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セラクリニック

根岸 圭先生
a03-3462‐0833菊 記翻難海強倉tLH17,1代 倉
山アドレスザタワー302 診 /10:00～19:00(完全
帥  休 /日 ・視 初珍料/¥4200料 金/フ
ォトフェイシャルなど光偽濠 1回¥31500-、 ヒア
ルロン酸注入 (眉問)¥52500～ 、炭酸ガスレーザ
ー¥315い ‐(大きさによる)ほ か

松倉クリニック&
メディカルスパ

林和弘先生
a03‐5414‐3600東 京都渋谷区神自前4‐11,6表 拳

道千代田ビル9F 診 /10:00-20i00、 土 。日 ・祝
～19:00杉 なし 初 鉢 杉

′
¥5250時 彬 ニュ

ーレチノイン酸 25g¥14175、 0ル ビーレーザー 1

ショット¥1050、 フォ トフェイシャル¥21000、

ポラリス全飯¥42000ほ か

あおいクリエック銀座

中野あおい先生
a03‐3569,0686瀬 都帥 5‐5‐3畑 ビ
ル5F 診 /10:00～19100(完 全税怖鋤 休/木 ・

日・祝 初診料/¥3150 料 金/業 白メツセラピ
ー初回 トライアル¥35800、 グロースファクター

メソスキン初回トライアル¥105000ほ か

タカミクリニック
アンチエイジングセンター

高見 洋先生
803‐5414‐6055 東 京都港区南輸山3‐18‐5モ ンテ
プラザ3F 診 /11:00～20:30 休 /水 。日・祝
初診料/¥3150  料 金/タ カミ式フォトフェイ
シャル顕全体1回¥42000、 ヒアルロ独     (目
の下のクマ)¥126000～ 、ポトックス注射 (倒
¥52500ほか

ウォブクリニック中目黒
高瀬聡子先生
田0120‐411‐281 東 京都目黒区中目黒■10‐232F

あ /1■ 00～20100、±10:30-19'00佑 力ヽ。日・

初診料/¥2630 寿 堆 /オ ーロラSR両 頼1回¥

25200、C02レ ーザー2mm以 下1個¥10500、 肝斑

レーザー トーニング 部分照射1回平21000ほ か

2痛みや腫れは、納得するまで確認を

レーザー照射でシミがたちまち消えたり、

深いシワがヒアル回ン酸注射で跡形もなく完

治、なんてことはありえない。レーザー照射

後は数週間単位のアフターケアが必要だし、

因師が考える痛みや腫れと、未経験者が想

像する痛みや腫れはレベルが違うことも少な

くない。それなりに痛みや腫れがあっても、

以前の施術法やレーザー治療などと比べもの

病気や怪我の治療ではないので、半年や1

年受診が遅れても、手遅れになるなんてこと

はありえない。
｀
思い切って

″
まで施術を受け

る必要はないのだから、納得できるまでじっ

ケアをサポると再発することも。ヒアル回ン

酸注射も、内出血で青あざができるのは覚悟

すべき。他の医療と同様、魔法ではないのだ

から、副作用やリスクもあると心得て。

にならない軽さだと、医師の感覚では 「たい

して痛くないし、それほど腫れないレベル」
になることもc互いの常識にギャップがある

場合を想定し、気になる点はしっかり確認を。

くりしっかリリサーチを。リスクや効果、費

用やメリット、デメリットを調べ、不安や疑

間を解消してから受診したい。最初のクリニ

ックで不安が残ったらセカンドオピニオンを。

3焦 明よ禁物 ! 十分な下調べを

濃さや種類で治療法も多様
完治まで3ヵ月は覚悟して

レーザーを照射すれば一発、と誤解されがちな

のがシミ治療。薄くもやもやした色素沈着から、

ツバカスや肝斑、本格的なシミまで、種類も多く、

シミのタイプと治療法の関係をざっくり表したの

が、下の写真と治療法チャー ト。淡いタイプはレ
ーザーなどの光治療よりも外用剤や内服葉が適す

ることが多く、色が濃くなると光治療が中心に。

淡くて面積が広いものだと、メソセラピーが効果

的なことうθ実勝は、笈数のタイプが湯なうてし'

それぞれ適した治療法も変わってくる。そこで、

ベストシーズン到来!
すっぴん勝負への奥の手、徹底解説(

紫外線が弱くなり、厚塗けJしてもくずれにくい冬は、実は美容医療にベストのシーズン。

施術後のUV対策やアフターケアも比較的簡単だから、クリエックデビューするなら、今がオススメだ。

iex↑:Sugoko KondO design:moshroom design
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フォトフェイシャルなど光・,PL

