込み下さい。

2.受付は当日でも可能です。 9:30より会場にて行います。

3.参加登録料および懇親会費

会員 1)当日会費の納入の場合

2)懇親会費の参加費用

非会員1)当日受付のみ

2)懇親会費の参加費用

4.参加申し込みおよび問い合わせ先

日本医学脱毛学会事務局

12，0∞円

5，000円

30，0∞円

5，0∞円

干2ω-∞28 千葉市中央区新町3・3 辰巳ピル

ちば美容形成外科クリニック内

TEL 043-247-5238 FAX 043-241-7114 

5.振込先

東京三菱銀行千葉支庖

普通預金 1210902 

第13回日本医学脱毛学会会長野田宏子

6.寄付、器械展示、チラシ等の申し込みは日本医学脱毛学会事務局までFAXでお問い合

わせ下さい。

.発表者および質問者へのご案内

1.演題発表時間

一般演題の発表時間は5~8分間、質疑応答は2~4分間、持ち時間は大体10分間としま

す。

2.スライド

①スライドは単写です。枚数に制限はしませんが後方の方からも読めるようなスラ

イドと映写時間をお願いします。

また、説明はスライドを必ず用意し、聞いている人にわかりやすくお願いします。

②スライド進行は口頭で指示して下さい。

3.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致します。
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-関連会議の御案内

1)総会

日 時:平成11年2月14日(日)13:∞-14 :∞ 
出席資格:正会員および準会員

(但し、準会員は発言権はありません。)

会員外の方は入場御遠慮下さい

2)教育委員会

日 時:平成11年2月14日(日)12: 00-13 : 00 

場 所:津田ホール 1F T104もしくはT105

-関連行事の御案内

1)懇親会

日 時:平成11年2月14日(日)18: 00-

場 所:津田ホ}ル Bl ユーハイム

2)器械展示

日 時:平成11年2月14日(日)12:∞-18: 00 

15日(月)10: 00-15 : 00 

場 所:津田ホール 1F T101・T102
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.プログラム

-第1日 2月14日(日)

013 :∞-14 :∞総会

014 :∞-15 :∞ 一般演題 座長玉田伸二

1) ダイオードレーザーによる脱毛の経験

ルピーテッククリニックランドマークヨコハマ近藤 悟他

2) カーボンローションを用いたQ-SwitchedNd Y AG Laserによる脱毛治療経験

東京女子医科大学附属第二病院形成外科大木理香他

3) Epilightを用いた脱毛について(第一報)

4) Super LPIRの使用経験

015 :∞-16 :∞ 招待講演

昭和大学形成外科原口和久他

きぬがさクリニック 衣笠哲雄

司会鈴木晴恵

rLaser Hair Removal in Pigmented Patients Using an 8∞nm Diode LaserJ 

016 :∞~ 

018 :∞~ 

マイアミ医科大学度膚外科臨床教授 Rude l.Pardo 

デイスカッション 司会若松信吾

懇親会

弦楽四重奏(松本佳奈子・水沢由美子・御法川雄矢・高木慶太)
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-第2日 2月15日(月)

