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|初めての、透明ミストファンデーション|
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

位界に先駆け、 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、 一円中っくり変えます。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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みんなで学会を発展させよう

PI"I>イ!tYUBi変

夏も間近のl唆かい Hが続き、手足が露出した衣類を者る季節になりま

した。見る方としても、健康的な手入れの行き尻jl、た小麦色のJIILは羨ま

しいくらいに美しいものです。成出された肌には、むだ毛がないほうが

美しく感じられるのは、現代人の感覚なのでしょうか。ないと「みにくい」

と思われるのはく毛〉、ありすぎても「みにく L、」のもく毛〉です。私たちは

多すぎて醜い〈毛〉を目の敵にして抜いています。毛はなぜ、生えているの

でしょうか?動物の毛は、一般に寒いと ころの動物ほど長〈厚い毛が発

達している ことを見ると、 第一に保温作用といえます。人の頭の毛は保

護のためでしょう 。眉毛lま汗が目に入らな いように、 l捷毛は興物が目に

人らないように、必毛は異物がよ平に入らないようにし生えている:f!II由

がはっきりしているものもあります。頭部以外に人間の毛の生えている

刈!山は現代人でははっきりしなくなったものが多いようです。身体の毛

は、 pqつん這いにな ったときに身体にかかっ t':l・日などが地面に流れやす

いように地而に|白lかつて生えています。手足や、背中、11旬毛などは、こ

れが残ったものでしょう 。陰毛や肢もはどうでし ょう 。動物ではJ祭れ合

うところであり、特に陰部は、 H立たせるためと、使うときに不便なの

で、人とは逆にモが薄くな っています。人は、体毛は退化 したために、

局所を目立たせるためと外傷から保護するために濃くなったのでしょう

か。色々考え てみると人の〈毛〉には不思議がし、 っぱいです。人間毛は今

の状態が進化した結巣とした ら、今後人間の毛はどのように進化するの

でしょうか。頭がはげるのは、人間だけのようです。毛がなくなるのが

進化なら、 fごんfごん毛が薄くなって毛は不要のものとして、消失するか

もしれません。将来、脱毛の技術は必要なくなるかもしれません。人間

の毛は、どのように薄くなってきたのでしょうか。人間の歴史は、 100万

年とも 200万年とも 言われますが、精密な絵や舎物で記録があるのは、せ

いぜい2-3千年くらいのものです。 日本、中国の古書-の武勇伝などにで

てくる武将は、押し絵などによると体格が良〈、立派な髭をたくわえた

"si来い人が多いようです。 このような「ごつい」人がもてたH寺代は去り、

現住は、男性の火性化とも 言われ、胸毛はおろか髭まで、嫌われる IJ~~'代に

なってきました。 このようにEについて考えてみるときりがないようで

す。

ところで、引代人のもに対する悩みを解決するには、どのようなIj法

があるのでしょうか。皮!育科の外米必者を兄ても、 11見毛症で甘読む人が多

いように見えます。42長「円形1I見主徒J1J.、薬物療法と;理学'療法は世j!}，jl保

険による治療が認められています。 しかし子術は適応にならないと明記

されています。 l ド状腺機能低下や、男性型禿~fi症などの場合、!京疾，也の
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治療以外健康保険では治療できません。育毛、養毛などの研究は、世界

中の医薬品会社、 化粧品会社、医師などが先を争って行っていますが、

なかなか有効な方法が見いだせないようです。

糠痕11見毛は、毛根がないため手術的に植毛するしか有効な方法があり

ません。広範すぎて植毛が無理な場合は、人工の毛を植え付けたり、質

を丹Jl、たりします。直接皮膚に植え付けた人工の毛は、長い聞に折れた

り、抜けたりするため、追加植毛が必要になります。その度に糠痕化が

進み、皮J白'が自主〈面胞状になったり、次の植毛がしにくくなったりしま

す。毛に結びつける f首毛法は、結びつけられた毛が抜けるとなくなるし、

毛が伸びた時にどう対処するかが問題でしょう 。 このような脱毛に対す

る問題も、本学会の将来の研究課題とすべきでしょう 。

さて話題を毛のありすぎる 1:11題として、脱毛の話に移りましょ う。氷

久脱毛は、今の所腿毛乱生の場合を除いて健康保険の対象になりません。

しかし、四肢の露出部や、口腎に濃い毛が街集して生えている若い女'性

を見ると可愛想、と思います。殊に、生活保護の人、医療保護の人、障害

者、母子家庭の人などは自費でなく 11見毛が出来るようにしてあげたいと

も思います。しかし良〈考えると、 一度保険扱いにすると、程度の差の

境界を線引きするのが難しいでし ょう 。数十年前ノーベノレコロナ等を用

いて皮府科の医師が脱毛術を行っていました。私も皮膚科に人局した頃

には、先輩にJJ足毛法を教えてもらいました。その時は、興味がなかった

わけではなかったのですが、形成外科の手術手技などを覚えるのに躍起

となり、 11見毛術を精力的に行わなかったのは、いまになって後悔してい

ます。 また、私が若かった頃には、美容外科ど ころか、形成外科の、よ

りきれいな手術のitH哀をという考えさえ邪道視されていたのです。今は

美容外科も襟梼科となり、 一人前の科として認められました。 日陰者て

なく、おおっぴらに美を追求できるようになったのは喜ばしい ことと思

います。

きて、脱毛を積極的に行 L、たい医師は、動機の一部に経済的理由 もあ

ると思いますが、 一度始めたら、 11見毛士を数多く育てて脱毛の分野を発

展させてほしいと思います。残念ながら、看護婦自体が、病院を自由に

移るのを当然とする、{也の業種に見られなし、ようなフリーター的考えを

もった人が多いのを見逃す ことは出来ません。それ故、 一部の看護婦が、

看護婦をと して働いているよりも収入がL、いという理由だけで脱毛をし

ているのは、残念に思います。脱毛士の資格を取ったら、「自分に，Iæ~者さ

んがついている」、「頼られている」という、自覚と使命を十分に認識して、

中途半端で。投げ出すことのないようにがんばってほしいと思います。

せっかく:半'会として活動を始めたと ころです。学会員として責任をも

って活動をするとともに、多くの脱毛士を養成し、1I見毛できる施設がt脅

え、 11兄毛士による 11見毛が、全国どこでも 出来るようにした L、と思います。

3 
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認定脱毛士制度の現状と近未来

.fllt' I ~U 玉 |壬l仲二

1.はじめに

現行の認定脱毛士制度の目的は次の3つであった。

(1)多毛症患者に確かな永久脱毛技術を提供すること 。

(2)脱毛業務に従事しようとする 医療従事者の研修目標を与える こと 。

(3)非医療機関での公的脱毛布IJ度発足の試みに対抗するこし

特に(3)に対しては、 当時の羽田日本医師会会長が厚生省に、(非医療機

関での公的IJ比毛士制度に対して否定的な)意見書を提出していただいたこ

ととあいま って非常にタイムリーなことであった。

現行の認定制度は福田金需先生が中心となって、当時の役員の非前な

努力で作られたものである。しかし、どのような優れた制度てあっても、

時代tともに認定制度もより良〈、より高い方向へ変化してし、くのは当

然のことである。

なお、以下の考えは現在王国一個人の考えであり 、理事会承認を経た

ものではないことを付け加えておく 。この文章により、本紙 Q&Aなどで

より議論が活発となり、試験制度導入委員会が形成される ことが私の望

みである。

2.現行制度での問題点

現行制度では前後期研修での各最終単位がIJ比毛技術の確認となってい

る。この2回のチェックの責任は担当指導士1名が負ってし、る。研修生・そ

の施設管理医師と指導士の人間関係上、失格を言い渡すことは極めて指

導士の精神的緊張を高める。

また、この研修終了だけでプロとして脱毛実務につけるものは極めて

少ない。教育を受けたことしプロとして実務ができるということは別

レベルのはなしである。例えば、車の運転て布教習所に通っただけで‘はフ。

ロとしてタクシーの運転できないことと同じである。

3.新制度の概略

現行の書類審査だけでなく、実際に脱毛のプロとして.~唱さんに対応、

できることを審査する点に重点を置いて考えた。以下、そ のス テップで

ある。

(1)認定指導土・院内指導士による前期研修

(2)50-100時間のモテツレでの自己練習

4 
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総説

(3)脱毛士認定試験

・技術試験(L針、 1/2秒 X2、1時↑品，'1400本以上、正確にできるレベソレ)

・口頭誇問(下肢脱毛忠者さんの日常的質問に正確に答えられるレベノレ)

・試験官:異なる施設の指導士2名と 学会理事l名

・試験会場:各地

(4)書類提出

(5)認定脱毛士(仮称)として認定

(6)下肢脱毛の実務につく

(7)認定指導士・院内指導士による後期研修

(8)50-100時間のモデノレて‘の自己練習

(9)高等11見毛士認定試験

・技術試験(部位は肢詩・顔など下肢以外)

・口頭諮問(脱毛忠者さんの日常的質問に正確に答えられるレベノレ)

