第35回 日本医学脱毛学会 第46回学術集会

医学脱毛の輪をつなぐ

第35回日本医学脱毛学会（第46回学術集会）日程表
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理事会

〈8:30 ～ 9:30〉

9:00
9:30
10:00
10:30

〈8:45 ～ 9:35〉

開場・受付開始〈9:15〉
企業展示

開会挨拶〈9:45 ～ 9:50〉 会頭：堀内 祐紀

〈9:30 ～ 16:00〉

レーザー安全講習会〈9:50 ～ 10:35〉
「レーザー医療の基礎と安全」
座長：林原 伸治

講師：佐藤 俊一

11:00

特別講演1〈10:45 ～ 11:15〉
「小児あざ治療」 座長：岩城 佳津美 演者：山下 理恵、近藤 謙司

11:30

特別講演2〈11:20 ～ 11:50〉
「美容医療におけるレーザー・機器治療」

12:00

秋葉原スキンクリニック
堀内祐紀

レーザー脱毛士試験

座長：塚原 孝浩

演者：宮田 成章

休憩〈11:50 ～ 12:05〉

ランチョンセミナー 1〈12:05 ～ 12:25〉
座長：畷 宗久

演者：塚原 孝浩

共催：シネロン・キャンデラ（株）

皆さま、こんにちは。
この度、第46回日本医学脱毛学会・学術集会の会頭

安全な美容医療を行っていくことが重要であると考え

を務めさせていただきます秋葉原スキンクリニックの

ます。そのためにも、美容医療業界全体が一丸となり

堀内祐紀と申します。

社会に働きかけることが必要です。その第一歩は個々

2020年はオリンピックイヤー。日本にとって2回目

の意思を強く持つこと。そして、個々がひたむきに美

の夏季オリンピックとなる本年は、前回の東京オリン

容医療と向かい合い、仕事に誇りと自信を持って提供

ピックの時代と2020年の時代が繋がる魅力的な一年に

していくことから始まると私は考えます。

なるに違いありません。同じ年に東京という場所で本

今回、本学術集会のテーマは、「医学脱毛の輪をつ

学会を開催できることを大変嬉しく誇りに思います。

なぐ」です。医学脱毛を通じて医師、患者、看護師、

12:30

ランチョンセミナー 2〈12:30 ～ 12:50〉

13:00

ランチョンセミナー 3〈12:55 ～ 13:15〉

トや機器が毎年のように発表されてきております。そ

高齢者などの「世代」をつなぐ。針脱毛とレーザー脱

ランチョンセミナー 4〈13:20 ～ 13:40〉

れに加え、10年前では考えられないほどSNSやWEB

毛の「技術と伝統」をつなぐ。そして、日本と世界を

マーケティングが発展し、気軽に大量の情報にアクセ

医学脱毛の分野でつないで行けるような学会を目指し

スできる時代になりました。

ました。

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

座長：畷 宗久

座長：奥村 千香

演者：北野 幸恵

座長：奥村 千香

演者：中野 俊二

共催：
（株）メディカルユーアンドエイ

演者：伊藤 史子

共催：キュテラ（株）
共催：ビッグ・ブルー（株）

休憩〈13:40 ～ 13:55〉

特別講演3〈13:55 ～ 14:40〉
「「自分」取り扱い説明書」
座長：堀内 祐紀

演者：中澤 仁美

特別講演4〈14:45 ～ 15:15〉
「蓄熱式脱毛施術を振り返って」
座長：塚原 孝浩

一般演題

座長：林原
演者：奥村
西田
石渕
木村

昨今、美容医療の分野はさまざまな新しいプロダク

医療関係者などの「人と人」をつなぐ。子供、大人、

このような情報が溢れる社会において、偽りの情報

本学会を開催するにあたり、講演を賜る皆さま、協

や誇大な表現を用いた情報に翻弄される患者も少なく

賛をいただきました企業様、お忙しい中ご参加いただ

はありません。今一度、「正しいもの」
「正しいこと」

く皆さまへ心より感謝申し上げます。

演者：有川 公三

伸治
千香〈15:20 ～ 15:30〉
和美〈15:35 ～ 15:45〉
京子〈15:50 ～ 16:00〉
桃子 神藪 典子〈16:05 ～ 16:15〉

ご案内

小児医療レーザー脱毛アンケート報告〈16:20 ～ 16:30〉 演者：堀内 祐紀
閉会挨拶〈16:35 ～ 16:40〉 会頭：堀内 祐紀 次回会頭：奥村 千香

