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日本医学脱毛学会入会案内

。必要書類等

日本医学脱毛学会への入会希望者は、

①事務局発行の入会手続きの書類

②会員(可能なら理事)の推薦

③履歴書類

④医師免許のコピー(準会員、候補会員は看護師の免許)

。会員種別等

会員の種別

正会員

対象者

開業医・勤務医

研修中の医師

が申し込み時に必要となります。

レジデント

準会員

候補会員

看護師(針脱毛またはレーザー脱毛士資格取得者

看護師(脱毛士資格未修得者)

賛助会員 企業(医療機器、薬品関係)

※ただし、看護師は施設長が会員の場合に入会可。

。入会申し込み事務局所在地

日本医学脱毛学会事務局

TEL/FAX: 027-322-2027 

干370-0862 群馬県高崎市片岡町1-5-3

医療法人 弓皮ふ科内 日本医学脱毛学会事務局



日本医学脱毛学会入会申込書

申込日 年 月 日

キ

リ

ト

リ

氏 名 (フリガナ) 生年月日 男・女

~p 

所属名/役職名

住 所 寸ー

Tel: Fax: 

E-mail : 

自 宅住所 寸ー

Tel: Fax: 

E-mail : 

郵便物の送付先 所属先 . 自宅 (どちらかにOをつけて下さい)

専 門課 目

ご所属の医学会

入会の目的

経 歴

下記送り先まで郵送もしくはFAXにてお送り下さい。なお推薦状の同封をお願いしま

す。(医師の方は医師免許証書写し、看護師の方は看護師免許写しを提出して下さい。)

O入会申込書送り先:日本医学脱毛学会事務局

干370-0862群馬県高崎市片岡町1-5-3

弓皮ふ科医院

TEL: 027-322-2013 FAX: 027-322-2014 e-mail: info@igaku-datumou.jp 
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今回は学術集会の会頭をお受けする事が7月頃に急遁決まり、準備不足で不手際が多々あるかと思いますがお

許し願いたいと思います。前回会長をお受けした時はこの会発足10年目でした。今回はこの会の発足が昭和62年

レーザー脱毛の各種の方法からIPLですから、単純に21年目にあたります。世の中は絶縁針脱毛だけではなく、

しかしながら、相変わらず非医療機関での医師法違反行を利用の脱毛まで多岐にわたるようになってきました。

為による脱毛による様々なトラブルも後を絶ちません。

本学会は永久脱毛に関与する皮膚科、形成外科、美容外科などの医師が中心に、医師および看護師の知識水準

を高め、脱毛技術を磨き、社会福祉に貢献する事を目的としています。永久脱毛に現在使用される機械は絶縁針

レーザー脱毛およびそれに準ずる方法の各種の方法があります。いずれも毛の生成に関与する組電気凝固脱毛、

織を焼却破壊し、永久に毛の再生を無くす事です。つまり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いう見識は最低限守るべきでしょう。 (A)脱毛前の問診および全身

および局所的診察と血液検査等の診断および判断。 (B)脱毛に際して針やレーザー等を使用せざるを得ないという

事実と手技設定等の判断。 (C)消毒や麻酔等の薬剤の選択や使用方法の判断。 (D)局所的、精神的な患者との トラ

これらを考えただ、けでも医療機関以外で行ってはならないし、医師または医師のもとブル発生時の対応と判断。

で看護師のみが許される行為であると言えます。本学会の命題は永久脱毛が医療であると言う事実を社会や他学

さらに学術的研究と技術レベルの発展に大いに貢献する事であると考えて会に対しても認識を深める努力をし、

います。

この会の創設者である故小林敏男先生には、第23回日本医学脱毛学会総会・第34回学術集会の開催にあたり、

謹んでご冥福をお祈り致します。そのご功績の永久脱毛・医学脱毛としての絶縁針電気凝固脱毛の理論と実践は

尊敬に値するものがあると考えます。そこで生前のご研究から考案された、いわゆる小林メソッドとしての絶縁

針電気凝固法による永久脱毛・鼻尖部皮脂腺凝固法・尋常性座搭における面胞凝固法・服臭症における汗腺凝固

法の検証の意味で適応と手技の整理と題してシンポジウムを予定しました。

招待講演では、毛根培養の研究から毛の発生起源まで検討をされた大島秀男先生に御講演をお願いました。脱

毛術を中心に研究しているこの会として有益な内容となるでしょう。また、患者側の立場から医療機関を相手に

よく弁護をされている、いわゆる医療機関の敵である弁護士の海野宏行先生に医療機関のリスクマネージメント

なお鈴木弓理事長の御努力で、過去の総会および学術集会の開催記録のについての御講演をお願いしました。

調査をされましたので、今後のこの会の発展を祈願してプログラムに載せました。
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-理事長

・理 事

-理事・監査

日本医学脱毛学会役員

鈴木 弓(弓皮ふ科医院)

石井 良典(大宮スキンクリニック)

石川 修一(横浜ベイクリニック)

大木 理香(東京女子医科大学付属青山女性医療研究所)

蒲津 ゆき(ごきそ皮フ科クリニック)