・試験官 異なる施設の指導士数名と学会理事数名

・試験会場 全国主要都市

(10)書類提出

(11)高等脱毛士(仮称)として認定

(12)下肢以外の脱毛実務にもつく

4.新制度の利点と問題点・その対応

表 1にまとめた。圧倒的に利点が多い。 しかし、予想される問題点も

あり、その対応を次に述べる。

A.試験が不愉快:試験を受けることはもちろん不愉快なことであるが、

認定脱毛士の社会的地位を高めることにつながると理I1~~ L、ただきた

い。自分の技術を試したいという positivethinkingそも っていただ、

きたいと思う 。

B.高等Il見毛士試験を受けるときに出張が必要:日帰りが可能な日程や

場所を考え、女性が出張しやすい平日を選びたいと考えている。

c . 試験に伴う経費:未熟な状態て脱毛実務につけた ことに よって、 læ~

者さんが来院しなくなったり、せっかく研修を受けた職員が退職し

たりする ことを考えるとどうであろうか?管理医師の経済的負担も

かえって少なくなることが予想される。

5 



総"見

D.実技試験会場の確保 :すでに I-I)J;i先生に場所の提供を示諾していた

だいている。

E.試験官の出張業務 :ある程度経済的援助は必袋と考える。

F. モデルさがし:受験者同志て。モデノレにな ったりする ことでどうにか

なるのではないか。

5.従米の認定:1lI]l支と の位置決め

そのまま 刈等認定11見毛土に移行する経過処置がよいのか、(新)認定11虻

-c 1:に移1)・ し I '，，'J 勺~ J{t，、定 )J見主士試験ぞ受けて いただくのがよいのか~ff しい

j:lH也である。f111忽llJ.，iii.;号、現実は後者とい ったと ころだろう 。

6. W: $lr~IiIJI支の凡 l立 し

引行 のlJi予Jr制度は、研究会へのLI-'，席と 、予会Hが長をつとめる |矢吹機

|品lで引イl二 I)J~色業務についていることの説明が必要。 イj効期限は2:( 1'.である 。

打松会長より、 5年にして、実技試験て'IIJチェ ックすべきとのご131凡をい

たfごいている 。私も質成である。研究会への川町・研究会での発表・乍会

雑誌への投稿なども点数化すべきだろう 。会ilのところで所凶している

かどうかは、 1年に 1阿、棋会ilの会 'l~振込川紙に、院長の証明印をいた

fごくと良いfごろう 。

7.認定11足[;七の移籍I::J題

研修't'i.認定政JlJ・準会員の会't'i.史新設川などをIJ比毛士が自己負担1でき

るような状態にならない|浪り、非会員の医療機関へ移籍時に資絡氏:;えす

るのはしかたがない。 しかし、いつまでもそのような状態て良いとは思

わない。Wfll'.!定r:lliがIJ見毛士に対していかに魅力的な待遇を与えることが

できるかが将米必要になってくるで、あろう 。

6 



総説

-表l 平IJ.'，~~ 問題点

j心者{lIiJ 一定レベルに達したJl見モ lゴに なし

よる技術を受けられる。

IJ見毛士{lliJ 全国的なレベルに達してから 試験が不愉快

実務につくことができる。

~Jf修1 日中票カまより 明石佐になる 。 高等脱毛試験を受けるとき

によれ張が必要

管理医師{J!i] 未熟なIJ足モ技術による忠将さ 試験に伴う経費

んとのトラブルが減る。

IBi毛ス ピードの迎いに対する、

忠ず;さんからのクレームが減

る。

トレーニング'1'のl悦-c1:をIJ兄

毛実務につける Ilc~'J引の決定が

作易。

，、;~会{J!i] 技術的により儲かな正川、レベ 実技試験会場の健保

ルて、の認定IJ見毛上-を Iltに送り

出せる。

学会や認定IJ足毛士の社会的評 試験官の出張業務

f而が高く なる。

モデルさがし



研 究

ブレンド脱毛講習を受講して

一小林式絶縁針使用方式との遠い 一

伊藤美恵子

I はじめに

Y丙院でも脱毛を行っている'ということを私が知ったのは、医学脱毛

の仕事を行うようになってからです。脱毛術を受けに来 る方や、目見毛実

技講習を受ける方から、 「脱毛はエステティックサロンで行うものfごと思

っていた。」という声を聞く ことがあります。現在脱毛術に携わる 多くの

方も同様であると思います。

ホエステティックサロンの脱毛は熱傷の跡、が残るらしし、。ぺ Y本の毛に、

6-10秒く らし、通電するらしいooなどエステティックサロンてや脱毛を受け

た方から聞いた知識しかありませんでした。

そこで、エステティックサロンの脱毛方法守明確にするために、 一昨

年から昨年にかけて、オズインターナショナノレの行うブレンド脱毛講習

を受講しました。11見毛講宵の内容、小林式絶縁針使用方式との遠いを報

告いたします。

II各コ ースの受講経過

〈初級コース)1992年12月1日-12月4日

・1日目ー2日目・・・講義、 フェイスタオノレを使用しニートツレの挿入練習0

・3日目・・・自分の腕、 インストラクタ ーの腕に ニードノレの挿入練習。

・4日目・・・インストラクターの腕に初めて通電する。

〈中級コ ース)1993年2月22日-2月24日

・1日目 …初級コ ースの復習。インストラクタ ーの足、肢認の脱毛0

・2日目ーインストラクタ ーの腕の脱毛。被験者にな り腕の脱毛を体験0

・3日目..インストラクターの腕の脱毛。

Ct級コース)1993年3月22日-3月24日

.1日目-2日目ー・ー理論の復習、小テスト 。

受講者が交代で被験者になり足と 11宛の脱毛0

・3日目...筆記テスト (48問)、 実技テスト 。
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111小林式絶縁針使用方式との違い

ブレンド脱毛講習 小林式絶縁針使用方式

1消毒方法 米国カリフォルーア外|の 各病院の判断に任せる

基準。

2ニ一ドル 両手によるニ一ドルの将 利き手による挿入が中心。

挿入 入を原J!IJとする。

3ニ一 ドル 皮膚表商がくぼんだ感じ 絶縁部分が太くなり、皮

挿入深度 がしたらスト ップする。 月号'の中に挿入される長さ

は一定。

4脱毛を行う期間

.1回目 ワックス脱毛し2週間後 弟IJ毛し2-4週間後

-その後 1カ月に8-12回 3週間-1カ月に1回
(2カ月間) (6カ月-)年)

" 2-3回 3-6カ月にI回
(2-3カ月間) (6カ月-)年)

" 1回 (1年)

I 消毒に関すること

-消毒はカリフオノレニア:1+1の管理基準をもとに教えていただきました。

か毎朝、 70%アルコーノレか他の消毒剤lをすべての備品、器具にスプレーし

使い捨てペーパーで拭き取る。(顧客が接触する 全ての部分に於いて行う 。

例えば、 ドアのノブ、ハンカ。一、電灯スイ ッチなど)。

ホ11厄毛直前に70%アルコーノレか他の消毒剤で、ニードノレホノレダ一、 IJ足毛i13

夕、、イヤノレ、官商品を拭く 。。

勺悦毛を行うときには必ずゴ、ム手袋守両手につける。"

wシーツや枕カバーは顧客一人ごとに取り換える 。M

などです。現在、私達は講習の 1:1:1て、使用したセッシ、アイスパック

Lt.消毒するよう伝えており、詳細は各病院の判断にゆだねています。統

ーしたものがあるという ことは見習う点です。すなわち、今後日本医学

脱毛学会で消毒・滅菌に関する基準を明確にする必要があります。

2・3ニ一ドノレの挿入に関すること

・両手による ニ一ドルの使用を原則とするため、初級コースの時から両

手で挿入練習をしました。私は右利きですが、時々左手で脱毛を行なっ

ています。11見毛部位により両手を使い分ける事で、より良い脱毛効果が

期待できたり、脱毛後の術者の疲労感の軽減につながるなどの利点が大

きいと感じて います。

・ブレンド法では、毛穴をアノレカリ液で充満させ毛を腐食させるため、

ニ一ドノレの挿入深度は11見毛効果に大きく彩響します。ニ一 ドノレに目盛り

がないため、挿入i制度を毎回同じにすることは難しく 1cm位ニ一ドノレが入

ってしまう ことがありまし た。皮膚表面がくぼんfご感覚がなかなかっか

めず苦労しました。私達が行な っている IJ見毛法でも、脱毛をはじめて行

9 



研究

う /i に事|を抑人するときの!感覚守つかんでいただくのに pq 'i"，:八 1~1: L 、たし

ます 。 引{fíJ史川している小林式絶t最多|ーは、 絶紋苦I~分が太くなり皮 li可の '1'

に神人される長さが一定である分安全ι性が高いと感じました。

4 I1足毛守行う間隔

・ブレンド法では、ワックス脱毛をして1遡間後に第l凶目 の11見毛を行う

と効果的てす。t.:t.:"し、 この場合のワックス I1見毛とはプロが行うワック

ス脱毛との ことでした。成長期毛を脱毛する目的は同じですが、第1凶目

の脱毛前の手段が少し違います。脱毛術を受ける人にと って、どちらが

良いのでしょうか。手軽に行えるという点て¥私は弟Ij毛を選ぶと思いま

す。

・ ブレンドH~ーでは、 11見毛開始時期にiJtîlu l に通わなければならないことが

わかります。1週間に2-3回、 11時'1:11位ずつH制mが作れる人には良いと，目、

います。 しかし、通う場所カリ主 /it.ごと続けるのヵマf~ しくなります。

W まとめ

受講'1'の秘義のほとんどは|公乍的な |人l作でした。 また、カウンセリン

グでは、 V十を市IJす。仁、主Il織を破唆す る。ペホノk久!況もできるJなどとパ

つてはいけないという話を聞 き、 11且も1.1. 1災況での分野てずある ことそ 4JH11;~2.