17:00

●クローク

B5同フロア内にございます。

●喫

煙

東京国際フォーラム内の喫煙所をご利用下さい。

発表形式

５階 Gフロア/ ２階 Bフロアにございます。

●取

会場内における取材につきましては学術集会事務局へ事前に申請をお願いいたします。

●携帯電話・録音・録画・撮影

・USBメモリーにてバックアップデータも必ずお持ちください。

●託児室

・PCからスクリーンへの出力端子は、D-Sub15pinのみとなります。
※HDMI端子はご利用出来ませんのでご注意ください。

・MachintoshPCで発表される方は、D-Sub15pinへの変換用アダプタをご自身でご用意ください。
・スクリーンセーバー並びに省電力設定はあらかじめ解除をお願いいたします。

・バッテリーでのご発表は思わぬ障害が発生する原因になりますので、必ず電源ケーブルをお持ちください。

お問い合わせ先
学術集会事務局
秋葉原スキンクリニック 担当：会田
TEL:03-3256-1213 FAX:03-3256-1216
info@akihabara-skin.com

材

・スライドは単写でPC持ち込みによる発表といたしますので、PCをお持ちください。
※諸事情によりPCの持参が不可能な場合は、予めご連絡ください。
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「我々医療者がすべきミッション」を見つめ直し、安心

会場内での許可のない録音、録画、写真撮影は主催者以外禁止とさせていただきます。
お子様を同伴する参加者のために当日2月16日（日）会場内に託児室を開設いたします。
（0歳〜 12歳対象）
事前申込が必要となりますので、ご希望の方は学術集会事務局までお問い合わせ下さい。

●インターネット

公衆無線LANについては、館内ロビー、地下コンコース、地上広場などの公共エリアで以下5社がご利用いただけます。

（2019年2月1日現在）

ソフトバンクWi-Fi , docomo Wi-Fi , JAPAN FREE Wi-Fi , Wi2 300 , UQ WiMAX
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ご挨拶

