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学術集会参加者へのお願い

1. 当日学会会場の受付にて参加登録をお願いします。
2. 会場では必ずネームカードの着用をお願いします。
3. お帰りの際にはネームカードのケースの返却を御願いします。

ご注意とお願い

参加費

会員、研修医 5,000円、非会員 20,000円

＊非会員の参加は事前に会長の許可が必要です。
＊研修医の参加は所属長を通じて事前の連絡をお願いいたします。

演者の先生方へのお願い

1. 当日、参加受付付近にPC受付がございます。発表の1時間前までに、試写をお済ませく
ださい。

2. プレゼンテーションをされる方は、USBまたはCD-ROMにてデータをご持参ください。
※念のためバックアップ用のデータも併せてご用意ください。

3. 会場で使用するPCはWindows（OS: Windows7、アプリケーション Microsoft Power 
Point 2003以降のバージョン）となります。なお、プレゼンテーションに動画が含まれ
ている時はご自身のPCを使用して、モニターにつないでご使用いただけますようお願い
申しあげます。また、PCでマッキントッシュをご使用の時はご自身のPCを使用してモニ
ターにつないで使用してください。モニター接続用のアダプターを忘れずにご持参くだ
さい。

4. パネル１は発表時間20分、パネル２は発表時間10分、一般演題の口演時間は5分（討論
時間は3分）です。時間内厳守でお願い致します。



住所 〒060-0004 

 北海道札幌市中央区北4条西1丁目 共済ビル (学会会場は8Fです）
 TEL 011-252-3165　FAX 011-233-3835

最寄り駅 札幌市営地下鉄 さっぽろ駅（ 地下鉄南北線、地下鉄東豊線）
 JR札幌駅（函館本線、千歳線、札沼線）

札幌駅より JR札幌駅南口より徒歩5分  
 札幌市営地下鉄 東豊線 さっぽろ駅 21番出口より徒歩1分
 札幌市営地下鉄 東豊線 さっぽろ駅 23番出口より地下直結
      （祝祭日はご利用頂けません）

会場へのご案内
TKPガーデンシティ札幌きょうさいサロン



会場のご案内

＊ 会場のホワイエに企業展示がございます

＊ 会場のホワイエにドリンクサービス、休憩スペースを

 設けましたのでご自由にご利用ください



会長挨拶

蘇春堂形成外科　院長
野平　久仁彦

この度、第120回日本美容外科学会学術集会を蘇春堂形成外科で担当させていた

だくことになりました。蘇春堂形成外科は北海道大学形成外科学講座の美容外科部

門として30年に渡り活動してきましたので、今回の準備運営については母屋である

北海道大学形成外科学講座に全面的に協力していただいています。

今回の学術集会では「ビデオで学ぶ重瞼術」と「顔面への脂肪注入：この3症例

から学んだこと」という2つの「学ぶ」パネルを用意いたしました。最近は若い先生

の出席が増えてきましたので、美容外科の基本的な手術である重瞼術を、経験豊富

なパネリストのビデオを通して、皆さんでもういちど様々な工夫を学びたいと思いま

す。また最近広く行われるようになった顔面への脂肪注入法について、ベテランの

パネリストご自身が学ぶことが多かった3症例を取り上げていただき、良い点も問題

点も含めて率直に議論をしたいと思います。一般演題のご応募もよろしくお願いい

します。

6月の末は北海道は新緑にあふれ大変清々しい季節です。この学術集会が実り多

い会になりますように、北海道大学形成外科学講座とともに準備を整えて皆さんを

お迎えしたいと思います。
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プログラム
13:30 ～ 13:35　　　開会の辞

13:35 ～ 15:05

パネルディスカッション　１

「ビデオで学ぶ重瞼術」
司会　岩波 正陽（新横浜形成クリニック）

Introductory Lecture 
「重瞼の解剖学的考察」・・・・・・・・・・ 岩波　正陽（新横浜形成クリニック）

1. 腫れの少ない埋没法　MT法
　◯池田　欣生、森川　一彦（東京皮膚科・形成外科　銀座院）

2. 微小切開法による重瞼術
　◯林　寛子、杉本　佳陽（烏丸姉小路クリニック）

3. 皮膚切除を伴う切開式重瞼術
　◯倉片　優、土屋　沙緒（クリニカ市ヶ谷）

(休憩5分)