いたしました。 しかし、現実を考えますと医療の引場ての11え毛は知名度

が低〈、圧倒的にエステティックサロンての知名度のほうが勝っていま

す。宣伝ができない医療に おける脱毛が知名度を高めるためには、地道

な努力が必要であると思います。

安全て確実な脱毛技術を提供できる 11兄毛士が多〈誕生し、 月比毛上のレ

ベノレ、 11え毛時の環境(プライパシーの確保)、衛生官ー珪!などを全国的に統

ーすることが、現在の私達tこできることのひとつであると考えます。私

達は、 11本医学11見モ学会の研究会などを利川して、 )':1由に情報交換をし、

11見モ術を受ける んにと って良いと思われる情報Lt.、 ;fl'l極的にifilllしてい

く姿勢を持ち就けなければなりません。

11々 の11兄もの必11*や、工夫fYll、失敗fY11の桜子?を見るこ主や、 11f1くこと

により、 IIlL色 1-:の知識が盟汗;になっていきます。 人格がPlil:':lで知識の山

市なIIJL色 1:1j:、 IIJi.[;術を受けたい人に適切なアドバイスをすることがで

きます。安全で縦j(な11見毛技術を持ち、適切なカウンセリングを行える

11兄色寸てが充'文している病院、診療}折の経常はや1'びて'ム:定するでしょう 。

全凶で このような病院、診療所がI首え ることは、ゆっく りではあります

が、医療における脱毛の知名度を高めるこ tにl直結していると考えます。

10 



村*

はじめに

制民委iiJ主主日|伸二

創刊号挨拶にも述べたように、本紙の基本編集方針は医学の三面性(サ

イエンス ・アート ・ハート)ぞ重祝しています。単に、技術的側面からの追

求ばかりでは心の通ったケアーは望めません。

今回特集として脱毛布I'fを希望する J巴者さんの心理とそ のサポート をと

りあげました。

今同は河合皮膚科(大阪府)の広瀬先生、1Tt1[..:;，皮フ科クリ ニック(徳島県)

からは小泉先生、また福田皮府科(愛知県)か らは管理医師としての立場

から福田先生、脱毛士としての立場か ら，iii也先生、l年以上にわたり 旧11見

も協会から現在まで全国の多毛症忠者さんか らの悩みについてf計百を受

け取っている杉本さん、以上の5人から貴重な ご投稿をいただきました。

11本医学11見モ学会雑誌に、}jIJ組織所属の杉本さんの文章が掲載される

ことは少々奇異てはあります。しかし、彼女のここ I年の経験から得たこ

とは私たちにと ってi恢めて示唆に富むと確信しています。

11 



特集 1

初回来院時の脱毛患者の気持ちとその援助

川合皮膚科医院 広瀬純子

1.はじめに

医学脱毛を知り、初めて来院される忠者の思いは実に様々である。私

達は、患者の抱える不安や悩み、疑問を、初回来院時であるテスト脱毛

て¥どれくらい理解し取り除くことができているだろうか。

以前当院では、テスト脱毛なして本脱毛することが多〈、また、説明

は口頭で簡単なものfごった。そのため、基本的な脱毛知識や脱毛料金に

ついて、繰り返し質問や苦情があった。忠者が納得のいくまで説明がな

されなかったため、Jl見毛回数を重ねても .'l~者は満足を得られず、不信感

を募らせていたのである。

そこで、来院時の忠者の気持ちを考えると共に、テスト脱毛時の私達

の役割、 内容について検討した。

2.初回米院時の忠者の気持ち

・本当に永久11見毛なのだろうか。

・脱毛は身体に悪影響を及ぼさないか。

・毛深くて恥しい。

・自分は異常体質ではないか0

・料金が高いので不安。

・どんな所でどの様に脱毛するのだろう 0

・傷や跡、が残らないか心配。

この他に、エステティックサロ ンへ通っていた方、自己処理で皮膚に

トラフツレのある方など、患者の気持ちは背景や体験によって様々で複雑

である。

3. テスト脱毛l時の役割

忠者の気持ちを踏まえた上で、まず、忠者の立場や背景を理解する。

次に、忠者が何を望み、何を不安や疑問に感じているかを知る。そして、

忠者自身が医学Jl比毛の知識を深め、これか ら一緒に脱毛治療していくと

いう意識を持てるようサポー 卜することが大切だと思う 。

4.テスト脱毛の実際とその結果

詳しく J患者の背景をつかむために、アンケート用紙(資料1)を作成した。

資料2はアンケー卜用紙をもとに、術者のチェック項目を書いたものであ

12 
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特集 I

る。

次に、説明内容を統一 し、::t'.者に分かり易くするために、脱毛につい

ての冊子を作成した。 それには絶縁針永久脱毛法の特徴、原理、毛周期

等について図や表を用いてまとめた。 そして、部位別の症例を脱毛前と

JI見毛後の写真を使って紹介する ことにした。料金については、 5分毎に害IJ

り出した料金表を用いて例をあげながら説明を行うことにした。

これらを上手に活用し、必要に応じては術者の体験談や雑談も交えな

がら 1時聞はど話し合う 。次第に患者の本当に知りたかったこと、本当に

言いたかったことが見えてくる 。そこで初めて「一度試されてみますか。」

とテスト脱毛へすすめるのではないか。

以上のように、説明する内容の枠組を決め、それに添って個別的なテ

スト脱毛を2年ほど前より実践している。その結果、忠者からの苦情は減

り、 トラブノレなく JI見毛をすすめることができるようになった。 そしてど

の様な治療を受け、今どの様な状態にあるか患者自身が知ることで、治

療に対しての意識も高まっている t思う 。

5，考察

人は、他者と全く同じ気持ちになることはできない。 それは実際に体

験した人だけが知る思いである 。 しかし、私達医療従事者は、悩む人達

の気持ちに近づこうと努力する。近づこうとするその気持ちこそが、良

い信頼関係を生み良いJI見毛へつながるのではないか。「こんにちは」と挨

拶ぞ交わした瞬間から、コミュニケ--Vョンは始まって いる。 とすれば

初回来院時の私達の役割は重要である 。

もう一点、患者の要望で多いのが同一者による脱毛である。 しかし、

勤務状態、予約状況により可能でないこともある。 そこで、プライマリ

ー・ナーシングを取り入れてはどうか。術者は同一者とは限らないが、ひ

とりの患者に担当の脱毛士をひとり決める。担当になった脱毛士がリ ー

ダーシップをとり、来院から脱毛終了まで一貫して脱毛に携わっていく 。

それにより、密度の高いコミュニケーションが図れる。 また、 JI見毛士は

ひと つの症例に取り組み、連続した流れの中で新しい視野が聞けてくる

ので1まないか。
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特集 2 n見1:必者の心聞 とそ の サポート

アンケート によるサポート

徳!.皮フ科クリニバ 小泉容子，吉聞きF--f，多国邦子，王EI二l'(ljl二

-はじめに

永久脱毛術を日的で来院中の/~~者の心理的サポー トを行なうため、本

院でアンケー卜によるサポー ト{本市IJを取っている。

・方法

1994年1月より 5カ月間、すべての脱毛患者一264名ーに毎回脱毛後にア

ンケート 葉書(図1)を手渡した。忠者から生の声が聞こえるよう、然記名 ・

郵込を原則とした。アンケー卜薬害は経済性から、-cJJ手をR占らずに行払

のもの(図2)を印刷した。

・結果

子千戸1-13名から返事を得た。そのうち、代表的なものを以下に記載する 。

また、 それぞれの7意見に対して、当院のとった対応・感想、を付け加えた。

1. 以前『毛が太いので抜きやすい』と11見毛士さんが言って いたが、私にと

ってそれは悩んでいた ことだったので大ショックでした。皮肉っぽく

聞こえた。

対応、.今後はより 一層患者の立場に立って、 言動を充分注立する 。

2.人によっておしゃべりの問、手が重}JL、ていないことがあり、 11寺聞がも

ったいないとす こし思った。

対応、:脱毛 tfillのみの会話は避ける。会話中も手を休めないように気

を配る。

3.毎回親切にしていただきとっても 感謝しています。

対応:このようなアンケートが増えるよう、より一層の技術向上・精

神而での向上に努力す る。

4. 痛み・1時間・料金少なければ少ない程うれしいです。

対応:氷冷却麻酔法・脱毛条件・皮膚の進展などより一層工夫する 。ま

た、他の麻酔法開発・より効率の良い脱毛法を心がける。

5. 伊;業時間が午後811寺までになった(1993年12月より)のはとってもうれ

しし、/

感想:管ー理医師の企業努力とお鍛jナースのがんばりが認められうれし

L、。

6.痛さに ついては本当に冷汗の出っぱな して¥つらかったです。もっと、

あの痛みが減ればなあー と強〈思います。

対応.麻酔テープ製剤の早期実川化を進める 。

7. もう少しあとが残らなければ、いいと思う 。赤いあとが何カ月か残るの

が気になる。

対応 脱毛I:lfilf.ifiiiの写真ですでに発赤があることを確認。

8.弟Ijって こいと 75Jわれて弟Ijって いったら、 弟11るとitEくなるから弟Ijらない
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凶l

図2

本院で区より良い眠毛衡を自J1jし亡、患者さんに

アンケ トをお願いしていま菅固ご鍋カお願い致し

ま習。次回点でご不満ご質問厄ありまゼんか?

{篠宮駐車奴司}

口痛 さ

口偏 重量

ロスピード
ロ正 確さ

口受付 金計

ロ湾 2限 度

ロ脱毛士由観明

日そ の 他

以上の夢について差し支え"りれば異体的にお教え

ください。

郵便 隠ガき

一 回目白一回目

量出膏劫間間

徳 徳号島
i B 霊Z 

平面白'<3月
1臼まで

(~::~:~ .. L:) 

島科
ク

鋭 リ

毛 四
、ヨ

セン自ク 九

タ

行

特集 2 n且毛忠者 の心埋 t そのサポ ート

Jjが良いと 言われ、弟IJらないで行くと今度から弟IJって こいと 言われど

うすればい L、のか?