亀井康二(カメイクリニック)

高山 正三(慶友クリニック)

演口 雅光(浜口クリニック)

松本敏明(札幌スキンケアクリニック)

水谷智子(水谷皮フ科クリニック)

溝上和子(知立南皮フ科・内科)

若松 信吾(東京女子医科大学付属青山女性医療研究所)

川口英昭 ()I旧クリニック)

歴代の会長 (会頭)および理事長

旧日本医学脱毛学会(昭和62年1月31日発足)

総会年度 d3Z 』 長 理事長

第 l回 昭和62年 (1987年) 杉本孝郎 小林敏男

第 2回 昭和63年 (1988年) 杉本孝郎 小林敏男

第 3回 平成元年 (1989年) 渡部純至 小林敏男

第 4回 平成 2年 (1990年) 東京新宿 福田金書 玉田伸二

第 5回 平成 3年 (1991年) 東京新宿 福田 金書写 玉田伸二

第 6回 平成 3年 (1991年) 名古屋 福田金寿 玉田伸二

第 7回 平成 4年 (1992年) 東京新宿 福田 金書撃 小林敏男

第 8回 平成 5年 (1993年) 東京新宿 福田金需 小林敏男

日本医学脱毛学会(平成5年1月31日改名)

総会年度 学会場 会長(会頭) 理事長

第 9回平成 6年 (1994年) 東京羽田 若松伸吾 玉田伸二

第10回平成 7年 (1995年) 東京羽田 若松伸吾 玉田伸二

第11回平成 8年 (1996年) 東京羽田 石川修一 若松伸吾

第12回平成 9年 (1997年) 東京千駄ヶ谷 松本敏明 若松伸吾

第13回平成10年 (1998年) 東京羽田 若松伸吾 若松伸吾

第14回平成11年 (1999年) 東京千駄ヶ谷 野田宏子 若松伸吾

第15回平成12年 (2000年) 東京千駄ヶ谷 若松伸吾 若松伸吾

第16回平成13年 (2001年) 東京日比谷 山本貴弘 若松伸吾

第17回平成14年 (2002年) 横浜みなとみらい 若松伸吾

第四回平成16年 (2004年) 東京青山 若松 {申吾 若松伸吾

第19回平成16年 (2004年) 東京新宿 鈴木 弓 鈴木 弓

第20回平成17年 (2005年) 東京新宿 鈴木 弓 鈴木 弓

第21回平成18年 (2006年) 東京新宿 鈴木 弓 鈴木 弓

第22回 平成19年 (2007年) 大阪中之島 高山正三 鈴木 弓

第23回平成20年 (2008年) 横浜東神奈川 石川修一 鈴木 弓

※平成3年と平成16年は臨時総会があり年2回総会が聞かれ、平成15年の総会は行われなかった
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学術集会(ホームページより)

1 1991圭芋 1 月 20日 東京ワシントンホテJレ

2 1991 ~ 6 月 23 日 雪量豊口湖旦眉量調E量i...唖;t.宣宮 福田 盆量膏ー

3 1991 盆手 1 1 月 7 日 費量3皮富士ピJレ 浅田 一-(ニ

(1) 1991 童手 1 1 月 21 日 平邑巨ヨ11<.1・学与 祖国 重量'"

4 1991 圭芋 1 1 月 28  日 ，匝京ワシントンホ-r)レ 野田 定ま子乙

5 '992 1;享 1 月 24 日 買E京ワシントンホ-r)レ

6 1992盆享 4 月 23 日 白壁美容外科研究室
浅田 一一イニ

話ξ宝王 宮冒産量

7 1992盆芋 6 月 21 日 ニニ辛口事斗勾企"'LI幌メラロィカJレホ一一Jレ 帯百賀置 IIB信量

(1) 1992圭芋 7 月 9 日 買E芳更賀町一一オてラユJレ 〈匪E自市免畠型盤壬量〉

8 1992童手 9 月 17 日 名古贋週f雷会問

9 1992盆芋 1 1 月 14 日 電気ホール〈名古眉E市〉

10 1992会手 12月 2 臼 -芳司[/¥-;持Il・ItlJlオミラニJレ

I司 日 ，使刃電車尺宵可オてラニJレ回目聞匝笹買ヨ't: (匝亘自市免昌吉虫垂~)

11 1993ま手 4 月市 7 日 斬宿ワシントンホテJレ 小林敏男

12 1993主芋 6 月 19 日 リザンシーノてークホテJレ谷茶ベイ 当山 檀

13 1993会事 9 月 23 日 京都市園田陣~j.M彊量簡 量令フF之 日育恵

14 1994主芋 1 月 16 日 新宿ワシントンホ-r)レ 総会

く日本医学脱毛協会を日本医学脱毛学会と名称変更し、脱毛布符 L 聞する教育、研究、控術指導などを目的と

する。 脱毛毛布の聖書調理 PRを目的とした男'Jl且織の臼本医学脱毛協会を素斤たに量生立した。>

15 1994童手 5 月 26  日 羽田ギャラクシーホール 若松 f雷吾

(1) 1994年 11月 6 日 アムコ時置十台前ピJレ 有賀 昭イ重量

(2) 1994会事 10月 20  日 高崎ワシントンホフーJレ 量令坤ζ '9 

(3) 1994盆享 10月 13 日 名古屋遇イ雷会館 福田 盆E費'