15:10 ～ 16:10

パネルディスカッション　２

「顔面への脂肪注入：この3症例から学んだこと」
司会　山本 有平（北海道大学医学部形成外科）

1. 脂肪注入による中顔面の若返りの効果と合併症
　◯一瀬　晃洋、岩山　隆憲（神戸大学医学部形成外科）

2. 顔面の脂肪注入この３例から学んだこと
　◯矢永　博子、矢永　茄津（医療法人 Yanaga CLinic）

3. 顔面への脂肪注入：特に上眼瞼における脂肪注入例において
　◯与座　聡（百人町アルファクリニック）

4. 私の行っている脂肪注入法
　◯市田　正成（いちだクリニック）

(休憩5分)



16:15 ～ 16:50
一般演題　１

座長　朝戸 裕貴（獨協医科大学形成外科）

1. 眉毛下皮膚切除における切除幅、縫合法についての再考
　◯岩山　隆憲、一瀬　晃洋（神戸大学医学部附属病院　美容外科）

2. 北海道大学病院における整容・美容外科～現状と患者分析
　◯舟山　恵美、山本　有平、古川　洋志、小山　明彦、村尾　尚規、林　利彦
   （北海道大学医学部形成外科）
　　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

3. 北海道大学病院における整容・美容外科～Face & Neck Lift 治療の経験
　◯舟山　恵美、山本　有平、古川　洋志、小山　明彦、村尾　尚規、林　利彦
   （北海道大学医学部形成外科）
　　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

4. 北海道大学病院における整容・美容外科～両側乳房縮小術の経験
　◯舟山　恵美、山本　有平、古川　洋志、小山　明彦、村尾　尚規、林　利彦
   （北海道大学医学部形成外科）
　　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

(休憩5分)

16:55 ～ 17:30
一般演題　２

座長　出口 正巳（カリスクリニック）
1. けつ顎の手術経験
　◯當山　護、山城　栄津子（医療法人形成会 当山美容形成外科）

2. 瘢痕のNd:YAGレーザー治療の作用機序
　◯藪野　雄大、赤石　諭史、外薗　優、小川　令、百束　比古
   （日本医科大学 形成外科・美容外科）

3. 成長因子皮下注射によると思われる後遺症症例の検討
　◯野本　俊一1、外薗　優２、小川　令1、青木　律３、百束　比古1
   1日本医科大学 形成外科、２博慈会記念総合病院形成外科、
   ３グリーンウッドスキンクリニック立川

4. Abdominal plastyを応用した乳房再建TRAM flapのデザイン＆採取部閉鎖手技
　◯古川　洋志、舟山　恵美、山本　有平（北海道大学医学部形成外科）
　　関堂　充（筑波大学大学院医学医療系 形成外科）
　　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

17:30　　　閉会の辞



抄録

パネルディスカッション　１

「ビデオで学ぶ重瞼術」
司会　岩波 正陽（新横浜形成クリニック）

Introductory Lecture 
「重瞼の解剖学的考察」・・・・・・・岩波　正陽（新横浜形成クリニック）

1. 腫れの少ない埋没法　MT法
◯池田　欣生、森川　一彦
（東京皮膚科・形成外科　銀座院）

　重瞼術は従来切開法が主であった。そのため、患者が長期のダウンタイムと戦わなけれ
ばいけない手術であり、左右差や不自然さなどの合併症等にも悩まされていた。１９３３
年に切らない重瞼術・埋没法が十仁病院で開発され、一部で報告はされていたものの、埋
没法は秘伝の手術とされ少数の施設でしか行われていなかった。2000年に市田先生が編
集された美容外科プラクティスの登場により埋没法は一般に広がり、今では様々な埋没法
が行われている。様々な術式があるということは様々な利点、欠点が存在するということ
でもある。今回我々は我々が多用している、内出血を防げるために腫れが最小限となり、
かつ後戻りしにくい工夫を行っている埋没法MT法（Musclo-tarsus technique）につき、
動画を含めて報告する。