対応:IJ見毛士聞で意見を統一する。

9. 仕方がないでしょうがなかなかi威らない。結局高額につながる。

対応:)股;宵・四肢と広範囲の脱毛中の患者さん。できるだけ、 1ヶ所を

やり上げてから次の部位にかかるようにと説明するよう 心がける。

10. 受付でのみ名前を呼んでほしい。あまり、部屋内とか、部屋に案内

していたfごく H寺とかは名前を呼んで右大しくな L、。

対応:より 一層忠者心理を理解するよう 心がける 0

・考案

当初予想していた以外の、思わぬ結果がえ られた。人の感性は さまざ

また、と改めて痛感した。 そして、何気ない医療従事者の言葉が忠者心理

に与える )ji長年半の重大性を再確認した。

医療従事者が技術的に確かなも のを忠者に提供する のは当然である 。

しかし、 心理的なサポート を付け加える ことでそのケアーは完全なもの

となる。なぜなら私達医療従事者は、機械をケア ーするのでなく、 心を

もった人間のケアーぞ行なっているからである。

技術而ては、脱毛前の写真・痛み対策の重要性を再確認した。大多数の

患者の11見毛布Hに伴う痛みは、氷冷却麻酔て最小になる。 しかし、 一部に

極めて痛みに対 して敏感なJ患者が存在する。 そのような患者にとっては

局所麻酔すら不愉快であ る。麻酔斉IJ合有テープ製剤lの早期実用化が望 ま

れる。

なお、本アンケー 卜を開始時に一部の脱毛土から 『個人的荒さがしをさ

れているようてや不'愉快』という意見があった。しかし、アンケー 卜の目 的

が個人のミスをせめるために行われるアンケートではなく、本院での)j見

毛術がより素晴ら しい レベノレに達するためのものである こと は、アンケ

ー卜 が返って来るに従い明らかになってきた。

大部分のミスはシステム上必然的に生じた ことであり、伊|人をいくら攻

めても、また11古|人がし、くら反省しでも解決するものではない。ミスを生じ

るに至ったシステム上の欠陥を全員で考え、改善する ことが重要で、ある 。.φ士 号A

;ppjj間

11見毛 /t~者の心理11的サポート の一手段として、アンケー ト葉警は有効で

あり、直接意見を脱毛士に伝えられない気の弱 L 、忠者からも 1~重な意見

を得る ことができた。

本アンケート 結果は本院と本院所属の11見毛士にとって宝物であり 、今

後も継続していきたいと考えている 。

15 
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脱毛を希望する患者に、何がしてあげられるか。

1;，¥1111主制}福田金等

『なぜ人が脱毛を希望するのか?Jこの回答は、 卜人卜色てい様々な理由

が挙け、られると思います。 しかし、理由の如何を問わず、今回は医師と

して脱毛の現場て

1. i可がしてあげられるのか?

2. f可をしなければいけないのか?

この2点に焦点を当てて私見を述べさせていただきます。

私の皮膚科クリニックと脱毛施設の関係は、 lフロア 30坪程度のl階

が皮膚科クリニックて 2階が脱毛施設の 2階建て医院です。H皆では保

険診療、 2階では自費診療と分けておこなっています。脱毛を始めたばか

りの頃は、皮膚科診療時間の合聞をみて脱毛をしていましたが、Jl見毛患

者が多くなってくるとそのような形態では様々な矛盾点が出てきて、自

費診療のJl見毛を月IJの窓口に移さざるをえなくなりました。 その理由は保

険診療の忠者が窓口で支払う金額と、自費診療の JJ見毛.'~~者が窓口て支払

う金額では雲泥の差があること 。そして、脱毛忠者は白分がJl見毛してい

ることを他人には知られたくない気持ちを持っておられることです。

そして、脱毛を実際に行う看護婦についても、以前は皮膚科診療の傍

らで手先の器用な看護婦が脱毛をしているのが現実でしたが、現在は皮

膚科の看護婦と脱毛の看護婦はそれぞれ独立した状態で勤務してし、ます。

その理由は、脱毛勤務の看護婦は脱毛のプロフエツショナノレとして独自

の教育を受け、 一定以上の技術水準を維持している必要があると考える

からです。現実に脱毛技術の向上とともに、皮府科診療の傍らで暇な時

間に手の開いた看護婦が脱毛すれば良いという現実では無くなってきた

と恩われます。その理由は昨今のエステティックサロンの中には、我々

と同様の器械と絶縁針を使用して(医師法違反 .1)、料金的にも我々と同

等か我々以下の料金を表示するサロンが出てきたからです。

少し視点を変えて、経済の原則論を考えてみましょう 。(勿論経済の専

門家ではありませんのでトンチンカンな話になるかも知lれません。)経済

学では、 生産者とそ の製品をf共給する者と消費者の三者が良い三角関係

にある時ーに、長期の発展が可能となります。これを脱毛に 当てはめてみ

ますし 生産者が医師iて¥製品の供給者が脱毛士で¥消費者が忠者とい

う構造が見えてくるのではないでし ょうか。そうすると 医師がしなけれ

ばいけないことは、良い脱毛施設を作ることと良い脱毛士を育てること

になります。この場合の良い脱毛施設 とは、照明・ベット ・イス等につい

16 
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特集 3

て、Jl見毛士が長|時'lillJl見もをしても波れないような施設です。 そして、良

L 、 11足も七とは、右謎~\å として知識を (lW えそして脱毛士として特殊な技能

と11兄もにたいする知識を兼ね備えたIJlLも 1:1.ごと考え ます。 そのように考

え)jをかえてみると、Jl見ちに対して医f:rliが何が11'，来るのか。 そして何を

しなければいけないか。 という問題の符えはlりlらかになってくるような

気がします。 そして、こ の場合良い製品の供給者たる教育訓練されたJl見

も l がJljL毛と 言 う技術を供給する こ とが、消費才;たる /~~者を経由 して |窒

ftrliにフィードノfックされることになります。

脱色技術の発展、脱毛総械の進歩が-f恕される 111，今、もう これで良い

ということはあり得ないことと 思い ます。 それらの進歩発展に乗り遅れ

ないように、 fl古|々 のJ官、者のニーズに合わせていく ことが誰々必要となっ

てくると考 λ ます。

17 
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アンケート調査をもとに(問題点と対策)

k，i 11 1皮府科 i'，i也l別イ，大橋弘子

平成5年に 11本医学脱毛協会が、 1il'-r:nに協会に1i:1，、介わせがあった消

費名を刈象にアンケート調査を行 L、ました。 その結果興味ある事実力f発

見て きました。 それらを元に、 1I兄も土がどんな'1';に注意をして脱毛業務

に専念するべきか考えてみました。

今川アンケー卜 IJ.総数2316i邑先送しました。 そのうち回答が得られた

のは7111うでした。そのJj'で実際に脱毛業J主主?行う 上て、考慮、しなければい

けない痛みに ついては以ドの結果を得られました。

.J，fiみについては、どうでしたか?

1.辺、ったより前iくなかった。 50名

2.おもったより jlfiかった。 92名

3. ~I， ;\~;に焔か っ た 。 291づ

この結果か ら初めて脱毛を受ける，也.r;は、痛みに対して過敏にな って

いることが想像できます。 いたみの川辺は{I占|人差が多〈 一般論ではなか

なかかたずけられない問題があり ますが、この こと は!民主 1:が充分注な

しておく必要があると思います。

・問題点

1. jdjみが/J:~ 1"i ;さんの個人差 によるも のか。

2. JJえも技術が低いために生じ るものか。

3. どうしたら痛みを少なくすることが出来るか。

次に'_A際に JJ見毛を受けた必1"i169名'-1'、971.が11足[;'1'何らかの不ii日iJ-不

安を感じていました。

・ イミ'交に ついてのJ}~兄

1. r本、"1にもう、生えてこないのか」

2 r永久脱毛をした部分が将来、皮n'可Tikiや礼ii:，:iにならないか」

3. rJJ見E後の色素沈-{'fが心配」

・イミij:{.jにつレての立凡

1. r針を購入する ζ とや料金についての説明が充分でない」

2. r高いお令を支払って いる のだから、 時間短縮を心掛けて欲しい」

3. r脱毛士同よのおl煤りが気になる」

これ らのな』止をみてみますと、目見[;1:の技術の向上、 のみならず精神

的なケアも必'2/;t，ごと考えられます。

これらのィ、交・不満に対して、、It，クリニックでは Eんな，1;)五に注意して対

応しているかのべたいと思います。

・不安についての対応

1. r本、11にもう ノ1"えて こないのか?J 

永久JJ兄もをすることは充分nf能ですが、 wし本、"，に水久脱毛する のに

18 



村 1長 4

は長期間が必要なことを前も って充分説明しています。 そして、最初jの

数同については毛の減り具合も微々たるものだが、その後は毛の減少も

早くなることを付け加えて説明しています。

2. i永久脱毛した部分に将来皮府癌や乳癌などにならないか?J 

今までに脱毛してきた中では、皮l荷癌や乳癌などの報告はありません

のて、心配はないです。 と答えています。

3 i脱毛後の色素沈着が心配なので、す。」

この意見については、脱毛直後l:t紫外線にあたると、色素沈着を起こ

す恐れがありますので、脱毛された後は長ス‘ボ、ン、長スカー卜、長袖シ

ャツ、ブラウスを着られることをすすめています。脱毛後の発赤腫脹が

無くな ってからも外出時は、サンスクリ ーンの使用をすすめています0

・不満についての対応

1. i告|を購入することや料金に ついての説明が充分でない。」

テスト IIJi毛H寺に、初診料、採JOl料、 11見毛針の料金、 11見毛料金などの説

明をしています。11見毛告|については、告|交換l砕に料金を負担していただ

くこと 。又、 IIJi毛苦15位が変わると引を交換しなければな らない必要性が

でてくることを説明しています。

2. i高いお金を支払っているのだから、 H寺間短縮を心掛けてほしい。」

脱毛士が11見毛している中て急、L、で脱毛することは、ヤケドをつくる危

険性が出てくるため、 1時間でできる脱毛量は下腿で600-700本、腕で

500-600本、肢で300-400本ぐらい脱毛する事ができます。 それが限度

fごと思っていただきたいとi見明しています。

3. i脱毛士同志のおしゃべりが気になる 。」

この意見については、脱毛士同志ていの会話をさけ、患者さんを合んでい

の対話をするように心栓トけています。

そこで、当院では不安や不満の意見を参考に永久11見毛について、 11見毛

の流れた料金、アフタ ーケアについて書いた紙を作成し「今日から脱毛

を始められる方へ」という文面で1枚の紙を患者さんに少しでも不安や不

満に思っていることが解消されればと思い、初回脱毛時にお渡ししてい

ます。

アンケートの調査て"は、 11見毛に対する不安や不満の;立兄は多数ありま

したが、今回はその ~I'で多く の忠者さんが感じておられる不安や不満に

対して、当院での対応について述べましたが、これだけが不安や不満の

全てでは有りませんが、少しでもそれ らが減るように努力を続けていく

必安があると思います。
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日本医学脱毛協会事務局アンケート結果