(4) 19941;芋 11月 6 臼 サンピア大阪 主主主王 程苫左量

(5) 1994主芋 11 月 22  日 ブ<;;苦う~-j羊オて-;r-)レ 山本貴弘

16 1995主享 1 月 31 日 羽田ギヤ 7 クシーホ-)レ 若松 f雷吾

(1) 1995圭手 8 月 27  臼 しんきんけ人パま会館〈ゴヒ海;.a) 松本敏明

(2) 1995主享 9 月 7 日 新宿ワシントンホァJレ 福島 ~j'告

(3) 1995 ~芋 10 月 19 日 =重県総合文化センター〈津市〉 水谷智子

(4) 1995盆手 11 月 2 日 辛口国主はJr宵づ7ーーミブーJレオてヲーJレ 宮崎孝夫

(5) 1995生享 11 月 22  日 リ ガロイヤJレホ-r)レ小倉 /J、イ主 務3苦竪

17 1996 ~李 1 月 31 日 羽田ギヤフクシーホ ル 石川修一

(1) 1996盆享 9 月 1 日 本LI1!晃司=二ニオミラユJレ 山 1司~ ~守L

(2) 1996盆芋 9 月 25 日 新宿ワシントンホァJレ )11ロ 英昭

(3) 1996盆芋 9 月 18日 浜松土フォ Jレァ 小林敏男

(4) 1996 盆手 10  月 9 日 コプラ二リエノーートオてフーJレ・司壬フ'ブーコー-;A.ト 〈ロ烏1'"司ヲ〉 玉田伸二

(5) 1996盆手 1 1 月 22  自 アクロス福岡 佐野 宿直

18 1997 ~芋 2 月 2 日 ・ 3 日 薄田ホーノレ 私k司玄 毎!ll!月

(1) 1997盆芋 6 月 22 日 湯ノ川グフンドホァJレ〈函館市〉

(2) 市997盆手 10 月 29  日 オミ-r)レ KKR (ブE国王〉

(3) 市997~芋 1 1 月 11 日 ブに昔~J使2羊オてラ~)レ は』埠玄 .主ム

19 市998盆芋 2 月 12 日 羽田ギヤフクシーホール 若苦私~ ~曾曹E

く 平成、0 年度の総会L おいて、例年数箇所 1::::分かれていた地方会を一本化して開催する事L 決定. 総会時の

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  

29  

30  

31 

32 

33 

34 

35 

中央研究会を年にー園、秋に地方で年一国持ち回りで開催する. > 

1998盆芋 9 月 30日 羽田ギヤフクシーホ-)レ 川口 英昭

1999年 2月 14日 ・15日 薄田ホー Jレ 野田宏子

1999生芋 9 月 10日 議斥即亘理~オミ-r)レ 浜口 牙量:>'t;

2000年 2月 11 日・ 12日 津田ホ一一Jレ 若松 f冒膏

2000圭享 9 月 11 日 富士全日空ホテル 由也害牛 麹量二二

2001会事 2 月 骨苧回目オミ'T)レ 叫』司玄 .51‘ 

2001 盗事三 9 月 27日 羽田ギヤフクシーホ-)レ 辛苦松~ ~冒曹司F

2002盆芋 2 月 材置渉主フンドマーク

2002盆手 10月 10  日 羽田ギヤフクシーホ-)レ 老苦私~ ~冒置E

2004盆芋 3 月 2 日 ウフク青山 若松 f曾膏

2004金手 7 月 25日 新宿文化クイントピル '告オミ 弓

2005 ~手 2 月 27 日 議斤干盲3z:イヒクイントピJレ 量令オに '9 

2006 ~享 2 月 19 日 新宿文化クイントピJレ 世令坤ζ Eヨ

2007空宇 2 月 18日 大阪グフンキューブ、 大阪国際会輔場 高山 E三ニニ

2008盆手 2 月 7日 かなっくホール、 相竃浜市神奈)(1区民文化センター E)II .-

2009会芋 月 日 卦ミ君主 芳三 建主

これらの内容に間違し冶や不足に気付かれた方は日本医学脱毛学会の事務局へ追加

訂正のご連絡をお願し注します。
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盟関連会議のご案内

O理事会

時間:9 : 20"-'10 : 20 

場 所:楽屋B

0総会
i""2.，-OO /¥/ r乙1ろ0

時間:TZ::::;30"" 12ι5e 

場所:ホール

参加者:正会員、準会員はオブザーバーで出席可

獅関連行事のご案内

O認定レーザー脱毛士筆記試験

時間 :10 : 00"-'10 : 20 

場所:音楽室

参加者:学会事務局へ申込者

0 レーザー講習会

時間 :10 : 30"-' 11 : 30 

場所:ホール

0展示

時間:9 : 30"-'18 : 00 

場所:ラウンジ

※ 11 : 30"-' 13 : 00 DOUTOR(ドトールコーヒー)の出張有り(個々に精算)