2. 微小切開法による重瞼術
◯林　寛子、杉本　佳陽
（烏丸姉小路クリニック）

　埋没法による重瞼術は、腫れが少ない、瘢痕を残さない、手技が簡単などの利点があり
汎用されているが、異物としての糸を残すことによるトラブルや後戻りしやすいという欠
点も有する。一方、切開法は糸を残さず後戻りもしないという利点があるが、瘢痕が残る
ことに抵抗を示す患者も多い。
　「微小切開法」は予定重瞼線上に約2㎜の切開口を2点もしくは3点置き、そこから瞼板
前脂肪や瞼板前組織を除去し、直接皮膚と瞼板を縫着させる方法で、固定力は埋没法より
強く、瘢痕も目立ちにくいという利点がある。止血が困難という欠点を有するが大変有用
な方法だと考えている。
　日常行っている「微小切開法」の手技と注意点について述べる。



3. 皮膚切除を伴う切開式重瞼術
◯倉片　優、土屋　沙緒（クリニカ市ヶ谷）

　二重の手術は美容外科手術の中でも非常にポピュラーであり、埋没法という非常に簡便
な方法が存在するため、尚更広く受け入れられている手術だと思われる。もちろん術後の
ダウンタイムや瘢痕などのことを考えれば、埋没法は優れた術式であるが、確実性を考え
ると切開法の適応は意外に多いと考えている。例えば化粧の際のアイライン一つをとって
みても、埋没法で作成した重瞼は皮膚を切除できないことから、開瞼時に睫毛と重瞼ライ
ンの間の皮膚にたるみができてしまい、アイラインが引きにくいという欠点がある。切開
法においては皮膚の切除が可能であることから、この欠点を解消することができる。
　また、二重を希望される患者は一重とは限らない。もともと二重であっても左右差が
あったり、睫毛上に皮膚がかぶさりそれが気になっていたり、埋没法を行った後だったり
と様々な患者がいる。そのような症例にも切開法は有用な方法であり、特に埋没を行った
ことがある患者は、将来的な不安を感じ埋没糸を取りたいといった要望もあるため、切開
法により確実な視野のもと埋没糸の抜糸を行うことができるといった利点がある。
　このように、切開法は適応を十分に吟味し、十分なインフォームドコンセントのもと行
うことにより非常に有用な方法と考える。
　そこで今回、私の行っている皮膚切除を伴う切開式重瞼術につきビデオを供覧し、その
概要について述べる。

パネルディスカッション　２

「顔面への脂肪注入：この3症例から学んだこと」
司会　山本 有平（北海道大学医学部形成外科）

1. 脂肪注入による中顔面の若返りの効果と合併症
◯一瀬　晃洋、岩山　隆憲（神戸大学医学部形成外科）

　顔面の若返りの手段として、脂肪注入によるvolumetric restorationは近年世界的に普
及している。顔面の皮膚溝や凹みを長期的に改善することが可能で、ダウンタイムが少な
い方法である。当科においては、主に中顔面において単独もしくは除皺手術に組み合わせ
て選択されており、比較的高い患者満足度を得ている。しかしながら、脂肪注入によっ
て、常に良好な結果を得ることは容易ではない。脂肪注入を行っても、良好な形状を得る
のが思いの外難しい症例を経験する。さらに、注入後早期において良好な形状が得られた
としても、脂肪の透見、凸凹、表情筋の運動に伴う不自然な膨隆などの不具合事象が生じ
て治療に難渋する症例を経験する。本パネルでは、脂肪注入によるピットフォールについ
て経験に基づき報告し、その注入方法、合併症の原因、合併症が生じた場合の対処、効果
の限界と患者選択等について議論を行う。



2. 顔面の脂肪注入この３例から学んだこと
◯矢永　博子、矢永　茄津（医療法人 Yanaga CLinic）

　顔面のAnti-agingを目的とした脂肪注入は比較的低侵襲手術であり、他の異物を用いた
注入療法にくらべて、（1）自家組織を用いること、（2）生着すれば比較的長期間維持さ
れることから、有用な方法であることが医師にも患者にも認知されてきた。Colman が提
唱した“Structural Fat Grafting”は脂肪移植のこれまでの概念をがらりと変えてしまい、
世界的に美容外科領域の脂肪移植の臨床応用を大きく広げた。また脂肪組織の中の血管系
周囲にある間葉系細胞(mesenchymal stem cell)の存在が発見され､これらを温存または混
合して移植することで生着率を向上させたことが脂肪移植への期待も変えた。さらに移植
方法のkey point は脂肪を複数箇所に少量ずつ移植することであることもわかってきた。
　これらの背景のもと、我々はなるべく間葉系細胞脂肪を温存し、脂肪そのものを細かく
し、かつ少量ずつ移植する方法を行っている。今回は脂肪移植３症例から学んだことが
テーマであり、これまでの脂肪移植の経験から学んだことをわかりやすく報告したい。と
くに、（1）顔面のどこに注入すれば若返るのか？（2）どういう症例が脂肪移植の適応
になるのか？（3）脂肪移植の合併症（吸収、硬化、石灰化）は？　を中心に報告した
い。