111>:1垣f悦 E協会 '1崎川杉本悶江

n本医学Jl見毛協会事務局に、平成5ir.3月より 12月までに)1見毛に|民lする

'心訴の/U]l、合わせが、 2817i'/ーありました。資料を発送したブJli2270名て

す。 この方々の 1:/-1か ら日本医学Jl兄毛協会の名称で郵送することをTlふい

たfごいた1316名の方にアンケー 卜を実施しました。

-アンケー 卜の目的

L 問い合わせをいただいた中てず実際に病院に通院した方のおおよその数

をtEt屋するため。

2.病院でJlえ毛子術を受けた方の、率直な意見をfごしていただくため。

3.病院として反省する点・今後の課題を考えるため。

-アンケー卜

1316名のうち465名の方から |ロ|答をいたt.:"きま した。 (11.11収率約35%)

1.資料をご覧になってから病院にお/Ull、合わせいただきましたか?

ア. はい 280 

イ l、L、λ 185 

2. 1で、ア tお答えになった方にお尋ねします。

実際に病院にかか られましたか?

ア. はい 169 

イ l、L、ぇ 106

3.痛みについてはどうでしたか?

ア.思ったより痛くなかった。

イ.思ったより痛かった。

ウ.非常に痛かった。

叩

一位

一泊

4.加照医院で永久Jl兄毛をなさって、どのように忠われましたか ?

ア. よかった。 62

イ. この程度なら満足できる。 76

ウ . 不 ~1:I~t，ごった 。 22 

5.故後まて"7k久脱毛を続けられましたか?

ア. はい

イ. いL、え

日

一

ω
一万ウ.継続1-/:1
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資料をご覧になってから病院に

おnn~、合わせいただきましたか?

いいえ

(185) 
はい

(280) 

lで、アとお答 λ になった方にお呼ねし

ます。実際に病院にかかられましたか?

，.，、え
(106) 

I~' 、

(169) 

3 

Jtiiみについてはどうでしたかワ

非常に

痛かった。

(29) 

思ったより

縞かった.

(92) 

思ったより

縞くなかった。

(50) 

4 

IJII'.'.'.1医院で水久脱毛をなさ って、

どのように思われましたか?

不満t~.った.

(22) 

ょの程度なら

満足できる。

(76) 

よかった.

(62) 
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故後まで水久目見毛を続けられましたか?

6 

継続中

(75) 

い t、え

(40) 

11_、

(50) 

実際に脱乏なさ って医師・脱f:Lの

感じはいかがでしたか?

1.ぱ満足

(85) 

イ寸前

(9) 

7k久脱1:なさ って いて、1"1か不安な ニtゃ

感じられたことがありまし たか?

いいえ

(66) 

はい

(97) 

村集 5

6. 実際に脱毛なさって医師l・脱毛士の感じはし、かがでしたか?

ア.満足 74 

イ.Lt.H:'満足 85 

ウ.不ì~i 9 

7.永久脱毛なさっていて、 f可か不安なことや感じられたことが

ありましたか?

ア.Iまい

イ L、L、え

-アンケー卜 の分析

・1について

97 

66 

はいと答 λ られた方は465名'1'280名(彩J60%)が病院に|問 L、合わせてい

ます。いい λ と答え bれた )JLt 185名(約40%)でその耳liFlJは県内に加盟病

院がないのでという方カ133%、11;'j'rmができたら是非tnlL、合わせたいが18

%、 IJJi毛に対する不'ム'の為が12%、お金の者11合ぞつけて か らカ''10%でし

た。1857.のうち約90%以上の方がL、ずれ脱毛をしたいと考 λているとい

うことでした。

-2・5について

病院に問 L、合わせて実際に通院した方は280名中169名(60%)で実際に

病院にかからなかった方は111名(40%)でした。実際に通院した169名の

中で最後まで脱毛を続けた方(継続中 も含む)が125名(73%)て二l'比毛を始

めたが途中でやめてしまった方が40名(23%)でした。

圃 4'6について

加盟病院で脱毛をして80%以上の方が満足という回答です。医師・脱毛

士についても 90%以上の方がはぼ満足 tいう 回答です。病院なので安心

してできる、医師・脱毛士の方が親切で信頼できる、などの理由てす0

・7について

実際にIJ見毛した169名'1'97宇;(57%)の}jが不安を感じています。

IJ足毛を!;jiめなかったり途'1'てややめてしまった方の理由 として、料金の

l百lでまだ無理がある、プライパシーを守ってほしい。悩みを持って屯訴

をしているのだから対応を考えてほしい、 f可の5見11月もなくエステと 同じ

と感じた、針の購入・料金について説明不足であるなどがありました。今

後.. :1"，者さんに桜する私達が心にとめておくこと fごと感じます。
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脱モ施設 H 凡

徳島皮フ干ヰクリニック

附属脱毛センター

〒77101徳向山川内町加t'li!iff-419-3 TEL: 0886 65-7213 

院Ji I~. 川官 l '二 ， 財政庁 111幸 -f

-はじめに また、その直前に高橋逸夫先生(群馬県)の tころを

|井l業して6.{f1-1です。専門は皮府干ュ}てす。医療法ては 福日]先生と見学に行きました。見学前はその業績から、

認められていませんが、気持ちの上では皮府外科・皮脂 タカハシクリ ニックの立地はすばらしいと予想してい

病理科そして脱毛科fごと思ってい ます。 ました。 しかし、現実は自分のと ころとそれほど変ら

."見毛術とのめぐりあい

きて、わたしが脱毛術に興味を持ったのは開業準備

期間中のことでした。開業前の不安を解消するひとつ

として、 11見も術を選びました。ある皮府科学術雑誌に

m，l食されていた小林先生の論文を読み、すぐに小林先

生に凡学希望の手紙を書きました。数 日後、小林先生

から見学受諾のお返すもをいただきました。兄乍'1'、浜

松ては)民主術のことよりもむしろ|別業後も 研究・中会発

ぷ ・論文作成と大iiTi~/i1の小林先生の姿に感銘を受けまし

た。 そして、別代でも小林先生のノ1:き }jはわたしのJ111

似てす。

.)j見毛術に力を人れ出した理山

|井l業後、思わず皮膚科が盛業て¥脱毛Wiの方はわた

しが気に L、った忠者さんた‘けを*1日々と行なっていまし

た 。 しかし、途 ~I'で状況が変わりました。

徳烏のような地方てもいわゆるエステ産業が盛んに

なってきました。 その結巣、本院に多数のエステでの

よ主i去11見毛術による皮j苛卜ラフ。/レ必ずiさんが急、憎しまし

た。はじめから医療機関でl民主術ができることを長11っ

ていればと、 l'引支となく忠1'，さんから言われました。

l民主術を医療機関て行なうことは社会的見地から汗で

あり、人助けだと jlfj感した訳です。

22 

ない場所にありました。見学の帰りに、もっと脱毛術

を頑張ろうと福田先生と誓いあいました。

-地方都市での脱毛I'fIf

f志向d1は人口307j弱の小都市です。 また、その小者11

r↑1の'1'ても辺縁部に位置し、周囲には建物よりも凹悶

のほうが目立ちます。ただし、徳.匂で'，.1.幹線道路のす

ぐ般にあり、まわりには大塚製薬などの大企業が多〈、

交j迫誌は多いところです。都会のように公的交通機関

を利川する .. t'，者さんはほとんどなく、 1<1家fFJ111で通院

する }jが大多数です。駐車場だけは充分(約280坪)に確

f!止しました。

-クリニツク内について

ピノレは4階建(写真1)です。I階(約50坪)は一般皮膚科

外来と皮府病理部門です。2階が脱毛専用フ ロアー(図

1)です。居、者さんのプライパシー確保し医療法上の

事柄て¥入口 ・受付は別々です(写真2)。脱毛フロアー

の而絞は約30坪です。待合室(写真3)は忠者さんが気持

ちを決ち者かすことができるように自分の趣味で良 い

受付農事務室

待合室



4附往ピルの外観

也1¥'さんのフライ"ン

一同1悼とIX1!.W、1円。[¥

!1~で別々になっている

人口と'1:(，[

待合唱

受(，t~世ナース ' 1 '務 官

五;均かい感じがでるよ

うにtlll線を引かしたア

ーチ4止のカウノタ

6 

脱も忠行irrFjtと料金，1

l1:川のデー タベースが

掠働
1 
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集めた家具と絵を遣いであります。受付兼ナース事務