0会員懇親会

時間 17 : 30"-' 

場所かなっくホールのビル 1F KUBOTA食堂
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お知らせとお願い ]I

。学術集会に参加者(社)へ

-日時:平成20年2月7日

受付開始時間 9: 30 

業者搬入開始 9: 00 

-参加費(懇親会費も含む)

事前登録:医師 9.000円 看護師4，000円(締め切り1月21日まで)

当日参加:医師 10.000円 看護師 5.000円 (1月22日以降の申し込みも同様)

非会員当日:医師 20.000円 研修医 10.000円

看護師(所属医療機関の医師が会員)7.000円

※非会員医師の参加希望者は所属を証明する物を持参し、会頭の許可を受けてください。

※非会員の施設での看護師は参加出来ませんが、

当日施設長と一緒に入会申し込みをすることで参加できます。

※フ。ログラムは会員の全員に送付済みですが、当日参加者で欲しいか方は￥1，000円。

※事前申込振込先横浜銀行本庖普通預金口座番号(1793330)

口座名 日本医学脱毛学会石川修一

第34回日本医学脱毛学会学術集会開催事務局

住所:221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町公団、 2F 横浜ベイクリニック内

名 称 :第34回日本医学脱毛学会学術集会事務局

電話:045-320-2491 FAX: 045-320-1319 

メール :info@yokohama-bay.or.jp 

※メールでの連絡は必ず受け取りの返信をします。無い場合は文字化けなどでメールの内容がわからない場合

がありますので、電話などでご確認下さい。

0昼食 :会場内は食事が出来ませんのでお近くのレストランなどをご利用ください。

ラウンジにはお茶などを用意しますが、ホールへの持ち込みは出来ません。

O録画・録音。写真撮影は会場内では主催者以外は一切禁止です。

0展示参加の企業は当日参加者の名前と人数を届けて下さい。

0マスコミ取材は、事前に会頭の許可が必要です。

0宿泊や交通機関の予約は各自おとり下さい。

。演題の発表についての注意事項

• WindowsV包回「パワーポイント」を用意します。メモリーかCDでお持ちになるか本人のコンビューター

をお持ち下さい。

0一般演題の講演時間

一般演題の発表は口演5分、 討論2分

Oシンプジウムの講演時間

シンポジウムの口演15分最後に討論15分

O特別講演 :口演45分討論10分

0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

簡潔にお願いします
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-学術集会および総会予定(敬称略、場所指定が無い場合はすべてホール)

9 : 20"" 10 : 20 

10 : 00"" 10 : 20 

10 : 25"" 10 : 30 

10 : 30"" 11 : 30 

11 : 30"" 

理事会(楽屋B)

認定レーザー脱毛土筆記試験(音楽室)

(担当 大木理香:東京女子医科大学付属青山女性医療研究所)

開催挨拶 (会頭石川修一)

レーザー講習会 (座長高山正三 慶友クリニック)

(講習会講師松本敏明:札幌スキンケアクリニック)

昼食休憩および展示見学(ラウンジ)

※昼食は個々に会場外でお済ませください

※ 11 : 30""13 : 00 ドトールコーヒーの出張有り(個々に精算)

12 : 00"" 12 : 30 総会 (進行鈴木弓:日本医学脱毛学会理事長)

12 : 30"" 13 : 10 一般演題l(座長松本敏明:札幌スキンケアクリニック)

1 )サイノシュア一社LPIRによる眉毛の脱毛経験

2)女子口周囲多毛症のレーザー治療

3)男性のひげのレーザー脱毛

4)顔面ヒゲのレーザー脱毛後生じたケロイドの治療について

5)男性のひげ脱毛における諸問題

13 : 10""14: 00 一般演題2(座長漬口雅光:浜口クリニック)

6)小林先生を偲んでレーザー脱毛不可能部位における絶縁針脱毛

7)絶縁針先端が患者皮膚内に留置された症例

8)鼻翼基部脂腺擬固法(小林メソッド)による治療法について

9 )当院での小林メソッドによるニキビ、皮脂腺治療

10)ワキのレーザー脱毛による汗への影響の有無~アンケート調査の実施~

11)レーザー脱毛は実際のところ伺回で終了するのか?

14: 00""14 : 10 休憩

14 : 10"" 15 : 10 シンポジウム (座長亀井康二:亀井クリニック

「小林メソッドの検証・適応と手技の整理J

シンポ 1)絶縁針電気脱毛の適応と手技の整理

高山正三

松本敏明

高江洲悦子

野田宏子

亀井康二

嘗山 護

田中真紀

野田宏子

石淵京子

内山玲子

松本めぐみ

(玉田伸二 :徳島皮フ科クリニック・日本皮膚病理研究所・有限会社T&T ) 

シンポ2)小林メソッドによる尋常性座嬉・テカリ(多脂症) ・毛穴の治療について

(岩城佳津美:いわきクリニック形成外科・皮フ科)

シンポ 3)小林メソッド:アポクリン腺電気凝固術(わきが治療)