日本医学脱毛学会役員

日本医学脱毛学会理事長
亀井康二

みなさん、日本医学脱毛学会へようこそ。

できます。その第一号が血管腫に対するダイレーザー

近年、多くの医師、看護師の方が脱毛の知識を得よ

でしたが、その後、Qスイッチルビーレーザーを色素

うと日本医学脱毛学会に入会されています。そして、

性皮膚病変に応用して素晴らしい治療結果を得ること

現在では、正会員175名、準会員99名、一般会員68名、

ができるようになりました。続いて彼らは1989年ご

計342名の方が学会に登録されています。

ろから脱毛レーザーの研究を開始し、やがてそれが完

名誉会員

亀井康二（カメイクリニック）

高山正三

理

岩城佳津美（いわきクリニック形成外科・皮フ科）

奥村千香（おくむらクリニック）

川口英昭（川口クリニック）

鈴木弓（弓皮ふ科医院）

曽山聖子（セイコメディカルビューティークリニック）

塚原孝浩（つかはらクリニック）

當山護（当山美容形成外科）

畷宗久（畷形成外科）

濱口雅光（浜口クリニック）

林原伸治（林原医院）

堀内祐紀（秋葉原スキンクリニック）

松本敏明（札幌スキンケアクリニック）



（五十音順）

歴代の会長（会頭）

のロングパルスアレキサンドライトレーザー、LPIR

会合がもたれ、その後、今年で33年にもなる歴史ある

として導入され、たちまち、レーザー脱毛ブームが起

学会なのです。1986年に小林敏夫医師が「絶縁針電気

こりました。その後、レーザー脱毛が脱毛術の主流と

凝固法による脱毛術」を発表しました。そして、当初

なってしまったのは皆様ご存知の通りです。絶縁針電

は、この絶縁針脱毛を研究する場として発足しました。

気凝固法による脱毛術は風前の灯火となってしまいま

絶縁針の長さや太さ、角度、機械の出力など実務を担っ

したが、熱心な医師によってその技術は受け継がれて

第1回

1987年

た看護師さんも含めて熱心に討論が行われていまし

きました。そして、今日、多様な部位の脱毛希望や高

た。そのため以前は1年に2回学会を開いていたことも

齢者の受診によって、レーザー脱毛では脱毛困難な部

第2回

ありました。しかし、20年ほど前に、突如として、レー

位や白毛に対する絶縁針脱毛が再び、脚光を浴びるよ

ザー脱毛が世の中に出現し、脱毛スタイルが一夜で変

うになってきました。そのため、本学会では年2回、

わってしまったのです。まさに黒船の到来です。ハー

絶縁針脱毛講習会を企画することになりました。

時間という新しい治療概念をもとに、選択的光熱治療

療です。本日は皆様が、学会に参加されて多くの知識

を考案し、皮膚病変の新しいレーザー治療を世の中に

を持って帰られ、それを患者さんに還元していただけ

提唱したのです。これは難しい言葉で書いてあります

ることが会長はじめ、私どもの喜びです。

若松伸吾

石川修一（リゼクリニック立川院）

思いますが、じつはこの学会は、1987年に第一回の

医学脱毛は多くの方の悩みを解決する素晴らしい治

野田宏子

有川公三（有川スキンクリニック）

成したのです。日本には1996年にサイノシュアー社

バード大学のロックスアンダーソンが、組織の熱緩和

玉田伸二

事

最近入会された多くの新入会員の方はご存知ないと

が、要するに、沸騰したやかんにパッと短い時間触っ
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理 事 長

総会年

開催地

会頭

総会年

開催地

会頭

第18回

2004年

東京

若松信吾

杉本孝郎

第19回

2004年

東京

鈴木弓

1988年

杉本孝郎

第20回

2005年

東京

鈴木弓

第3回

1989年

渡部純至

第21回

2006年

東京

鈴木弓

第4回

1990年

東京

福田金壽

第22回

2007年

大阪

高山正三

第5回

1991年

東京

福田金壽

第23回

2008年

神奈川

石川修一

第6回

1991年

愛知

福田金壽

第24回

2009年

東京

野田宏子

第7回

1992年

東京

福田金壽

第25回

2010年

大阪

濱口雅光

第8回

1993年

東京

福田金壽

第26回

2011年

沖縄

當山護

第27回

2012年

北海道

松本敏明

旧日本医学脱毛学会（1987年1月31日発足）

日本医学脱毛学会（1993年1月31日改名）
第9回

1994年

東京

若松信吾

第28回

2013年

石川

畷宗久

ても熱いだけで火傷しないが、湯たんぽのように低い

なお、日本医学脱毛学会のホームページの会員用サ

第10回

1995年

東京

若松信吾

第29回

2014年

東京

川口英昭

温度でも長く触っていると低温火傷を起こすというよ

イトには「医学脱毛ー多毛症の基礎からレーザー脱毛

第11回

1996年

東京

石川修一

第30回

2015年

鹿児島

曽山聖子

うなイメージです。高出力で非常に短い時間でレー

まで」が掲載されていますので、ここをご覧になれば、

ザー光を照射すると目的とする組織だけを壊すことが

医学脱毛のさらなる知識を得ることができます。

第12回

1997年

東京

松本敏明

第31回

2016年

東京

亀井康二

第13回

1998年

東京

若松信吾

第32回

2017年

大阪

塚原孝浩

第14回

1999年

東京

野田宏子

第33回

2018年

東京

有川公三

第15回

2000年

東京

若松信吾

第34回

2019年

沖縄

林原伸治

第16回

2001年

東京

山本貴弘

第35回

2020年

東京

堀内祐紀

第17回

2002年

神奈川

第36回

2021年

長崎

奥村千香
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レーザー安全講習会

特別講演1

座長：林原 伸治（林原医院）

座長：岩城 佳津美（いわきクリニック形成外科・皮フ科）

レーザー医療の基礎と安全

小児あざ治療

防衛医科大学校 防衛医学研究センター
生体情報・治療システム研究部門
佐藤俊一

湘南藤沢形成外科クリニックR
山下理絵 近藤謙司

日本レーザー医学会理事、同安全教育委員会委員長、
日本光線力学会幹事、日本組織移植学会等評議員、
レーザー学会上級会員・研究委員・編集委員、
日本生体医工学会ME技術教育委員会委員等。