室(写兵4)li予定らかt、感じがでるようにIlIl線を生かした

アーチ状のカウンタ ー(写真5) です 。 また、 JI兄毛/~~者管

理と料金計算はわたしの趣味のプログラミンク‘て句作っ

たデータベースが稼働しています吋写真6)05つの脱毛

主につながる廊下(写兵7)には脱毛中足背が特かないよ

うにジ、ユータンを数L、てあります。脱毛主ていはテスト

)民主 !J:~ .r;.さん説明用のスライド映写装置字(写J~.8) をお

いています。絶縁針の雌認には実体顕微鏡(写J'[9)を使

用しています。

3断(約30坪)liアクオ、ケアーι早川lフロアです。4附(約

20坪)は別伝わたしの研究室兼休恕場所になっています

が、近い将米手狭になった皮脂病f'It;~l í l"J が1階から移転

する予定です。

現在J1J~毛古l íl "J ていは'，ljf;勤4名 ・パート 4名のナースが働い

ています。

-おわりに

一人の皮!内科医がすべての皮l奇病忠ず;さんを独市す

るべきではありません。 臼分の得意とする分肝て ílî..，~

(1'.)に仰IJ<ことが忠者さんのためにも、 1<1分 自身のため

にもなると考えます。 }J見毛利1 を合む皮1\号外干? と皮 h~ì1丙

fIllがわたしの働くべき分野であると信じています。

もし、 }J見もJTJコンピューターシステムや忠者説明月jス

ライドに興味のある方は本院の小阿までご連絡(t.ごさ

い。 (FAX:0886-65-7211)。
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5つの脱色五につ主がる

MII卜

脱モ雫で説明川町スラ

イド映写装i7L

絶料針の他誌には
l

土体

制微鏡を柑J川



Q & A 

会員の方より、当学会誌宛に以下のような質問をいたt:'き

ました。 そこで今月 号より、 会員の符様か らの ~'!nn にお答

λする rQ&Ajのページを設けることにしました。今後も

お気料に制1t 1..j ま で ~'! lnJ を お寄せ〈だき L 、 。 fl't似{がJ に取り

lげてい 〈つも りです。

質問 はありませんか。

医師免許を有するものは他の医業免許を有する者よ 現在われわれが提供している技術が本当に段高であ

り、より高度な医学教育を受けてきた者である 。故に、 るかとの批判もあるかと思いますが、私たちは患者か

医師免許を有する者には、日本医学脱毛学会認定JJ見毛 らのクレームを日本全国から集約し、技術の改善を研

士資格取得時の研修時間、症例数な Eに関して、特別l 究検討する委員会も設置してこれにあたっております。

な配慮、があって然るべきと考える。以上の点に関して、

担当理事のご意見をお伺いしたい。

-回答1H本r"'''，'!1i'[学会会長 若松イ言吾

11見毛の様に人体に針を車IJす行為li医療に属するので、

医学教育を受けた医師又は看謎婦(士)以外の人がその

業務に従事するべきではないというのが私たちの信念

です。 しかし|云(ljliも看護制もそ の|窒中教育の過程でIJ見

毛に|共l寸る教育や完投指導などを受ける機会は皆無で、

す。ですか ら脱1;の業務を行おうとする人はだれかに

JJJi毛の方法を教えても らう必要があるわけです。

日本医学11見毛学会は現在のtltrJiノド準の技術を伝授す

る統ー した教育トレーニングを行い、その終了者の技

術の達成度を、独善性を排するために、複数の人達に

よりチェックしてもらい一定の水準に達した人を認定

していくシステムを採用しています。 もちろん医師は

自分の責任で自分の信じる方法で脱毛を患者に施すこ

とは法律的にもなんら問題はありません。 しかし私た

ちの目指すところは、膨大な需要にこたえるために統

ー された優れた技術を有する脱毛τ|てを養成し、いかに

安全にきれいに11見毛を行い社会的な信頼を得ていくか

という ことなのでvす。

私自身li日本美容医療協会の仕事も手伝わさせてい

たfごいておりますが、 美王寺外科がいま 一つ社会的認知l

が何られない大きなf11'.J11の一つは、 ut日まて l麻IW料、

内科などを専攻していたと称する |莞向liが、 美容外利|去

としての基礎となる形成外科や美作外不|の専1"1トレー

ニング(全部て8年間)合受けることなく、今1'1には もう

駅前などで美容外科の権威と称して宣伝し1m業してい

る現実てす。我々もこ のような混乱fごけは避けようで

この認定制度は任意なもので先生がなさる脱毛治療

を制限するものではありません。 しかし私たちの医学

脱毛は一つの新しい技術ですから医師免許保持者イ コ

ーノレ技術の保有者て、はないわけです。 したがし、まして

医師へのt~f);11 な配慮は必要が無いと信じております。

以上の様な趣旨をご理解L、ただき円本医学JJ兄毛学会

認定のJJ見毛士資絡の取得を希望するならば、ぜひ所定

のトレーニ ングをお受けになる ことをお勧めいたしま

す。

.1"1答211本以"tHILl':?会脱引 認定委HU有i-J:U7J俊

ご質IUIの会員の方li、多少考え違いをしているので

はないかと忠われます。医師は看護婦等よりも当然医

学的な知識は豊富です。医師I;J:、脱毛士にな らなくと

も脱毛業務をして一向に構いません。 自分て判断して

治療できる t思われるからです。脱毛士の資格は、こ

のこと と月11と考えてほしいと思います。

脱毛士の資格とは、少なくとも「学会が一定の技術

水準にあると認めた」と 言 うことです。技術水準とは、

1)スピード、2)正確さ、 3)トラブノレを起 こさない技術、

4)万一トラフ、ノレの起きたときの迅速な対応な Eです。

卜ラフツレが起きたときには、当然その施設の医師が対

応に当たらなくてはなりません。一方、 1)-3)までは、

あくまでも 1m.毛の技術(忠者接過を合めて)が問題視さ

れるわけです。 そこで医師であっても、実際に免除で

きる弓1 口 は、解剖、三|ミf1~.、などごく 一部に |浪 ら れると

思いますが、今後の検討課題にさせていたた、言ます。

蛇よL になりますが、ノトの mll度カ~ll主J:. と JU、 っ て!苫 ませ

ん。 耳tj!_~~会なとても、始終検討し、近〈新しい研修の

制度、認定の方法などが提案されると思います。
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認定委員会だより

脱毛士認定委員会

開催のお知らせ

認定委il民有賀昭俊

日本医学11見毛学会が設立されてはじめての認定脱毛

士認定委員会が聞かれます。応募要領は以下の通りてい

す。期日に遅れないように応募してください。

更新者、新規応募者共に

締め切りは、7月15日(当日消印有効)です。

今回からは、学会における認定になりました。今ま

では、 内容の不備で不合格にならないように記載し直

すように積極的に返戻していましたが、応募が多くな

る し この手聞が大変で、前回の審査のように、例え

ば100人の応募があると、 l人5分かかるとして8時間以

上の時間が事前審査にかかる計算になります。認定委

員長の事前審査での返送は、書類の不備のみにと Eめ、

記載内容の不備は、審査委員会に任せることとします。

応募の時には、会報や、応募用紙に記載されているき

まりを良〈読んで、単純ミスてや不合格にならないよう

にしてください。 また、勤務している施設の正式な名

称が正しく記載されているかどうかをいちいち調べる

のが困難です。(71Jえば00皮膚科か、 00皮膚科医院

かきちんと書いてください。申請書に載った施設名てい

認定書を発行することになります。

今のと ころ:学会になっても応募要領は変更がありま

せん。 申請用紙は、委員長から送料込みて￥1，000で購

入してください。申請書が受理されてから、審査料は、

事務局に払ってください。登録料 lt、合格の通知1が届

いてから、事務局に支払ってく ださい。

特に、返信はがき の切手のll，'j付を忘れないことし

自分の宛名を正確に書いてく fごさし、。宛名の記載のな

いはがきは届かないこともあると思ってくださし、。 そ

のまま投函します。応募者が多くなると、どうしても

事務的に進めなければなりません。皆ボ、ランティアで

行っていますカ仁チェックポイントが多くなりすぎる

と、事務員を雇う必要になり、審査料を値上げしなく

てはならなくなります。ご1tIJ力をお願いします。
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なお、認定11見毛士市IJ度lt協会から学会に移行 しでも

変わりありません。詳しくは本誌で掲載予定です。

-脱毛士認定委員会便り

第5回日本医学脱毛協会認定脱毛土認定委員会の報告

日時 平成6年1月15日出午後6時

場所 新宿三井ヒリレきくみ

出席者 福間金書、衣笠哲雄、 小林敏男、玉田伸二、

福嶋章浩、浅田一仁、野田宏子、有賀昭俊。

(構成委員9名'.1'8名.1111席)

総評

認定11見モ士の更新は、 47名のJj'し込みがあった。第1I!!l

の認定者が64名であるので、 17名の脱落があった。

書類は、 tJJ手のJl，lj付していない者が3名あった他は、

おおむね良好であ った。

l名が、2年間に研修会にl度も出席せず不合絡となっ

た他は、 46名全員が合格とな った。

認定脱毛土の資格取得審査希望者は、応募者52名で

あったが、 2名が取り消しの要請があり取り消した。7

名が不備で、 12月31日までに充足して 申請し直すよう

に要請して代金受取人払いで返送した。不備の内容は、

施術前の写真が申請者の就職前であ った者、経過観察

が6カ月に満たない者などであ った。

返送した者のうち、 2名が今回の巾請を取り消し、実

質審査は48名となり 46名が合絡した。2名の不合格者は、

すべて返送し、再送付を依頼した者で、再送付された

すiの合格は、 7名中3名であった。その3名中l名は、写4

J'iの FI付と記載データ の日付が不一致て¥写真の 日付

を優先した。

不合絡の;里Jl山は、 l名は、今匝lの応募締め切りが、 12

月15R (消印有効)であるのに、 12月24、25日の写真を

貼付していた。 もう 1名lt、1症例だけであるが、経過

観察の期間が5カ月29日であった。2名とも気の毒で、あ



ったが、けじめを崩し始めると、際限がなくなるため、

日本医学脱毛協会会報第7号7ページに書かれている ご

とく、 6カ月後の同日を6カ月目とみて、 1日不足でも不

合格とした。

今回の申請を見ていると、写真の撮影方法の著しい

進歩が見られ、見にくい写真が一掃されたため、審査

の時間の著しい短縮となった。

返信の切手の貼付なしが8名、宛て名無しがl名は返

送しなかったが、他に審査の阻害になる不備が見られ

なくな ったのは、 審査する{J!iJとしては、うれしいこと

である。

今回の合物.rrの中に医師が3名合まれ、脱モイー:の15')]"