ることも多く、複数の治療を併用することもある。



自己診断はキケン! 複数の医師に当たつてみてもOK
シミの解消に専念しレーザー治療を薦める医師もいれば、シミだけでなく顔全体のくす

みや肌状態改善のためフォトフェイシャルやメツセラピー中心の医師も。治療を決めたら、

あらかじめクリニックのHPを見たり、複数の医師のカウンセリングを受けるのもいい方法。

AFTER

美白外用剤】
イヽドロキノン5gY3150～ など

メゾセラピー】
の内側に直接美白剤やビタミンCを注入BEFORE

閣 があいまいで光治療に適さない色素沈活や、フォ

フェイシャルなどの刺激が苦手な人に適しています」

あおい先生)というのが、注射針で直接、美白薬な

t注入するメソセラピー。使用成分によって効果や費

変わり、キメを整えハリを高めるなど複数の美肌効

も狙える。ダウンタイムはほぼなく、施術直後からメイ

クも硫 治療期間は個人差が大きい状 目安は3回。

【フォトフェイシャル】

BEFORE レーザーなどの光治療は色
に反応するものなので、シ
ミがごく薄いと道さず、ハ

イドロキノンの塗り票輸
療することが多い。もちろ
ん、美白コスメより高抑艶
治療中は、季節を問わず厳
重な紫外線防御が必須だ。

Qあ おいクリニック銀座

美白メソセラビー

6回コース¥228200症 例

40代 女性の治療例。複数のタ

イブのシミが混在 していたのが、

6回 の施術で右の状態まで改

善。キメが整い、ハリも高まっ

ている。ダウンタイムもほぼな

く、議 もしにくい。2研tの 色

なら、2～ 3回 で十分とのこと。

回鶏1500～など

●全顔1回如 ～など

,PL(光 治 療 )の 代 表 。総 合 ケ ア にも。

「ダウンタイムがほとんどなく、シミの治療と同

時にくすみの解消やキメの乱れを整えたり、総合

的な美肌効果が期待できるので、レーザーより人

気があります」(高見洋先生)。ただ、濃いシミの

治療には回数が必要なので、通しているのは、ある

程度までの波さのシミと考えるべき。レーザーほ

どではないけれど、カサブタなどの労悟も必要。

@タカミクリエック

1回 導42000経 過

写真右はフォトフェイシャル7日目。「顔全体
088を 改善さ祇 細かいシミも取り残すこ
とがありません。それでも気になるシミがあれ
は レーザーで治療していますJの

AFTER

@セ ラクリエック

1回 ¥3150経 過

BEFORE

lPとを部分的に照射した症例と照射後
3日で、うっすらとかさポたができる
が、目立ちにくい濃さ。7日後にそれ
が取れると薄くなる。数回繰り返すこ
とでより薄くなる。

AFTER

BE『ORE AFTER

【レーザー】
01回 判1500～など

「くつきり・ハッキリ」の
シミには、やはリレーザーで
濃いシミの治療には、やはリレーザー治

療が効果的。ただ、照射後の保護テープや

カサブタを我にする必要が。またレーザー

による炎定性の色素沈活の予防や厳重な紫

外線防御などのアクターケアが必須だ。「肝

斑には適さないと思われがちですが、出力

を調整した
｀
トーニング

″
なら、ダウンタ

イムなしで治療できます」(高瀬先生)。

Qセラクリエック

レーザー治療

1回 ¥21000症 例

照射3日後件映の写Dに
しっかりとかさぷたができ、
7日後(右の写真)、はがれ
た跡がうっすら赤くなって
いる。この後、炎症による
的 状態を確認しつ
つ、アフターケアを.

Q松 倉クリエック

Qスイッチルビー20ショット+
レチノイン酸・ハイドロキノン外用

5ヵ月計¥59430建 例

輪郭がはっきりとした濃
いシミを、Qスイッチル
ビーレーザーで濁孫 細
かいシミも路肖し、aA
ラのない肌に。照射後は
レチノイン酸などの外用
薬で炎症性色素沈着を防
ぐアフターケアカ切物乳

BEFORE AFTER BEFORE AFTER

れだ明仰i
●アフターケアを怠ると、新たなシミの危険が
●複数のシミが混在することも。まずは受診を
●施術1回で消えた'ブしない。術後ケアは必須