日本レーザー医学会では、レーザー医療の安全性向

重要な概念であるため、本講演でも触れさせていただ

あざやしみ治療を希望する多くの患者さんは、レー

か、そのレーザー機器が適切であるか、もちろん治療

上を目的に、現在年3回、定例の安全教育講習会を開

きたい。そして特筆すべきは、レーザー脱毛が次に述

ザーをすればあとかたもなくきれいに消えると思い受

時には機器設定や技術が伴う。また、レーザー治療前

催している。内容は教科書「レーザー医療の基礎と安

べる二点において、高度に物理的な治療であることで

診される。特に小児に関しては、両親のレーザー治療

の状態を把握するとともに、その日の状態によっては

全」
（アトムス）に準拠し、光とレーザーの基礎、医用

ある。すなわち第一に、標的は毛包幹細胞であるが、

に対する期待度は非常に高い。しかし難治性の疾患も

中止することも必要である。特に小児の場合は、乳児

レーザーの基礎、代表的なレーザー治療の原理と注意

それ自体には特異的光吸収体がないため，毛のメラニ

多く、また適応でない疾患もあるため、医療側と患者

に関しては湿疹などのかぶれ、幼少時は日焼けの有無

事項、レーザー治療に関する安全対策の実際の４部よ

ンにレーザーを吸収させて加熱し、その熱伝導により

側のゴール設定を同じにする必要がある。疾患の診

などがないかを、医師以外が治療をする場合には、状

りなり、約3時間のコースとなっている。光・レーザー

毛包幹細胞を加熱して破壊する必要があること。第二

断、治療の適応や合併症、治療効果の可能性を、初診

態報告を医師にすることも必要である。治療時には、

とその生体作用に関する基礎的事項についても力をい

に、メラニンは、レーザーの通り道となる表皮にも存

時に説明書を用いて行っているが、同じ説明を行って

レーザーの反応、患者の反応を診る眼を持ち、いつも

れている点が特色と思われる。本講演では時間の制約

在するためその加熱が避けられず、表皮の冷却が不可

も、その理解度は様々である。依存度が強く、父、母

と違った場合には治療を途中でやめる。いつもと違う

により、上記安全講習会の内容から特に重要な事項に

欠であることである。毛の解剖学的、光学的特性は性

が類似した性格や理解度の場合、また祖母がここにプ

ことに気づくことができるかは非常に重要である。た

絞って述べる。レーザー脱毛の詳細については他講に

別、年齢、部位等により千差万別であるため、過照射、

ラスされると、治療同意には時間がかかり、繰り返し

だし小児の場合は常に泣いているのでわからないこと

譲るが、原理であるSelective Photothermolysis（選

過冷却の生じない適切な条件設定と正確な手技が求め

同じ説明をすることを必要とされる。小児治療は、両

も多いので難しい点ではある。本日は、治療のトラブ

択的光熱分解）は、色素を標的とする治療に共通する

られる。

親が尻込みしないように誘導し信頼関係を作ることが

ルおよび脱毛を含めた小児あざ治療の実際に関して述

重要である。さて、脱毛を含めたレーザー治療前に重

べる。

略 歴
1981年
慶應義塾大学工学部電気工学科卒
1986年
同大学院工学研究科博士課程修了、工学博士。
1997年	防衛医科大学校防衛医学研究センター情報シス
テム研究部門助教授。
2016年4月	生体情報・治療システム研究部門准教授
10月 同部門教授。
現在は、
光・レーザーを用いたドラッグデリバリーシステム、
各種光診断・治療技術の研究に取り組んでおり、特に光音
響イメージング法による外傷診断技術の開発、レーザー誘
起衝撃波を用いた生体衝撃波損傷のメカニズム解明に力を
入れている。1991年レーザー学会論文賞、1998年軽金属
溶接構造協会論文賞受賞。

6

日本形成外科学会専門医・評議員、日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指導
専門医、日本形成外科学会小児外科指導専門医、日本美容外科学会評議
員・専門医、日本美容医療協会理事・認定専門医・美容医療レーザー認
定医、日本レーザー医学会評議員・指導医、専門医日本熱傷学会専門医、
日本抗加齢学会評議員・専門医、日本創傷外科学会専門医、日本再生医
療学会専門医、日本オンコプラスティック学会・評議員