011:∞-12: 30 一般演題 座長鈴木弓・水谷智子

1)肢下のアレキサンドライトレーザー照射と

絶縁針による電気脱毛法との比較

ちば美容形成外科クリニック 野田 宏子

2) アレキサンドライトレーザー照射による多毛症の脱毛症例 2例報告

ちば美容形成外科クリニック 野田 宏子

3)あごひげへのアレキサンドライトレーザー照射中止7ヶ月後の経過観察

ごきそ皮フ科クリニック 蒲津ゆき

4) アレキサンドライトレーザー照射による色素の減少について

佐野クリニック 岡村典子

5) ビデオマイクロスコープで継続的に観察した脱毛部所見

サティ形成外科度フ科クリニック 亀井康二

6)アレキサンドライトレーザーによる脱毛経験

池袋度フ科クリニック 乃木田俊辰

7)当院におけるレーザー脱毛について ー第2報ー

神奈川美容外科クリニック 伊沢克己他

8)小林式絶縁針脱毛法にて毛の減りが悪かった肢寓部に

アレキサンドライトレーザーを照射した4症例の経過

水谷皮フ科クリニック 津村絹子他

9) Photo Denn⑧による脱毛 城北病院形成外科岩城佳樟美他

10)絶縁針電気脱毛術の新しい試み

11)減毛率の評価基準の検討

浜松ヒフ外科クリニック小林敏男

横浜ベイクリニック石川 修一

休憩

013:∞-14 :∞ 教育講演 司会小林敏男

r Single & Bundle Hair Transplantation J -Recent Advances・

大宮スキンクリニック 石井良典

014 :∞-15 : 00 レーザー脱毛実技講座

015 :∞ 

講師東京女子医科大学附属第二病院形成外科大木理香

ルピーテッククリニックランドマークヨコハマ近藤 悟

ちば美容形成外科クリニック 野田宏子

閉会
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一般演題 座長玉田伸二

1) ダイオードレーザーによる脱毛の経験

ルビーテッククリニックランドマークヨコハマ

0近藤 悟近藤 務

帝京大学医学部皮膚科 渡辺晋一

当クリニックでは昨年6月以来新たに開発された脱毛ダイオードレーザーに

よる診療を行っているが、最近までに得られた知見、興味ある症例等につ

いて報告する。

2) カーボンローションを用いたQ-SwitchedNd Y AG Laser 

による脱毛治療経験

東京女子医科大学附属第二病院形成外科

0大木理香若松信吾

当院ではカーボンローションを塗布後、 Q-SwitchedNd Y AG Laserを用いて

脱毛を行い、経過を観察したので、その効果や有用性について報告する。
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3) Epi1ightを用いた脱毛について(第一報)

昭和大学形成外科 O原口 和久

りやンヘ寺ルクリニック 渡部 純至 渡部 慎司

伏川亜利子

現代の風潮として、脱毛処置を受けようと希望される人の数は異常とも思

えるくらいに増えている。しかしながら、マスコミ等のメディアを介して

紹介されるのは医療施設のものは稀であり、様々な合併症・後遺症を残す

のも少なくない。

医療施設は安全で効果の高い脱毛処置のため、小林式脱毛針を用いた脱毛

を開始し、近年ではLaser機器の開発に伴いそれを用いての脱毛も行われる

ようになった。

われわれは平成 9年6月より Epilightを用いて約70例、 100部位に脱毛処置

を行い、有効な結果を得ているので使用経験を若干の考察を加えて報告す

る。

4) Super LPIRの使用経験

きぬがさクリニック O衣笠哲雄

1998年10月に日本で初めてSuperLPIRを導入しました。 4ヶ月程度の経験

ではありますが、症例を供覧し、通常のLPIRとの比較も併せて発表します。
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一般演題 座長鈴木弓・水谷智子

1)股下のアレキサンドライトレーザー照射と

絶縁針による電気脱毛法との比較

ちば美容形成外科クリニック O野田 宏子

平成 9年 11月より右眼下をLPIRにより、左を絶縁針による針脱毛にて脱

毛治療をしその効果を比較検討してきた。 4回治療後半年を経過した結果

を照覧し考察を述べたい。

2) アレキサンドライトレーザー照射による多毛症の脱毛症例

2例報告

ちば美容形成外科クリニック O野田 宏子

2 2歳女性は平成9年9月より多毛症のためLPIRによる脱毛治療を開始。

前回の中央研究会で照覧したが、その後も治療を続け効果がでてきている。

治療部位は下肢。

もうー症例は 25歳女性比較的軽いが多毛である。平成9年 12月より治

療開始、 10回の通院で下腿前腕及び手指足早止を治療した。 2症例の治療

経過と効果について発表する。
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3)あごひげへのアレキサンドライトレーザー照射中止7ヶ月後の経過観察

ごきそ皮フ科クリニック O蒲津 ゆき

20歳の男性。平成10年3月6日から6月25日の間に合計14回あごの下にアレキ

サンドライトレーザーを照射した。その後7ヶ月間照射せず、経過観察した

結果を報告する。

4)アレキサンドライトレーザー照射による色素の減少について

佐野クリニック O岡村典子

女性の陰部ライン脱毛希望者のほとんどが色素沈着をともなっていること

が多く、アレキサンドライトレーザー照射施行により、脱毛効果とともに

色素の減少もみられたので報告する。
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5) ビデオマイクロスコープ.で継続的に観察した脱毛部所見