3. 顔面への脂肪注入：特に上眼瞼における脂肪注入例において
◯与座　聡（百人町アルファクリニック）

　上眼瞼Sunken eyelidにおける脂肪注入術（Autologous fat graft）は少量の脂肪注入で
効果が得やすく、手技的に簡便であることから、条件を満たせば合併症が少なく有用な術
式の一つと言える。手術の適応としては種々の理由でのSunken-eyelid（家族性の上眼瞼
眼窩陥凹、眼瞼下垂の一部、医原性　等）が挙げられる。脂肪の採取はColeman法に基づ
き10ｍｌのLuer locシリンジを用いる。下腹部、大腿部等より低圧での脂肪吸引を行い、
遠心分離器にかけて、上層と下層に分離した、脂肪滴と血液成分を除去する。これを1ｍ
ｌのシリンジに移し、陥凹部への注入を行う方法である。シリンジの刺入部位は眼瞼外側
と眉毛下縁中央部の2か所とし、一回で0.1－0.2ｍｌの脂肪注入を行い陥凹部の改善を図
る。注入部位はROOFの層とし眼窩隔膜内への注入を避ける。注入脂肪の術後吸収を想定
した過剰注入は行わない。これらの手技の確立を行うにあたり、印象に残った3症例を以
下の通り示す。
①　過剰注入例：注入脂肪の除去方法と予防。　上眼瞼への過剰な脂肪注入例での除去を
如何に行うか。具体的な手技と予防についてのべる。
②　重瞼切開法での眼窩脂肪の過剰切除例：眼窩隔膜の切離が予想される陥凹例において
整容的な改善はどこまで可能か。
③　注入脂肪量と範囲をどのようなコンセプトで決定するか。こだわりの強い患者から得
られた手技の改善。



4. 私の行っている脂肪注入法
◯市田　正成（いちだクリニック）

　顔面への脂肪注入は通常大腿部から脂肪を採取し、フィルター付きのシリンジで遠心分
離にかけ、破壊された脂肪細胞の油分、局所麻酔剤および血漿の混ざった水分、そして中
央部の脂肪粒の三層に分離し、中央部分の脂肪を注入に用いる。その中には脂肪組織およ
び血小板や脂肪幹細胞もかなり含まれている。それを１ｃｃのディスポシリンジに吸い上
げ、１８Ｇ針（ＳＢ針）にて注入を行う。注入法の基本は水平重積注入法および垂直上方
注入法の２種類である。２，３の症例を供覧すると共に、今回は実際の注入法を動画にて
供覧し、この１８Ｇ針による脂肪注入が必ずしも危険な注入法ではないということをお示
ししたい。
　上眼瞼の脂肪注入に関しては、１８Ｇ針で採取した脂肪を２０Ｇ針にて注入すること
で、十分に不快なしこりを残すことなく良好な生着成果をあげることができる。
　下眼瞼下部の注入の究極の目的は、眼瞼頬溝、そしていわゆるゴルゴ線のない下眼瞼下
部を形成することである。その際も垂直上方注入法は非常に有効な注入法であると確信し
ている。

一般演題　1

座長　朝戸 裕貴（獨協医科大学形成外科）

1. 眉毛下皮膚切除における切除幅、縫合法についての再考
◯岩山　隆憲、一瀬　晃洋（神戸大学医学部附属病院　美容外科）

　眼瞼の退行性変化である皮膚弛緩性眼瞼下垂症や睫毛内反症に対して、眉毛下皮膚切除
術は上眼瞼の形態を大きく変えることなく弛緩した皮膚を切除する方法である。
しかし、切除幅や縫合方法によっては縫合痕は目立ち、上眼瞼に張力による望まない皺を
生じることもある。
　筆者らの行っている切除縫合方法と、現在報告されている眉毛下皮膚切除術についての
文献に対して考察を行ったので、これを報告する。



2. 北海道大学病院における整容・美容外科～現状と患者分析
◯舟山　恵美、山本　有平、古川　洋志、小山　明彦、村尾　尚規、林　利彦
（北海道大学　医学部　形成外科）
　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