要なことは、疾患に対してレーザー治療が適応である

略 歴
・北里大学 医学部卒業 同大学 形成外科入局・横浜南共済病院 形成外科
・横浜市民病院 外科・日比谷病院 外科、形成外科
・熊倉整形外科病院 整形外科、形成外科
・北里大学救急センター 形成外科チーフ、同大学形成外科美容外科チーフ
・湘南鎌倉総合病院 形成外科、美容外科部長
2004年 クリニーク・ラ・プラージュ葉山抗加齢美容医学センター長兼務
2017年 上記閉鎖で11月15日湘南藤沢形成外科クリニックRを開院
2018年 湘南藤沢形成外科クリニックR総院長
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医学脱毛の輪をつなぐ

特別講演2

ランチョンセミナー

座長：塚原 孝浩（つかはらクリニック）

座長：畷 宗久（畷形成外科）

美容医療におけるレーザー・機器治療
〜アジアをつなぐ・理論をつなぐ・開発をつなぐ〜

1

幅広く活用できる万能レーザー
GentleLASEの臨床と使い方

みやた形成外科・皮ふクリニック
宮田成章
日本形成外科学会専門医
日本美容外科学会評議員
日本レーザー医学会評議員
医学博士

つかはらクリニック 塚原孝浩
共催：シネロン・キャンデラ株式会社
当院では2005年7月にロングパルス・アレキサンド
ライトレーザー GentleLASEを導入し、その後の需要
に呼応して機種を増やし変更し、現在はGentleLASE
Pro 4台が稼働しております。

近年、レーザー等の機器を用いた美容医療が隆盛で

きた。従来はナノからミリ秒発振が主で、選択的光熱

ある。以前は手術が主体であった美容医療は、この20

融解、光熱作用の理解で十分だったものが、近年はピ

年間で非手術的な治療が飛躍的に発展し、今や欠かす

コ秒や数分単位での発振機器が登場し、応力や熱拡散

ことが出来ないものとなっている。

など様々な解釈も深く考える必要が出てきた。理論を

これは我が国だけではなく世界各国も同様であり、
特にアジア諸国ではその傾向が強い。国際的な学会、

理解してこそ臨床に繋がる。
そのうえで必要ならメーカーにどんな改善を求めて

セミナーは頻繁におこなわれ、韓国や台湾、タイをは

いくか。特に欧米人とアジア人のスキンタイプは異な

じめとしたアジア諸国の医師は積極的に参加してい

るため、それを踏まえた提案をするかなどは医師にし

る。そして近年は各国の医師同士の交流が進み、様々

か出来ない醍醐味でもある。以前と異なり、アジアの

な情報交換をするようになって、まさに生きた情報が

マーケットは非常に大きく、企業も我々の意見に耳を

飛び交うようにもなっている。グローバル化の波に日

貸すようになってきた。開発陣に意見が伝わることこ

本人医師はやや遅れている傾向にある。我が国の医師

そが更なる機器の発展に繋がる。

もアジア各国といかに繋がっていくかを考える必要が
ある。
さて、隆盛を極めた感のあるレーザー機器であるが、

以上、様々な繋がりをもって美容医療をおこなって

8

重複照射による蓄熱式脱毛への応用も可能です。
また、ロングパルスYagレーザー搭載機種であれば毛
細血管拡張症やスキンタイトニングなどのトータルアン

内においても 2400台が導入され、2000台以上が現役

チエイジング治療に適応が拡大します。GentleLASE

として働いているそうです。

Series は歴史のある機種なので古いイメージを持たれ

Classic Gentle LASE と呼ばれる初期型は脱毛のみ

がちですが順次段階的に改良され進化し、導入後は長

ではなく、適応を見極めることで色素病変への応用も

期にわたって時代のニーズに応えることができる機器

可能です。後継機の Gentle LASE Pro は最大24mm

だと考えます。

直径のハンドピースを備え、12mmの5倍、18mmの

2

脱毛ニーズの多様化と蓄熱型脱毛の
位置づけ

いくことの重要性について本講演で話しをさせて頂く

千歳台きたのクリニック 北野幸恵
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

つもりである。
脱毛レーザーは、当初、「薄い肌色、濃く太い毛」以

1990年	防衛医科大学校卒業、形成外科入局・同病院勤務
1997年	札幌医科大学形成外科入局、同付属病院勤務
同年	市立室蘭総合病院形成外科勤務（医長）
2000年	医療法人慈好会 虎ノ門形成外科・皮ふクリニッ
ク院長として勤務
2004年	みやた形成外科・皮ふクリニックを開設
現在に至る

