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会長 若松信吾(東京女子医科大学附属第二病院形成外科教授)

今回、第11回日本医学脱毛学会秋季研究会を無事開
催することが出来ました。開催にあたっては多くの方
々からご支援・ ご協力を頂きました。この場を借りま
して厚く御礼申し上げます。
今回の研究会では、脱毛だけに留まらず、最新の美

容医療研究について報告することをテーマと致しまし
た。
長く続くこの不況時代ではありますが、美容医療・

スキンケアに対する社会の関心は衰えるどころか高ま
る一方です。最近のテレビ・新聞等の報道機関でも美
容医療・スキンケアに関するこユースが大変多く取り
上げられており、インターネット上でも美容医療・ス
キンケアに関するホームページが数多く存在し、関心
の高さをもの語っております。
ここ 2~3 年の美容医療・スキンケアへの関心の高さ

の理由は、 「第二の敗戦」とも呼ばれるこの不透明な不況時代に男性は自信を失って来てい
ることもあって、女性がしっかりしなければならない機運が盛り上がっているからであると
考えられます。

これからは、美容医療・スキンケアが、今よりもさらに隆盛になることは間違いありませ
ん。
私たち日本医学脱毛学会は脱毛医療について学術研究・報告を行うために集った学会では

ありますが、レーザー脱毛の結果を踏まえ、学会活動としては以前より低調になって来てい
るように見えます。

しかし、脱毛はスキンケアそのものであり、脱毛も含め、その他のシミ・シワ治療等が今
後も盛んになると考えられます。

当学会としましては、脱毛のみならず美容医療・スキンケア全体の研究を行い、来年から
は活動領域を広げ総合的に発展していくために、新たな提案をして行きたいと考えておりま
す。
今回の研究会の有益な研究報告の数々は、きっと皆さんの医療活動の力になると信じてい

ます。
美容医療の発展と前進に、我々が先頭に立ち、貢献して行こうではありませんか。

-関連行事のご案内/器械展示
・日時平成14年10月10日(木) 11 : 00~ 16 : 00 ・場所ギャラクシーホール
・出展企業 株式会社工ム・アンド・工ム 株式会社ジェイメック 株式会社日本ルミナス
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 011 :10"'12:00 演題

座 長 鈴 木 弓(弓皮ふ科医院院長)

1 .浜松ヒフ外科クリニック 鎌田須賀 小林敏男
「臓の永久脱毛を兼ねた服多汗・服臭の治療J

服寓皮膚を解剖学的に考察し、阪の永久脱毛を兼ね疋服多汗、服臭の治療法を開発し走。
アポク 1)ン腺多汗に対して、硬毛脱毛を兼ねてアiIマクソン腺破壊できる B型針在、 工ク
リン腺多汗に対しては、軟毛脱毛を兼ねて工クリン腺破壊できる新K型針を用いる。
治療時間は初回 3 時間、 2 回目から 6 回固までは 1 時間30分。 1 回~3 固までは脱毛が
王、 4 回~6 回は汗腺治療が王となる。合目、手按を主に報告する。

2.東京女子医科大学附属第二病院形成外科宮本英子根岸圭若松信吾
「マイクロダーマアプレージョンによる毛穴治療の経験」

最近美容皮膚治療が盛んになり、新しい二一ズとして毛穴の聞きの改善が出てきた。
IPし、イオン導入、レーザーなど様々な万法が検討されている中で、我々はマイクロダ
ーマアプレージョンによる治療を行っている。この治療は、副作用の出現頻度が低<、
治療時の終痛か少ない定め、大変受け入れられやすいちのである。治療結果は必ずしち
満足のいくちのではないか、他の治療との併用治療としての有用性の高い治療であるだ
め、報告する。

。



3.徳島皮フ科クリニック院長 玉田伸二

「色素細胞性母斑内における硬毛存在の意味」

色素細胞性母斑内に硬毛がみ5れることはまれではない。母斑の治療を行なう上で、硬毛の存在が我々に
教えてくれている。 2-3の重要な事柄につき述べる。

012:00.......12:10 休憩

012: 10.......12: 50 ランチョンセミナー ※昼食をご用意します 座長 菅谷良男(菅谷クリニック院長)
東京女子医科大学附属第二病院若松信吾 rphotofacial について」

photo facialは、ここ数年、盛んに行われている。 photofacialの最大の利点は術後発赤、邑素沈着ち
な<、社会生活に支障がないことである。 Eつ、顔の美白効果等が徐々に得られ、これまでのレーザー治
療やケミ力ルビーリングでは得られなかっ疋高い効果在得ることができる。定だ、宣伝等で語5れている
ような即効性があるちのではない。約 1年間 5回以上10固くらいで効果が現れることが多いようである。
pトロtofacialは美容スキンケアの基礎的技術になると考えられる疋め、今回紹介し疋い。