　当科では平成21年5月に高齢化社会のニーズに対応すべく中高年者を対象とした特殊外
来「整容・美容外科」を開設した。整容美容外科初診者のうち約95％は美容外科クリ
ニック等の受診歴がまったくなく、受診年齢は60歳-70歳代が最も多い。大学病院におけ
る美容外科の現状は、一般の美容外科クリニックと異なる点も多いものと考えられる。当
院整容・美容外科の患者分析および現状について報告する。

3. 北海道大学病院における整容・美容外科～Face & Neck Lift 治療の経験
◯舟山　恵美、山本　有平、古川　洋志、小山　明彦、村尾　尚規、林　利彦
（北海道大学　医学部　形成外科）
　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

　中高年対象とした当院整容・美容外科においては主訴の多くが顔面のたるみである。当
科では手術を中心とした治療をおこなっているが、とくに中顔面～頚部のたるみに訴えが
集中していることから、当科ではlateral SMASectomyを選択し、また、Caucasianとの
違いという点から、日本人顔の特徴（頬骨の張り出しや長い顔面横径）も考慮し、若干の
modificationを加えた術式（力点を内側におく）を行っている。今回、その術式について
報告する。

4. 北海道大学病院における整容・美容外科～両側乳房縮小術の経験
◯舟山　恵美、山本　有平、古川　洋志、小山　明彦、村尾　尚規、林　利彦
（北海道大学　医学部　形成外科）
　野平　久仁彦、新冨　芳尚（蘇春堂形成外科）

　乳房縮小を希望する中高年者は「むれる」「肩が凝る」「運動しづらい」などの日常生
活のおける不都合を訴えることが多いものの、友人知人とともに温泉等に行く機会が多く
整容面の要求度も決して低くはない。乳房縮小術では (1) volume（どれだけ乳房を小さ
く形よくできるか）、(2) pedicle（どれだけ乳頭乳輪を安全に移動できるか）、(3) 
scar（どれだけ術後瘢痕を短くできるか）が重要なポイントである。これらを踏まえて、
当科ではsuperior pedicle & vertical scar による乳房縮小術を行なっている。今回、その
術式について報告する。



一般演題　2

座長　出口 正巳（カリスクリニック）

1. けつ顎の手術経験
◯當山　護、山城　栄津子
（医療法人形成会 当山美容形成外科）

　けつ顎は割れ顎とも称し、下顎部中心部が２つに割れている状態を指す造語である。
発生学的には胎生期に於ける下顎骨の骨癒合が不完全なのであろうと推測するが、特に異
常と云うものではないと考えられる。
　然し、時に他人から、からかわれる事があるのであろうか？
　美容外科外来ではけつ顎の修正を望まれる方が散見する。
　我々はそのような方々にフィラー注入（ヒアルロン酸、レディエッセ、エランセ等）を
使用していたが、根治的治療を希望する方もおられた。
　そのような男性お二人に今回オトガイ結節を削り、口角下制筋処置を主体とした手術療
法を試みてみた。
　手術内容、結果報告をお見せして会員諸兄のご批判を賜りたい。

2. 瘢痕のNd:YAGレーザー治療の作用機序
◯藪野　雄大、赤石　諭史、外薗　優、小川　令、百束　比古
（日本医科大学 形成外科・美容外科）

　外科手術の整容を損なう大きな割合を占めているのが、術後の瘢痕である。特に、発
赤・隆起・硬結の認められる肥厚性瘢痕となった場合は、手術の成果を大きく損なうもの
となる。また、非侵襲的瘢痕治療としてレーザー治療は長らく注目されているが、効果の
是非については議論が多い。そこで我々は、①瘢痕の形成過程、②レーザーの作用機序を
明らかにすることが、より良い治療結果をもたらすと考え、この２つについての検討を
行った。
　まず、マウスの腹部に瘢痕のモデルを作成し、ケロイド・肥厚性瘢痕がどのように生成
されていくのかを検討を行った。このモデルにおいて周囲に広がる瘢痕は、真皮・真皮下
における血管新生と、それにひき続いて起こるコラーゲンの過剰な生成により、形成され
ていた。つまり、異常瘢痕形成には血管の新生が重要な役割を果たしており、その血管を
ターゲットしたレーザー治療は、動物実験上は妥当な方法だと考えられた。
　次に、レーザーの効果についてであるが、一般的に色素レーザーは、血管の破壊によっ
て低酸素を起こしてケロイド・肥厚性瘢痕の活動性を低下させるとされている。また、
Nd:YAGレーザーは色素レーザーより深い部分の血管に作用し、血管透過性亢進・MMP
産生・コラーゲン線維束分解も誘起していると考えられる。