1 )手技 (鈴木弓 :弓皮ふ科医院)

2) 当院で行っている小林メソッドの臨床的応用(五味常明:五味クリニック)

15 : 10"" 15 : 20 休憩

15 : 20""16 : 20 特別講演 1 (座長大木理香:東京女子医科大学付属青山女性医療研究所)

「毛が生えるしくみー毛包幹細胞の動態と生理」

(大島秀男:国立病院機構熊本医療センター形成外科)

16 : 20"" 16 : 30 休憩

16 : 30"" 17 : 30 特別講演2 (座長嘗山護:沖縄県当山美容形成外科)

17 : 30"" 

「患者側の医療弁護士からみた医療機関のリスクマネージメントJ

(海野宏行:みなと綜合法律事務所)

懇親会 (KUBOTA食堂)
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レーザー講習会 l

安全なレーザー脱毛を行う為のレーザー治療の基本と安全教育

札幌スキンケアクリニック

松本敏明

医療脱毛は絶縁針脱毛術に始まって各種のレーザー脱毛術が行われている。レーザー

装置は安全で安定した効果が得られるようになってきたが、一旦装置のトラブルが生じ

た場合にレーザー治療の基本が要求される。今回は脱毛治療からみたレーザー治療の基

本を再確認するとともに安全教育について講習したい。

I q s-ワ与 lワ♂《も3障究明

仏 ルM しぺ U土件。協ト

6帝J段、q/ ib t 乏， Zれ~VllJω
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一般演題

1 .サイノシュア一社 LPIR(ロングパルスアレキサンドライト

レーザーによる眉毛の脱毛経験。

慶友クリニック

高山正三

眉毛の脱毛は、絶縁針脱毛がこれまで一般的であるが、サイノシュア一社製LPIRによ

る脱毛を試みて、良い結果が出たので、症例と共に発表する。この手技には、ハンドピ

ースの選択、エネルギーの設定、目の保護、等色々と考慮すべき事項が有るので、 これ

らの問題点を同時に述べたい。

手~.>;M…弘、人件、￠~ス イ更i手
!っ./¥..--コ)_}.I.-J ~ヘベ4ρ/U1... s

フゲ'"bp弘与刈

2.女子口周囲多毛症のレーザー治療

2..-0ん '"VfJ
þ-~ 2-0ハ/乙2--τ

百二らみバ梧
手--v.b--w伺偽

~~t- じ

札幌スキンケアクリニック

松本敏明

3 5歳、女。既往歴なし。 30歳頃より、口周囲の硬毛が気になり、毛抜きで毎日抜

毛していた。硬毛が目立つようになり、当院受診。初診時、口周囲は抜毛後の毛のう炎

による発赤と埋没毛および残存する硬毛で、男性の口髭様になり醜状を呈していた。初

診時より約 1ヶ月抗生物質加ステロイドクリームの外用で炎症性発赤は軽快。初診時よ

り抜毛は禁止させ、剃毛のみとした。硬毛部の発赤は痛快したが、色白の肌のため毛根

の青みのみが残り口髭は目立った。炎症性発赤の痛快した 1ヶ月目頃よりレーザー脱毛

を開始。レーザー装置は、ラジオ付き半導体レーザー装置のコメットを使用した。照射

条件は半導体レーザー 24 J /?R F 2 2で接触照射。照射した硬毛の凝固状態を直視下に

確認するために、照射直後に摂子で抜毛した。抜毛されない硬毛は照射を追加した。 2
"""、戸'""-戸内~

ヶ月ごとに 3回の治療を行った。各治療ごとに硬毛は減少し、皮膚の口髭様の青みは軽

快した。今回は新装置の使用経験と治療時の工夫について延べる。

物不レイエ町長i}{同 -~~九



3.男性のひげのレーザー脱毛

ごきそ皮フ科クリニック

高江洲悦子、蒲津 ゆき

男性のひげのレーザー脱毛は火傷のリスクが高いので、低い出力で行い、最初照射期

:;:;;::工士ifritごを使用山る 九州川 1025吟
今回実際にどのような間隔で来院され、結果がでてきているか見直してみたo 3~f lJ己1:，H)