を身を持ってl味わい、 11見毛の胞術にあたっての問題点

を同じレベノレて守l議て、きる医師が.1¥"1えることは、本協

会 (1月16日に 11本医学・11見毛学会になった)の発展に大い

に寄与すると期待される。

合格者は次の通り 。

-更新者

中山ゆかり 行徳形成外科

小林 純子行徳形成外科

辻井百合子城北病院

小川朝子城北病院

t!:il井まゆみ城北病院

松木 美 和徳永美容外科クリニック

十J"III i恵子徳永美容外科クリニ ック

白川真由美徳永美谷外科クリニ ック

jJ__[j 山 信子 f:tt水美容外科クリニツク

塚本美奈子 1志水美容外科クリニ ック(熊本)

家口一l美佐子 i，tlJi'(美谷外科クリニック(能本)

f!i=. Ji;長伝子徳ノk ~長特外科クリニック (熊本)

伊藤 美恵子 浜松ヒフ外科クリニ ック

出谷 ~I:I~寿美 浜松ヒフ外科クリニック

山川 ji月 浜松ヒフ外科クリニツク

高木やよい 浜松ヒフ外科クリニック

鈴木節子浜松ヒフ外科クリニ ック

戸 111朱美 浜松ヒフ外科クリ ニック

村 松千代子浜松ヒフ外科クリ ニツク

菅原洋子浜松ヒフ外科クリ ニツク

高橋良型子浜松ヒフ外科クリニック

小笠原千代子 浜松ヒフ外科クリ ニツク

盟 且lふじ代浜松ヒフ外科クリニック

111， IJI 浩 美浜松ヒフ外科クリニック

':1'込知香子 渋谷ビューティクリ ニツク

大羽みよこ(111州市事) 渋谷ビューテ ィクリ ニック

.tl~ illi利子 渋谷ビューティクリニック

i栄 ifli久 子 タカハシクリ ニック

太山l二三枝加藤外科病院

平 ru.'む -f 1i'i.'dクリニック

雨情加l代チ弓皮ふ科

岩崎加代子弓皮ふ科
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小 菅久美子鳥山診療所 -認定Jl見毛士合格者

鐙 いずみ 岩山整形外科クリ ニック 問問繭 美 日原皮フ科分院

i茶 山晴 美岩 山整形外科クリ ニック 木 下 由 紀子 日原皮フ科分院

深 野純子 ちば美容形成外科クリ ニック 丸山 久美佐野クリ ニック

多 湖恵智子 田中皮膚科クリ ニツク 石丸千穂佐野クリ ニック

大橋弘 子 福田皮膚科 繁 j甫由美子佐野クリ ニック

鈴木登代子福田皮膚科 毛利浩子 ごきそ皮フ干ヰクリ ニック

杉本久 美 福田皮膚科 田中照代杉本美容外科

吉江定子 エザキクリ ニ ック 1m]田 真由美杉本美容外科

名手[1 ，，)i子 ちtf美容形成外科クリニツク 吉国 節 子正療皮フ科クリ ニツク

松藤哲 子 松股医院形成美容外科 水 谷 智 子 皮 フ科サンクリ ニック

村上典 子 松1I立医院形成美容外科 伊 藤恵美皮フ科サンクリ ニック

伏 川 直利子 セブ ンベノレクリ ニック 望月点久美甲府クリニック

LLJ 下絹子 き心力fさクリ ニック 鈴木焼 失 日原皮フ科手〉院

松本l政 子当山形成外科 筑後 美 杭l 徳永美谷形成外科クリ ニック

吉田 サチコ 徳島皮フ科クリ ニック 本 凹 かおる 鳥山診療所

山本ひと み徳島皮フ科クリ ニツク 伊藤裕美子鳥山診療所

倉持菓子凶山美容形成外科

永 吉 利 子 四本皮膚科クリニ ック

坂上由紀佐野クリ ニック

玉城ツセ子横浜ベイクリ ニツク

歌 川明 美 横浜ベイクリ ニック

安 川 美春福田皮膚科

i版馬奈美浜松ヒフ外科クリニツク

小木曽 重子浜松ヒフ外科クリニ ツク

植村久 美 くにし trクリ ニック

鎌 fi点紀子 くにしけ‘クリ ニック

ik :11'やえみ くにしけ‘クリ ニック

石川修 一 横浜べ‘イクリ ニック

永 井 美 幸 弓 皮 フ 科 医 院

石井隆 美 河合皮膚科医院

早川川千 洋河合皮膚'科医院

井 上洋 子知立雨皮フ科
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和国恭子 川 口クリニツク

林みど り )11口クリニ ック

越"1-1屋美佐 川口 クリ ニック

松井いずみ 札l悦スキンケアクリニック

川崎敬 子 札l悦スキンケアクリニ ック

橋本由香利札l眺形成外科病院

柳 j召 恵、 札帆)1ヲ成外科病院

川口 英昭 川口 クリ ニック

渡部 淳子 横浜ベイクリニック

河原留美子 河合皮膚科医院

柳橋まゆみ西山美容形成外科

山下貴代渋谷ビューティクリニ ック

福原紀 子 き心力1さクリニック

づ仁=3r iま停J' 緑 き必がさクリニ ック
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'1¥務 }"j だより