さらに1秒間に2発(2Hz)の照射が可能なので低出力

Gentle Series はすでに20年の歴史があり、日本国

近年は多様化が進み新しい理論の解釈が必要となって

略 歴

2倍の速さで効率化がはかれます。

目されているのが蓄熱型脱毛である。蓄熱型脱毛は、

外では熱傷などの被害がしばしば問題となった。しか

熱傷の危険性軽減とともに、痛みの少なさが特徴であ

し、濃い肌色や細めの毛など難しい脱毛のニーズが急

る。この脱毛方法では、患者の反応を見ながら徐々に

激に拡大し、対応を迫られるところとなった。ダイ

毛根温度を上昇させ、弱い痛みでの脱毛が可能である。

オードレーザーは、短波長と長波長の混合・同時発射

蓄熱型脱毛の登場により、従来型の単発型脱毛とあわ

およびパルスモードの工夫により、適応拡大に成功し

せて、脱毛レーザーの適応がさらに拡大するところと

ている。

なった。

ダイオードレーザーにおけるパルスモードの中で注
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医学脱毛の輪をつなぐ

ランチョンセミナー

特別講演3

座長：奥村 千香（おくむらクリニック）

座長：堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック）

二波長脱毛レーザー
「エクセル®HR」

「自分」取り扱い説明書
～上手な自分との付き合い方～

一般社団法人 日本ナンバーワントレーナー協会
代表理事 中澤仁美

中野医院 中野俊二
共催：キュテラ株式会社
パルス幅3msecのAlexandrite laser 755nmとパル

ローブ荷重による「圧縮」で毛根を表皮近くに位置さ

ス幅可変のNd:YAG laser 1064nmの２波長とを搭載

せる等の特色を持つ。また、ジェルを用いることで、

した「エクセル®HR」
（Cutera, USA）について概略と

脱毛治療中に発生するレーザースモーク、すなわち、

臨床経験を供覧する。皮膚表面の冷却は「サファイア

微粒子や発がん物質等の発生予防など、施術者や被施

コンタクトクーリング」と接触金属のクーリングによ

術者の健康被害を防ぐメリットは大きく、また、吸引

り照射前と照射中行われ、効果的な除痛が可能である。

機が必ずしも必要でない、機器の消耗品が不要など経

また、毛根を効率的に加熱できるよう、レンズ内での

済的なメリットも大きい。当機器は2019年8月に本邦

「屈折率の最適化」によるエネルギーロスの軽減とプ

4

の医療機器製造販売承認を取得している。

世界初同時照射スキャナー付き
アレクサンドライト＆
Nd:YAG脱毛レーザー

あやこいとうクリニック 伊藤史子
共催：Quanta Systems S.p.A. & ビッグブルー株式会社

Quanta SystemsS.p.A.が開発した世界初同時照射、

10

皆さんのお仕事は沢山の方々の気づかなかった自分
の魅力や自信、幸せをご提供されているとてもやりが
いのある素敵なお仕事ですよね。
一方で、

毎日を楽しく仕事し、イキイキと生きるためにはコ
ツがあります。
ある「法則」を知り、
「自分」をどんなふうに取り扱っ
たらいいかを知ること。その法則を知ることによっ

頑張っているのに、なぜかうまくいかない関係がある。

て、感情、時間、環境、周りとの関係に振り回される

頑張っているのに、上手くコミュニケーションが取れない。

ことなく「自分」と上手にお付き合いすることが出来

頑張っているのに、自分の事を褒めてあげられない。

ます。

頑張っているのに、子供やパートナーに優しく出来ない。
そんなことはないでしょうか？

是非、
「自分」と上手にお付き合いすることで皆さん
自身の「生き生きと生きるコツ」を手に入れてください。

モードを搭載しており、全身脱毛の治療時間を短縮す

スキャナー付きアレクサンドライト＆Nd:YAG脱毛

る独自のスキャナーを装備しています。痛みに弱い患

レーザー機器の使用経験について講演します。この脱

者にはスキャナーを用いて蓄熱脱毛が可能です。

毛レーザーは、火傷を防ぐために開発された同時照射

〈免許・資格・講師〉
中・高教員免許 / チャイルドカウンセラー資格 /
心理カウンセラー資格 / メンタル心理カウンセラー資格 /
キャリアコンサルタント国家資格 /
日本大学 藝術学部 ソーシャルデザイン講師 /
都立高校11校の「大学生と行うワークショップ！」キャリアデザイン講義担当 /
ことばキャンプ認定講師 / 児童養護施設担当講師