012: 50.......13: 00 休憩

013: 00.......14: 00 教育講演 座長松本敏明(札幌スキンケアクリニック院長)
浜松ヒフ外科クリニック院長 小林敏男 「皮脂腺の電気治療」

皮脂腺を電気疑固破壊し、皮脂の分泌を減少させることにより、長 ・眉間 ・眉毛上部などいわゆるTゾー
ンの脂性肌の改善を目的とする。きわめて短い絶縁針の開発により可能となっ走。微細な手技なので、実
体顕微鏡、拡大鏡、無影灯などを必要とする。術前の麻酔はリドサインテープを3時間前に使用する。
賓の場合、実治療時間は30~40分、刺入通電回数は4∞~5∞回。治療回数は 2~4週毎に 4~5 目。 8 月
末までの患者印名。

舞の皮脂(テ力リ)が著しく減少し、化粧くずれしにくくなった。
毛穴に一政しE角栓が著しく減少し、毛穴がスツキソし走。

以上は、ほぼ全員の意見である。今回、脱毛士の皆さんに新しい手授として報告する。

014:00.......14:30 特別講演 座長山本貴弘(大分皮膚科医院院長)

東京女子医科大学附属第二病院根岸圭若松信吾
「当科における skinrejuvenationの方針」

最近、続々と新Eな治療機器が登場しており、それらの多くが低侵襲の skinrejuvenation治療目的のち
のである。低侵襲の治療は併用が容易であるが、選択肢が増えるほど迷いが生じることちある。我々は、
それぞれの利点在生かした組み合わ世治療により、治療効果を高める検討を行い、ある程度の万針在確立
し走。すべての症例において個々の工夫が必要ではあり、一概にパターン化できるちのではないか、当施
設における skinrejuvenationの万針として紹介し疋い。

014:30.......15:00 特別講演 座長漬口雅光(東京整形浜口クリニック院長)
川口クリニック院長 川口英昭

「脱毛患者の心理と心のケアJ/ rロングパルスヤグレーザーによる脱毛治療の効果J

11歳の少女の脱毛例在始めとして、ムダ毛で悩み始めてから実際に来院するまでの期間を明らかにするた
めに患者の聞き取り調査や都道府県別来院者数の分布図在参考に調べた。ま疋、雑誌の脱毛広告の実態と
解離を明らかにすることにより商業ベースの脱毛術が患者に与える経済的損失及ひ、山理的トラウマについ
て考察しだ。いわゆる市販の脱毛器具、雑誌等に見られる通販商品などによる皮膚の障害にち考察を加え
る。



015: 00.......1 5: 55 特別講演 座長若松信吾

「HαirRemoval Using ELOS™ (IPL+RF) Technology介。mSyneronJ

打10mα:sGoslau -RegionαlManαger Asia， Syneron Medicαl 

Epilation wi出 laseror intense pulsed light is now an established alternative to 
electrolysis for the removal ofunwanted hair in clinical practice.川市enpure optical 
energy is used for epilation the risk of epidermal i吋uηisdirectly proportional to 
the fluence used. Photoepilation targets melanin in出efollicular and adnexal 
structures to achieve thermal injurγbut red or in命令redlight is also absorbed by出e
melanocytes and keratinocytes in山叫jacentepiderrnis. ELOSTh! technology 
(standing for "Electro-Optical Synergy" ) delivers a combination of radio 
f記quency(RF) energy and a pulse of red to infra-red light to achieve the heating 
required for selective therrnal injury. While light is selectively absorbed by the hair 
shaft， including the hair root， RF energy heats the hair follicle and is independent 
of skin color and there is no epiderrnal barrier to abso中tion(出 occurswl出 optical
energy). Only part of出eheat required for selective injury to出e凶 getis produced 
by the fraction of optial energy contained in the electromagnetic pulse. This 
delivers effective heating and biologic effects at lower levels of optical energy. This 
provides a lower risk of adverse effects in con汀astto pure light-based treatment and 
h出 provedeffective in treating all hair colors in all skin types. 

015:55.......16:00 閉会の挨拶

属国宣書

若松信吾 (東京女子医科大学附属第二病院形成外科教授)

/属辺アクセス

.東京モノレール/浜松町駅から終点羽田空港駅下車
・京浜急行/京浜急行空港線終点羽田空港駅下車
.リムジンパス/東京八重洲口・新宿、池袋、赤坂地区、東京シティエアヲーミナル

-成田空港から直通パスがあります
・京浜急行パス/横浜駅・新横浜駅・川崎駅 ・蒲田駅・千葉駅・木更津駅などからパスがあります
・高速道路/首都高速湾岸線「空港中央Jイン9ーチェンジ、 1号羽田線「空港西J

イン告ーチェンジ神奈川 1号機羽線「羽田Jイン告ーチェンジが便利です