~、乏p♂ 争え'2--c__ ~仇Jι Hl 恥苛ι
/メ五瓦--，

4.顔面ヒゲのレーザー脱毛後生じたケロイドの治療について

らl~ a-
}ちヘイらJ

ちば美容・形成外科クリニック

/せびらか l与 野田宏子

ケロイドの治療について以前にも報告をした事があるが、ケロイドに血行障害治療を

行うことにより早期に消退させる事が出来た。 ) ~Çf )7~;r:九十乙o ~， 

その方法について紹介する。 均しー~とめイぽゆ竺れ

る)あIi旬、
~( 

友I玄今日¥

TFv¥川削守字t[株¥
与のv~ト/ 言þ~~

ふ j古今(瓦品今
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5.男性のひげ脱毛における諸問題

カメイクリニック高岡・富山

亀井康二

ひげ脱毛を希望する若い男性が増えてきている傾向がある。男性の脱毛には毛の太さ、

熱傷、色素沈着、経済的問題など注意すべき点が少なからずある。

今回、私の経験した問題点を報告したい。 釘手(k9C"ヲ/ヰ
1[1V101 

L門 ~ω~

ャAえルんん

7t) - "，，0 ス

2-W I;v( )";¥ (Jlうれ

れ0(10レυリレー tp抑

字下;)j門ラ

羽仁内iIP

夕方万rDr/;与
6.小林先生を偲、んで、レーザー脱毛不可能部位に於ける絶縁針脱毛の実際

， /v 2-1~r' 
;乙九千 L主 当山美容形成外科

lつ手 Iq~~可~グf-r;?円 fぅyl)(γ 嘗山 護、兼島マサミ

?乞吃 外間和子、新垣江利

ら千円J旬2
?み 私と小林先生とは、形成外科学会等で活躍していた時より知り合っていた。当時、私

州 自身は沖縄県に帰郷、開業をし、地域の毛深い女性の悩みにどう対応して良いか思案し

ω2 ていた時期でもある。又、実際に針脱毛などを手がけていたものの間引き脱毛を主体と

:;!.""ち目 して根気の入る作業であった。その後、小林式絶縁針脱毛が開発されたのを期に脱毛看

護師(当時6名)を増やし、全身脱毛を本格的に始めた。然し、ご多分にもれずレーザ

ー脱毛の普及と共に小林式絶縁針は下火となっていくが、レーザー脱毛普及に伴い、そ

の欠点も垣間見えてきた。又、脱毛を希望する顧客ニーズも時代に伴い変化がみえ、全

身脱毛の云われる永久脱毛を目指す方も少なくない現況である。これ等の要求に応じ、

我々は最近レーザー脱毛では困難とされる部位に対し、絶縁針を用いた針脱毛を積極的

に行っている。その部位とは主に虹門周辺、男女性器周辺、鼻毛、眉毛、額などである。

成績そのものが出ている訳ではないが、今回、小林先生を偲んで追悼の意味をこめ、小

林式絶縁針(コーティング法)の良さを再評価させて頂きたく報告する。
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7.絶縁針先端が患者皮膚内に留置された症例

横浜ベイクリニック

田中真紀、岡本麻子

松本晴海、佐藤大和

石川修一

当院の肩の軟毛脱毛において、絶縁基部から切断されて皮膚内に残留した症例を初めて経

験した。その対処した方法、原因の可能性、今後の注意する方法など検討したので、以下の

内容を具体的に報告する。

0対処:研修規定に則って、担当の看護師はその場でボールペンにてマーキングをして医師

に連絡。

O原因;体位、伸展方法の問題で針の刺入は抜去がスムーズに出来ていない可能性。針の保

存や使用状態による劣化の可能性。針の作成メーカーでの強度の低下の可能性など。

O今後の方針:

1)手技:教科書通り基本に忠実に行う事や、伸展を十分にする。

2)体位:肩の伸展をさせるためには、上肢は側臥位で下方にするなど肢位の工夫を見直す。

3)出来れば、製造メーカーに針の製造年月日を入れていただく。針の購入年月日を入荷時

に記載しておき、特にU針S針は使用期限を決めるなどしたい。

牧
8 鼻翼基部脂腺凝固法(小林メソッド)による精療法について

ちば美容・形成外科クリニック

野田宏子・名和芳子

福原真理子・竹田希代美

脂腺凝固施術後膿排出後脂漏は消失するも毛穴に一致する陥凹が残存していたが、 ト

レチノインを始めとするいくつかのクリームの外用により劇的に改善した。

一症例を照覧する。

三tオペクぜ引
ぬし ノ



9.当院での小林メゾットによるニキビ・皮脂腺治療

弓皮ふ科

石沸j 京子、高橋文子、鈴木弓

当院では平成15年2月から、いろいろな治療を試したが症状が改善されずあきらめているニ

キビ患者や毛穴を気にされている患者に小林メゾットでの治療を勧め施術しています。

小林メゾツトを受けようとしている患者に対して治療中の終料、治療後のケアの重要

性を充分に理解していただいてから始めています。

小林メゾットを導入してから現在までの4年間で、ニキビ治療30名、皮脂腺治療8名でした。

その中から症例発表いたします。

10.ワキのレーザー脱毛による汗への影響の有無

~アンケート調査の実施~

1{同二レー守二
水谷皮フ科クリニック

内山玲子・天野園子

奥田三枝・服部典子

石塚陽子・水谷智子

この度、当院では平成 12年からレーザー脱毛を開始し、約 2500名の脱毛をして

きた。

うち、ワキの脱毛は 1731名で、このうちワキ脱毛患者からワキの汗の量が増えたと

の訴えが多数あり、アンケートにより事実が把握できた。

その結果をふまえて、今後の患者の対応とケアの方法を考えた。

えVし1子 ド弘三可~~rしず合っプ七 ，

q
L
 



11.レーザー脱毛は実際のところ何回で終了するのか?