　以上のように、血管を治療のターゲットとするレーザー治療は、理論的にも妥当な治療
法だと考えられる。ただ、瘢痕内の血管は張力刺激により増生されるため、血管を減少さ
せることだけでは、効果的な治療は難しいと考えられた。したがって、治療のターゲット
を血管として扱うだけではなく、瘢痕の一部として血管を治療する必要性があると考えら
れた。

3. 成長因子皮下注射によると思われる後遺症症例の検討
◯野本　俊一1、外薗　優２、小川　令1、青木　律３、百束　比古1
（1日本医科大学 形成外科、２博慈会記念総合病院形成外科、３グリーンウッドスキンクリ
ニック立川）

　成長因子の皮下注入は医師の裁量のもと美容外科の複数のクリニックで行われているよ
うである。しかし、外用剤を注射で用いることは全くの適用外使用であり、その効果の実
験的データの蓄積もない。われわれの施設を訪れる患者の中には、皮下のしこりや皮膚の
凹凸を後遺症として訴える者が多く、少なくとも想定された効果は得られないようであ
る。今回は２症例の後遺症症例を呈示し、成長因子の皮下注入の蔓延に対して改めて注意
を喚起する次第である。

4. Abdominal plastyを応用した乳房再建TRAM flapのデザイン＆採取部閉鎖手技
◯古川　洋志、舟山　恵美、山本　有平（北海道大学医学部形成外科）
　関堂　充（筑波大学大学院医学医療系 形成外科）
　野平久仁彦、新冨芳尚（蘇春堂形成外科）

　 我々は、乳房再建における有茎TRAM flapの、術前デザインと採取部閉鎖手技に 
abdominal plasty のコンセプトを導入し工夫を行ってきた。その目的は、1) 皮弁採取部
位の皮膚縫合線が下着にかくれる２）術中の上腹部皮下トンネル作成と血管茎周囲の操作
を容易にする３)閉鎖時の皮膚の垂直方向の緊張を避け術後創縁離開の合併症を減じる 4) 
腹直筋鞘採取に伴うヘルニア・膨隆を防ぐ５）臍周囲のなだらかなくぼみやウエスト
の“くびれ”を再現する。
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協賛企業一覧
〈出展〉

株式会社カキヌマメディカル 

ガデリウスメディカル株式会社
 ～ アイルランドMiravex社が開発した皮膚の分析・評価デバイスAntera 

 3Dの最新モデルを展示し、ご来場をお待ちしております。 

キャンデラ株式会社
 ～ キャンデラは、医療用レーザーの専門メーカーとして

 今年創立25周年を迎えます。 皮膚科・形成外科・美容外科の皆様に

 質の高い製品とサービスを提供しております。

株式会社サンソリット
 ～ ケミカルピーリングのパイオニアとして16年。

 サンソリットは、その歴史の中で裏付けされた技術・サービス・製品を提供します。

株式会社ジェイメック

株式会社ベアーメディック 



〈寄付〉

有限会社メディカルアイランド 

医療法人社団天祐会　理事長　伊丹　彰　先生

〈広告〉

アラガン・ジャパン株式会社 

株式会社サンソリット 

株式会社資生堂
 ～東京・銀座の資生堂ライフクオリティービューティーセンターでは、

  瘢痕の凹 凸、あざ、白斑、がん治療による肌色変化や眉脱毛等の

 カバー方法を、 専門の美容技術者がアドバイスいたします。

 患者様にぜひご紹介ください。

常盤薬品工業株式会社
 ～　ホームケア用の高機能スキンケア「Ｃｅｌｌｎｅｗ」の他、ハイドロキノン、

 トレチノイン、ビタミンＣ誘導体等、院内にて多目的にご活用頂ける ローショ ン、乳液、

 クリームの基剤等を提供しております。医療機関様を直接サ ポート させて頂く営業体制で

 お手伝いさせていただきます。

メンリッケヘルスケア株式会社 

（五十音順）