サティ形成外科皮フ科クリニック 亀井康二

レーザー脱毛した部位を 3ヶ月にわたってタカラベルモント社製のビデオ

マイクロスコープを用いて継続的に観察した。レーザーはサイノシュア一

社製ロングパルスアレキサンドライトレーザーを用い、 20ms、15J/cm2の強

さで 49歳男性の前腕部に l回照射した。照射前、照射直後、 l周目、 2

周目、 3周目、 4周目、 6周目、 8周目、 10周目、 12周目に同一部位を観

察した。照射前、観察部位には 4本の終毛と 1本の軟毛がみられたが、照

射直後いずれも焼灼されたのが観察された。 2ヶ月後に一部再発毛がみら

れた。
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6) アレキサンドライトレーザーによる脱毛経験

池袋皮フ科クリニック O乃木田 俊辰

1997年 10月~1998年12月までの15カ月間に脱毛用LongPulse Alexandrite 

Laserを用いて1344人の患者を治療したので報告する。

患者の内訳は女性1255人、男性89人であった。女性では、年齢は20歳代901

人、 30歳代306人であった。女性では版毛が615人で49%と最も多く、以下

膝下、ビキニライン、肘下、体幹、肘上、顔、肘上の順であった。男性で

は体幹、顔が40%、36%と多かった。これまでの結果より、レーザー脱毛

の脱毛効果が確認された。

7) 当院におけるレーザー脱毛について ー 第2報ー

神奈川美容外科クリニック O伊沢克己杉江善哉

山子大助

当院でロングパルスアレキサンドライトレーザーによる脱毛を始めて約10

ヶ月を経過した。この間における脱毛効果につき統計的観察を試みたので

報告する。

内
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8)小林式絶縁針脱毛法にて毛の減りが悪かった肢寓部に

アレキサンドライトレーザーを照射した4症例の経過

水谷皮フ科クリニック O津村絹子吉本真紀

江川葉子

小林式絶縁針脱毛法にて版寓の毛の減りが悪かった4症例にアレキサンドラ

イトレーザーを照射したところ、良好な成績を得た。当院における肢寓の

針脱毛の成績の統計をふまえて、針脱毛で毛の減りの悪い症例に対する積

極的なレーザーの適応について考察する。

9) Photo Derm⑧による脱毛

城北病院形成外科 O岩城住津美 鈴木晴恵

城北病院皮フ科 西田育子 山本可菜子

平成10年6月より PhotoDerm'~\を用いて、主に美容目的の脱毛治療を行って

きた。まだ治療期間が8ヶ月と短いため、複数回、照射後4ヶ月以上経過観

察できた症例は少ないが、これを報告する。

qa 
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10)絶縁針電気脱毛術の新しい試み

浜松ヒフ外科クリニック O小林敏男

従来のく毛を脱毛する>という考え方から、新しくく毛包を電気凝固す

る>という発想に切りかえてみた場合、いくつかの興味深いことが予想さ

れる。

まず、長所としては、

1. 毛を抜く訳ではないから、毛包を電気凝固するスピードが早い。

(30分で5∞---6∞カ所が可能)

短所としては、

1. 顕微鏡下脱毛となる(拡大鏡下でも可能であるが、顕微鏡の方が正確)

2. 毛包の方向を推定し、針刺入するため、熟練者がおこなう必要がある。

3. 毛包の全周が電気凝固されるため、皮膚反応が強く出る場合がある。

手足など露出部位は4月---8月は行わないほうがよい。

現在、特殊針を製造し、レーザー脱毛後などに試みている。
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11)減毛率の評価基準の検討

横浜ベイクリニック O石川 修一

現在、日本医学脱毛学会の認定方法としての永久脱毛は、小林式絶縁針電

気凝固法のみですが、レーザー脱毛の躍進は目覚ましいものがあります。

しかし、レーザー脱毛がどの程度の脱毛効果が上がっているかの定量的な

データがありません。またレーザー機械間でも比較が出来ません。そこで

異なる脱毛方法問でも比較できるように、基準を考えてみましたのでこれ

を基盤として脱毛学会としての基準になれば幸いと思い報告致します。下

記は減毛率の式の案です。

(脱毛前の毛数)- (脱毛後に生えてきた毛数)

(脱毛前の毛数)
X 100 = % 

減毛率が0%であれば減毛効果が無いと言うことになり、また減毛率が

100%であれば、脱毛処理した毛が全く出ないと言うことになります。この

式を基準にこの式に及ぼす因子を検討し、その上で最終的な提案をしたい

と考えます。
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