浜口クリニック

松本めぐみ、浜口 雅光

レーザー脱毛の終了までの回数は患者の個人差、レーザー脱毛機の種類、出力設定、

施術者の技術、照射間隔などいろいろな要因があり実際のところ不明である。しかしな

がら初診時の説明や料金設定のときに自分の医院では大体何回で終了しているのか知っ

ておく必要がある。最終脱毛から 1年半以上経過して来院していない患者を終了者とし、

当院の患者約 1200名を無作為に抽出、明らかなドロップアウトを除き脱毛回数を検

討した。その結果を報告する。

レプ下 ~}W~ Jt{p;;ノ

タ/ポひ、クv9毛り

6ρ/包ラω
(fOノユ刈の
デcスアゆ

わごTF G f九

む五三ニ

‘/けァ名

ヲ1.ゑ匂v{今60;; 
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τ0/0 空こ

う。/0 も
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シンポジウム l

1.絶縁針電気脱毛の適応と手技の整理

徳島皮フ科クリニック

日本皮膚病理研究所

有限会社T&T

玉田伸二

故小林敏男先生の偉業のひとつである絶縁針電気脱毛術は、レーザー脱毛の普及に伴

い需要は減少致しましたが消滅した訳ではありません。 1)レーザー光の波長領域の光

アレルギー患者、 2) 白金や金を疾患治療目的または美容目的で服用している患者、 3) 

乳輪部や外陰部などの色素沈着が目立つ部位の希望患者、 4) ベッカー母斑患者、 5) 

男性顎ヒゲの白髪などにおいては、レーザー脱毛よりも絶縁針電気脱毛術がいまだアド

ヴァンテージを持っています。

一方、服寵などで数回のレーザー脱毛後、再生してくる毛に対しても、漫然とレーザ

ー照射を繰り返すよりも絶縁針電気脱毛術に切り替えた方が合理的と考えますが、痛み

と施術前の肢寵無処理状態でいることに対する患者の忌避感で、提案するに留まってい

るのが現状です。

小林先生亡き後、絶縁針電気脱毛術の優れた技術を次世代に伝えていく必要性がある

が、その道は正直険しいと思います。

なお、小林先生ご遺族の要望により、状況が安定するまでの問、エレクトロライシス

の絶縁針販売を私のところ (T&T)で預かっています。
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2.小林メソッドによる尋常性座療・テカリ(多脂症)・毛穴の治療について

いわきクリニック形成外科・皮フ科

岩城佳津美

当院では 20 0 2年より、小林敏男先生が考案、開発された特殊絶縁針を用いた選択

的電気焼却法(小林メソ ッド)にて、尋常性座磨、テカリ(多脂症) ・毛穴の治療を行

ってきた。小林メソ ッドは、皮脂腺からの皮脂分泌過剰に起因するこれらの疾患や症状

に対し、原因となる皮脂腺そのものを熱凝固破壊し、線維化させてしまう唯一の根本的

治療である。約4年間の小林メソ ッド治療経験を元に、小林メソッドの長期効果、手技上

のコツ・注意点、患者の選択・適応、他の治療法との組み合わせなどについて述べる。

3.小林メソッド:アポクリン腺電気凝固術(わきが治療)

1、手技: 弓皮ふ科医院

鈴木 弓

2、当院で、行っている小林メソッドの臨床的応用:五味クリニック

五味常明

わきがの治療で皮膚に傷をつけないで行えるのが特徴です。アポクリン腺治療用の絶縁針

(XX0820)を使用します。 1ME HR -5000、出力9'"10、1秒または0.5秒X2の条件で行

います。女性は絶縁針電気脱毛を併用します。局麻は2%Eキシロカイン1.8m1 X (1 '" 2)、

氷冷却しながら、真皮下端に沿って水平に針を刺入します。(適当な間隔を保つ為にスタンプ

で印をつけます。)皮膚色が、術中か術直後に赤くなったり貧血用になったら、皮表まで熱傷

が及んでいる証拠です。熱傷潰療になってしまいますので、そうならないように、出力や刺

入の深さを加減します。施術回数は、半年に1回、 1 "'3回施行します。

わきがの治療を希望してくる患者さんは、病的な服臭があるひとより、本人が気にしてい

るだけで、あまり臭くない方が多いようです。女性の場合、脱毛術を施行するだけで、満足

する方も少なくあ りません。困るのは、ほとんど臭わないのに、まだ臭う、まだ臭うと更な

る治療を求める患者さんです。小林先生が月に1回出張して、小林メソ ッドを施行し、自分は

小林メソッド以外の方法を駆使して、わきが外来を成功させている五味クリニックの現状を

報告します。
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毛の生えるしくみ ~毛包幹細胞と皮膚再生~