略 歴
2011年8月に一般社団法人日本ナンバーワントレーナー協
会を発足し独立。
独自のヒアリング方法で、その組織、その人材に適したプ
ログラムをライブ形式の完全参加型プログラムとして開発
し、ご提供。
上場企業からベンチャー企業、経営者から管理職、営業職、
医療従事者まで、その参加者は3万人以上にのぼる。また企
業のリピート率93％以上。
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特別講演4

一般演題

座長：塚原 孝浩（つかはらクリニック）

座長：林原 伸治（林原医院）

蓄熱式脱毛施術を振り返って
～ヘアと蓄脱と私～

しレーザー脱毛が日本で始まったころ現在の50代以上の

資格・所属学会
医学博士
日本形成外科学会専門医・日本美容外科学会・
日本抗加齢医学会
日本美容医療協会・臨床水素治療研究会・
日本医学脱毛学会理事
日本臨床形成美容外科医会

蓄熱式脱毛は、12年前に新しい脱毛理論のもとに開

当院が導入している蓄熱式レーザーは、今や4世代

発され登場した。当時、日本では懐疑的な意見が多

目となり1世代のものとは大きく進化し施術者の負担

かったが、世界的には欧米や、特に黒髪の人種が多い

がさらに軽減された。現在は脱毛だけでなく肌質改善

中国で、氷点脱毛として爆発的な人気となりアジア圏

や、ライフスタイルに合わせた有川式軟毛化術®を用

内で加速度的に広まった。ここ数年日本でも蓄熱式脱

いた生え際形成や疎毛化術に応用している。従来の

毛の認知度が広まり、特に痛みが少ないことで男性の

「抜くだけの脱毛」と考えるのであれば、プロトコル通

髭やVIOなどをはじめ、脱毛困難部の施術に良い適応

りに照射すれば疼痛が少なく短時間で脱毛効果は得ら

となっている。

れる。さらにもう一歩、施術者も照射方法を進化させ
そこに私自身が気付かされた症例写真を交え、針脱毛

側の立場からはlookingだけでなく、毛が抜けたあと

に関わった27年前から現在の蓄熱式脱毛までの経験を

の皮膚疾患が改善したことで、メンタルやフィジカル

振り返ってみたいと思う。

略 歴
1992年	昭和大学医学部卒業。
昭和大学病院形成外科学教室入局。
同大学院入学。
1996年	昭和大学大学院医学研究科形成外科学卒業。
1996年	公立昭和病院形成外科。
1997年	千葉県こども病院形成外科。
1998年	聖マリア病院形成外科。
1999年	熊本機能病院形成外科副部長。
2001年	昭和大学病院形成外科助手。
2002年	今給黎総合病院形成外科部長。
2008年	有川スキンクリニック副院長。現在に至る。