認定指導施設の

お知 らせ

'Ji務J"jH町:IJ:I宏子

将米の認定脱毛指導施設の在り )jと認定11見色 |二市1)]支

をH児んで実験的にひとまず鳥山診療所、岡山美平手形成

外科、浜松ヒフ外科クリ ニック、相11:1皮l内科および徳

島皮フ科クリ ニックで、他医療機関の脱色七を志す方々

に11足毛講習を行う ことが今年l}-Iの総会で決まりました。

3月より、A会iH'riにお配りしました実技講習の受け

方にそった研修が作胞設でIJf)始致しました。

当初、') ~ ，f荒 川の連絡体制が出来ておりませんでした

ので、多くの);にご迷惑をおかけするところとなりま

した。お詑ぴ致すとともに来る5月の総会後ははっきり

お答えし、また対応、も早くできるよう努力致していく

所存です。つきましては、事務局は町内に将来に備え

るべく、講~~管理部を作 り会計を分けました。 御協力

をお願い 1)1しJ'.げま す。

今年より認定脱毛士が準会員、また))見毛を志す方が

候補会員として学会に参加していく こととなりました

ことは、脱毛士資格を広〈相会に認めさせていく こと

となります。5月10FI現在で正会fu18名、準会員1087，、

候補会員48名です。 まだ17名のtit-定11兄も」二の方が、会

員となっておられません。早〈手続きをしていたt:'.き

たいと思います。

正会以のうち30名の方が会費未納です。早急、にお納

めく fごさい。
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J行 jlよ t t:' より

魅力ある

認定脱毛士制度を

認定mi卑1伊藤美恵子

「伊藤さん、 fiuIの仕事をしているのですか。』 と聞か

れたらどう答えるのですかりと脱毛の石f.YM~" I:' に聞かれ

ました。私は、いつも「看護婦です」とはっきり答えて

います。なぜなら、右護婦であったからこそこの仕事

に巡り会えたのですから。

私がJJ比毛を始めたころ、毛深いことを'陥み対;絡を諦

めている30代後半の女性(Aさん)が通院していました。

Aさんは、来院時いつもスカートではなくパンツをは

いていました。先輩の看護似のrAさんがスカー卜をい

つは いてくるか楽し みにしているのよ 。」と 言った こと

は、それまで病院でパジャマ姿の忠者しか告11らなかっ

た私にはとても印象深かったのです。先輩の看護MI立、

Aさんがスカー卜で来院 したとき、Aさんと共に「スカ

ー卜がはけて本当によかったですね。」ととても喜んで

いました。Aさんは、「これで晴れてがI絡がて‘きます。」

と言ったそうです。その tき私は、 〈ああ、これも看護

なんだ。〉 と感じ、看護の広さと泌さを'反感しました。

モがあるほうが良いか、ないほうが良いかには様々

な議論があります。 しかし、近年の風潮として 〈毛は

ないほうが美しい〉 という意識が大半を市めているよ

うに思います。このような風潮に加え Aさんのよう に

悩みを抱えている場合、 IJ足毛術は不可欠な医療となり

ます。 この思いは脱毛術を行うにつれ、私のrl'で確信

となりました。

IJ見毛fiIi'iには大別すると 二つのケアがあります。

一つは、技術面のケアです。安心して脱毛術を受け

ていただくために、安全で確実な脱毛技術を提供しな

ければなりません。安全で確実なJl比毛技術を身につけ

ていた1.:"くために、日本医学IJ比毛''(:会ではJJ見毛技術講

習制度が設けられています。JJ見モ後色素沈着、痕痕が

残ったという訴をl時々耳にします。1;υ内のトラブノレを

考えますと JJ見モ術li医療機関で行うべきでしょう 。皮

l荷のトラブノレへの対処が適確に行えないのならば、た

とえ医療機関といえども JJ且毛術を行う資格がないこと

は云 うまでもありません。

二つめは、脱毛術を受ける方に適切なアドバイスが

できるという精神面のケアです。Aさんのように悩み

を抱えている場合は、技術而のケアを行ったうえでさ

らに精神州でのケアを行う必要があります。初診のと

きは顔を 1'，げることもなく会話もも主ならなかった方が、

脱毛外来の1"1数を重ねるにつれ明るく H青れH青れとした

表情にな っていく のを実感しております。

この二つのケア(技術商と精神面)のノfランスを個々

の症例に合わせて配分し、永久脱毛をしていくことが

脱毛看護の職務です。1992年に認定脱壬士i!JIJ度が発足

し、現在認定JJ見主上として活躍されている方が129名、

認定脱毛士をめざして勉強されている方が数十名いら

っしゃい ます。 その);々と接する機会が比較的多い私

には最近心配事が生じています。認定脱毛士になって

も身につけた技術を生かせない方力、、ることです。職

場の人間関係がうまくいかず退職した、転居などイ|旨l人

的なJl!1_Fbて退職した、院内の事情で他の業務にっかざ

るをえないなど理由は様々です。退職をした方々が円

滑に1技場を移動できる環境の必要性を感じています。

〈受講Zせをfl主|人負担してでも認定脱毛士の資格を取得

した L、。〉という魅力ある資格にするためにはどうした

ら良いかを考え始めています。いずれにせよ、医師と

脱毛関係看護財(七)の相互協力の上でなければ実現で

きないことであります。認定脱毛士が幅広く活躍でき

る場の提供を1F1も早くと願う次第です。
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投稿規 定

Hair Surgery & Medicine 

投稿規定

1. 1点前のfHiit 1λl存

I-lair Surgery & Medicine( 11本1""';::脱1;";:会機関誌)1.1、ト，iL

論文を1<)，1世する 。

投稿 l以前は、総説ないしそれに'1" ずる論文(依傾原稿)、 h~i ;耳、

古iF.l向l旅行、 rfi験論文とする 。

内芥は、Il~[fIIJ tしてもに|刻する外科的治療をあつかったものと

する。

2. f.止f，:'，j有の資格

f止.f;:，sは、原則 として、 11 本 l宍乍脱1三手会会ii とする 。 た t~，. L編

集委ii会の認めたlJ)jfi-は ζの限りではない。なお、 JI，，-;::会i1(共持

-/'iを合む)の投 fr~j については受f1~しないことがある 。

3. 1原稿の受十!とぬ紋

(1)投稿規定に従っていないn;I稿は編集委ii会において受均しない

こともある 。

(2)受け付 けた!日tfi.. jの保合 1.1編集委 1~会において決定する 。掲載決

志した/J;(fi，jl.1/J;(J!lJとして返却しない。

(3) J京UiJtして J(，(f，:'，jは論文として未発ぶのものに似る。本誌掲載後

1.1他誌への転。|在を然ずる 。

( 4 ) 投品討論文の IJ~T 汗、症例報告、 ?rì験報 ; I ~ は、 1 800字以内 とする 。

依頼!点品川に つ いては、 3600~( 以|人!とする 。 Þ<I .長はその r lr に f77 め

るものとする 。

ちJ'[は、 IWilJとしてモノクロームリJ'l:とする。投杭論文の凶作、

杭例報告、および治験報~I ; は 6点以内、依頼原稿は 12点以 l人!と

する 。サイズ1.1サービス版f'.!}支の紙mきとする。写lfは文子数

に合まない。

(5)投fj.:¥;;古文は、!点目1Iとして ~:II り|がり 2頁以内は1!'H'1 とする 。 た

だし、規定を越えた分に ついては、'A費を器二1"ifHIIとする 。ま

た、住|・表については'II舶が必要な場合は、持二字"fl jIJとするこ

とがある。

(6)治験論文については、全ての料とする。

4.校 d二

J存者校正は、 l京J!iJとして11"1のみとし、誤fIIi、制11以の掠りを直す

に止め、 内等の引きか λは許きれない。

5. 苫式

(1)投稿に際しては、注総用紙として、題折、営者名、連絡先(校

正送付先)、勤務、 所在地、 'fl!~丹干昨日、その{也の連絡事項を 11}j

記した川紙を必ず添付すること 。

(2)原杭の送り先は J-IairSurgery & Medicine編集局宛とし、，1:

情郵便で量11込すること 。

〒 771 -0 ll!~ね I打川内町加賀沼i~f' 4J 9-3 

J-Iair Surgery & Medicine l¥!，i集J"j先

( 3 ) 紋f，':，~h~i杭(写真 ・凶 ・表)は l点本 11m、コピー2部を槌lI 'l するニとと
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する 。

(4) 1京析はワープロ Il;(.fj'，:jとする。

( 5 ) 使 111機利を 11}j，:~してワープロフロッピーを添付する こ とがき古ま

しし、。

(6)外I:EI人名、地名;は!日[，ιて九ヰくこと 。

(7)数，(:は~~川数千を川い、数iit のIjif:[ は 卜 起による。 cm、 rnl 、 mg 、

mg/dl、ng、%など 。

(8) 1日(.fj::jの第1!l'[には、題名、 ~fl::~ 、 liJrl/1Í施設名、 H 本泌5 ヶ以内

のキーワ ー ドを"己載すること 。4本》玩4文はE第作2頁より こ書古き k始f古:める。

(9引)1:凶メ刈|し、 」ぷ乏ι、，写Fう与Jメ.j

J州』中F人附Jド所リ叶iJrを!版l京主h杭，j欄外にf桁行k左i主iするこし写真真一は哀I耐f白而11に干番昨り、 l ド

のH引別lリlをβ記己A松世する こ t。村に、人ーきさ、;]宣ベ万に荷主担があればIIJJ

，;じすること 。131、表、 'iIJ'i.の説明l立派HIIとして英文て ，1:~き、 !日l

-tiにまとめる。 本文rjrでも Figure、TabJeをJJI¥、る 。

6. ';1川文献

文献はjf(要なもののみにとどめ、本文'1'の';1川筒所に順次冊子号

を つ け、本文の水足に-~. l~ して次のように記載する 。

-定刊誌の場介は

昇平\})若者名 (3 1'，まで\以下は、 f也) 。 題字;、剥fiM-: 名、~ : 故初]

t(-j止終真、発行 1J三(，141t1')

〔例) 1 ) 松7k{~111: (、大む久美子、読)1二:flll丹 f、f也l名

梨皮l，'，cの臨床続J品とがi理組織'-;::(1")1リl兄、!主的、 27: 875885、

1985 

2) Burns MJ<.EI1s，CN，DueJJ E，et aJ:lntraJe 

sionaJ cycJosporine for psoriasis.Arch Dermato1， 

128 : 786-790，1992 

.1jl.行本の場介は

砕 け)片 -I'ir.:題名、古名(編集Mう)、引III巻、版数、先行所、

先行 I也、先行年 (l'Ij)f~)、 引 fl J((の IIUi に記載する 。

〔例) 3) Stewrt SE Virus stlldies in human 

JeukellliaJYlllphollla.Proceedings of the 

JnternationaJ Conference on Lellkemia 

LYlllphollla(Zarafonenetis CjD Ed)，Lea and 

Febiger，Phi1adeJphia，J 968，152-153 

(1994年4月lrJ制定)
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編集後記

少々 「定より遅〈なりましたが、無事第

2号を皆様のもとにお刷けすることができ

まし t:。

各方Ifijより uZ'かいご援助をTnき誠にあり

がとうございました。ζの士易をかりて!写〈

jJ'J1礼申し |げます。 なお、第1号に掲載し

ました 1-1時名がH¥J追っていました。下記の

ように訂正させていただきます。一部の先

生 }jには大変ご迷必をおかけ L、たしました

ことを深〈お詫び"， し上げます。

4 FJ-F七jに開催された 日本皮腐科'下会総

会(t;1.岡)に H'，'市しました。数人の教伎を合

むj;くの先生}jから本紙に刈してお仔めの

言集をI頁きました。また、大γ'の1'j:L、先生

プJの脱毛術に対する認識が少しずつ改任し

ている印象を強〈持ちました。 ニのジャー

ナノレの tJ~1版を継続することにより、多〈の

医師の脱毛術に関するな識が仙 くなり、よ

り広い分野から能力のある先午方に目見℃術

の研究に加わ っていただければ十刊、です。

新たに、Q&Aのコーナーを設けました。

過去のぬ載記引に関して、日頃縫HI1にj41っ

ていることなどをどんどんとごJ立有:j< t:'さ

L 、 。 また、特集のテーマについても、ご~.~'、

見のある }jは編集事務同まで FAXを送っ

てuごさ L、。

本ジャーナノレは冷めたクーノレな立見より

もホットな議論の場を H指しています。干号
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安全かつ完全な脱毛を追求した

「エレクトロサージカルユニットTG-3000J
本装置は脱毛専用として開発されたユニッ
トで、す。

従来の電気手術器の高周波出力とは大きく

異なり低電圧高電流によるジ‘ユール熱によ

り完全脱毛が実現可能になります。特に出

力調整は微細に調整出来るよう設計されて

おりますので脱毛には最適です。

又、発振回路等はキャビネットから絶縁さ

れておりフローテインク‘方式になっており

ますので安全性が向上し同時に一人の患者

に2台以上の使用が出来ます。
絶縁針を使用し、年に 3団施術を行なう事

によりほぼ‘完全に脱毛されます。しかも皮

フ表面に熱傷による癒痕を残すこともあり

ません。
女形成外科、皮フ科、美容外科領域で数多

くの御利用をいただいております。

「電動式脱毛専用処置台TG-3030J

新開発の油圧昇降機構の採用により、

動きのスムーズさ、耐久性に優れてい

ます。

サイドレールを装備していますので、

上肢台等のアクセサリーが容易に装着

でき、処置が効率よく行えます。

テーブルトップの足下スペースを充分

に確保、術者は椅子に腰掛けた状態で

より処置台に接近することができます。

J相-【』町

株式会社タタチ
干112東京都文京区千石1丁目 29番12号

TEL03 (3945) 2365 (ft) FAX03 (3943) 9007 