国立病院機構熊本医療センター形成外科

大島秀男

皮膚における幹細胞を用いた再生医療は、 1975年Rheinwald&Greenにより表皮角化

細胞(ケラチノサイト)の培養法が確立されたことに始まった。 1980年代には培養表皮

の臨床応用が開始され、本邦でも広範囲熱傷の患者の救命例が報告されるようになった。

このように皮膚再生医療は一定の成果をあげているが、再生された皮膚は付属器である

毛包や汗腺を欠いており、表皮再生にとどまっている。

胎生期における毛包の形態形成は表皮一間葉の相互シグナル伝達によって綿密に制御

されており、それに関わる遺伝子のspacio-temporalな発現が発生段階の毛包形成には特

に重要であると考えられている。一度発生した毛包は毛周期というサイクルをもち、生

涯にわたって自律的に再生、退縮を繰り返す特異な器官であり、その活発な再生現象を

解明するため、培養系でのコロニー形成能や生体での細胞周期測定などを指標として幹

細胞システムの研究が進められてきた。これまでの研究から毛のもとになるケラチノサ

イトの幹細胞の局在や遊走などの動態が解明され、毛周期や毛が伸びる仕組みがわかっ

てきた。さらに分子生物学的手法を用いてケラチノサイトの幹細胞のクローニングがす

すめられている。また毛に色をつける色素細胞(メラノサイト)の幹細胞システムや、

毛の発生・再生を制御する毛乳頭細胞の性質についても新たな知見が得られている。

これまで取り組んできた毛包幹細胞、毛包再生など毛に関するこれまでの研究の概要

を述べ、最近の報告に沿って検証するとともに、今後の毛髪再生医療における課題と展

望について触れたい。
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患者側の医療弁護士からみた医療機関の

リスクマネージメントについて

みなと綜合法律事務所

海野宏行

1 . イント口ダクション

0医療過誤事案に関する主な法的責任

-民事損害賠償責任

.刑事責任

・免許に関する行政責任(取り消し、停止)

0エピローグ

2. 医療紛争あれこれ

Oクレーマー

0カルテ開示

。コンブライアンスと患者さん

O医療ミス ・.. 

3. 刑事責任

0従来

O近年

4. 行政責任

5. 民事責任

相談、証拠保全とカルテ開示、説明会、示談、民事裁判提訴・. . 

6. その他

7.エピローグ

O紛争防止について

-第1の選択:患者側への負の情報提供

.第2の戦略:苦情解決の制度化

0より良き医療のために
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ヒアルロン酸注入剤

RESTYLANE⑮(レスチレイン)

海外医薬品の医師の個人輸入(薬鑑証明)を

お手伝いをさせていただきます。

(薬鑑恒明の申摘は、弊社提携の行政書士が無料にて行います)
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側側側織拡側線 展示参加企業リスト(申し込みJI頂) 欄 欄鰍欄欄鱒

。キャンデラ株式会社

東京都墨田区両国2-9-5 TKF第2会館

T E L 03-3846-0552 FAX 03-3846-0553 

。サイノシュアー株式会社

東京都文京区西片1-15-15 春日ビジネスセンタービル1F

T E L 03-5844-3651 FAX 03-5844-3652 

。株式会社コスメディコ

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-31-11

TEL 03-3479-7611 FAX 03-3479-7613 

。株式会社セレーネ

兵庫県神戸市中央区京町75-1 京町栄光ビル9F

TEL 048-325-2911 FAX 078-325-2992 

。株式会社高研

東京都豊島区目白3-14-3

TEL 03-3950-6600 FAX 03-3950-6602 

。キュテラ株式会社

東京都渋谷区広尾1-6-10 ジラッファ 11階

TEL 03-3473-9180 FAX 03-3473-9181 

。株式会社インフォワード

東京都渋谷区広尾5-8-14

TEL 03-5447-6411 FAX 03-5447-6414 

。株式会社シーボン

神奈川県川崎市宮前区菅生1-20-8

TEL 044-979-2404 FAX 044-979-1400 

側側側側欄鰍 広告掲載企業

。株式会社ウエルハート

東京都千代田区麹町2-2 KIHOHビル1階

T E L 03-5276-6071 FAX 03-5276-6085 

事総議総議議議鍵鎚欝欝謀総議総謡器 寄 付 機器機嫌灘欝滋蹴総議総欄鵠繊鰍

。横浜市神奈川区医師会

神奈川県横浜市神奈川区反町1-8-4、ハート友神奈川3F

-19-
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受付

ホーlレ入口

展示配置図

ブース200x 1 20CM 

AC電源使用する場合は延長コードを

お持ち下さい。通路を横切る場合は

工夫をして下さい。尚、ブースは

スペースのみでテーブルもありません。
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A 
Z玄 場案内

場所:かなっくホール(横浜市神奈川区民文化センター)

住所:干221-0044 横浜市神奈川区東神奈川1-10-1

TEL: 045-440-1211 

※日本医学脱毛学会の内容の問い合わせはご遠慮下さい。

交通アクセス

.JR東神奈川駅、京急仲木戸駅から、連絡橋「かなっくウオーク」で徒歩1分

・東急東横線東白楽駅 徒歩10分、または菊名駅乗換JR横浜線で2つ目

・新横浜 :JR横浜線で3つ目、 JR東神奈川駅 (9分)

・羽 田:・京浜急行の京急蒲田で乗換、京浜急行で仲木戸駅 (33分)

・リムジンパスで横浜YCAT、横浜駅から

JR京浜東北線で1つ目東神奈川駅、京浜急行で2つ目仲木戸駅