12

ると、予防、治療、美容へと応用できるようになる。

射は脱毛効果だけでないことに気がづいた。被施術者

の面についても改善が大きいとの感想も多く聞かれた。

おくむらクリニック
奥村千香

近年、脱毛を行うことは身近になってきている。ただ

有川スキンクリニック
有川公三

蓄熱脱毛の導入後、すぐに蓄熱式によるレーザー照

1 介護と脱毛についての意識調査

女性はちょうど思春期から成人になっている年代である。

のかなどをアンケートにて調査することとした。当院は整

経済的なこと、近くに脱毛をしてくれる施設がなくでき

形外科と形成外科を標榜しており来院されている一般の

なかったという人も多い。今後そういう年代の人が介護

女性の中で介護を行う際、受ける際に毛は邪魔になるの

をされる側、介護をする側に立つことが予想される。そ

か。またそれに備えて介護脱毛を行いたい人がどの程度

こで今まで脱毛をしている人に限らず一般の女性に介護

いるのかなどをアンケートにて調査し今後この分野での

を行う上で脱毛は必要なのか。またそういう意識がある

脱毛についての指針になればと考えた。

2 脱毛や汗腺電気凝固術による乾燥肌は
改善するか？
脱毛
（特に針脱毛）や、汗の量を減少させる汗腺電気凝
固術、皮脂の分泌を減少させる小林メソッド施術後は、肌

いわきクリニック形成外科・皮フ科
看護師 西田和美

が顕著に乾燥する。しかし、汗腺電気凝固術の場合、平

検査したところ、汗腺・皮脂腺が再生していることが確認

均3 ～ 4年で再施術を希望する患者が多く、脱毛後の乾燥

できた。ダメージを受けた汗腺・皮脂腺が復活したのか、

も徐々に改善するため、汗腺や皮脂腺は復活するのでは？

ダメージを受けなかった汗腺・皮脂腺が代償しているのか

という疑問を持ち、約20年前に故小林敏男先生に質問し

は不明である」いずれにせよ、脱毛後の皮膚の乾燥は一時

たところ、以下のような回答を得た。
「組織を採取し染色

的なものであり、時間とともに改善すると考えられる。

3 絶縁針脱毛術及び認定脱毛士について
1987年1月31日に日本医学脱毛学会が発足し、今年

弓皮ふ科医院
看護師 石渕京子

で33年になります。故小林敏男先生により確立された絶
縁針脱毛技術研修制度により全国のクリニックで同レベ
ルの施術が可能になりました。

わせがくるようになりました。

その後レーザー脱毛が始まり、脱毛の主流になりまし

平成24年から毎年学会前日に実技講習を行い、技術

た。それに伴い絶縁針脱毛が衰退し脱毛士も激減してし

の継承を草の根的に続けてきました。安心、安全な脱毛

まいました。しかしレーザーで解決出来ない白毛や硬毛

を確立する為の制度である認定脱毛士の資格取得の案

化により、再び絶縁針脱毛が見直され、事務局へ問い合

内、今後の実技講習についても報告したいと思います。

4 腋窩の多発性毛膿炎に対する
脱毛レーザーを用いた治療の工夫
腋窩の多発性毛嚢炎に対する治療についてはこれまで、手術療法・保存療法な
どいくつかの方法が報告されておりますが、今回、種々の要因により多発性毛嚢
炎になった症例に対し、脱毛レーザー治療により著明な症状改善を得ることがで
きましたので、治療経過、考察を含めご報告いたします。

看護師

蘇春堂形成外科
木村桃子 神藪典子
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2020小児医療レーザー脱毛（こども脱毛）
アンケート報告

秋葉原スキンクリニック
堀内祐紀

昨今、レーザー脱毛、光脱毛が身近なものとなり、
小児への脱毛が医療機関だけでなくエステティックサ

今後も学会での定点的な調査を行いながら、その安全
性を精査していく必要があると考えます。

ロン等でも多数行われております。昨年の日本医学脱

昨年秋に学会所属各施設宛に送付させていただいた

毛学会学術集会では学会所属施設へのアンケート調査

小児医療レーザー脱毛（こども脱毛）アンケートの集計

が行われ、小児脱毛（こども脱毛）について活発な意見

結果をご報告するとともに、小児に対して脱毛治療を

が交わされました。小児脱毛（こども脱毛）については

する際に考慮すべき今後の課題について考察します。

次回日本医学脱毛学会・学術集会のご案内
第47回 日本医学脱毛学会・学術集会
日

時：2021年2月21日（日）

会

場：ホテルグランドパレス諫早
長崎県諫早市宇都町3−35
TEL 0957-24-3939
https://www.hotel-grandpalace.jp/

会

頭：奥村千香（おくむらクリニック）

第47回日本医学脱毛学会・学術集会の会頭を務めさ

取りづらくなっておりますので長崎市内のご宿泊ご希

せていただきます。2021年2月12日より2月26日まで

望の方はお早目のご予約をお勧めいたします。諫早市

長崎市では中国の旧正月にあわせて長崎ランタンフェ

は長崎市と長崎空港（大村市）の間に位置しておりま

スティバルが行われ長崎の冬の風物詩となっておりま

す。また前日行われます針脱毛の実技研修会は学会場

す。ちょうどその期間にお隣の諫早市にて学術集会を

より歩いて数分の位置にありますおくむらクリニック

開催させていただきます。ランタンは夜のお祭りで

（諫早市）にて開催させていただきます。学会当日は託

す。ぜひ、前日当日長崎市でのお祭りを楽しみながら

児施設もご用意いたしますので是非皆様ご参加くださ

諫早市での脱毛学会にご参加いただきますようよろし

いますようよろしくお願いいたします。

くお願いいたします。この時期の長崎市は宿泊が大変
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おくむらクリニック
奥村千香

※理事室、
レーザー脱毛士試験室は、
ガラス棟5階となります。

