医療レーザー脱毛説明書/同意書
ご予約いただける時間


平日 9：05～11：20、14：35～17：50
土曜 9：05～12：20
（施術部位により多少異なりますのでご予約の際にご確認ください）

治療の説明


レーザーを毛周期に合わせて 2 か月以上の間隔で５回程度当てることで、80~90％の施術効果が期
待できます。間隔は開けすぎても効果は低下しません。



女性のお顔・背中・二の腕・おへそ周りは、脱毛してもうぶ毛が残りやすい部位です。
元々の毛が濃い方には有効ですが、最初からうぶ毛の方には効果が十分に出ないことがあります。



痛みには個人差がありますが、毛の濃い部分やお顔の脱毛では多少の痛みがあります。



中学生以下で脱毛を行った場合は成長に伴い再び多少毛が生えてきてしまう可能性があります。

以下の方は治療をお受けになれません


施術前の 2 か月間、および施術後の 1 か月間しっかり紫外線対策ができない方。



妊娠・授乳中の方



ケロイド体質の方（傷やニキビが盛り上がって治ったことがある方など）



出血性疾患や心臓疾患を有する方、血液サラサラの薬剤を服用されている方



施術部に金の糸や刺青、ヒアルロン酸などを入れている方、アザや肝斑、皮膚疾患のある方



関節リウマチで金製剤（シオゾール、グレリース、リザベラなど）の使用歴のある方

★以下の項目についてご確認いただき、ご理解・ご納得いただけた場合は□に✓をいれてください★
剃毛ルールについての注意点


必ず施術前日の夜、または当日の朝に毛を剃ってください。
（毛が伸びているとヤケドの可能性があるので、前日夜より前には剃毛しないでください）



剃毛が不十分だとヤケドしたり、脱毛効果が弱まったりする可能性があるので、しっかり剃毛して
いただきますようお願いいたします。



当日、剃り残しがある場合はこちらでお剃りいたしますが、追加で 1 部位につき 1,100 円（税込）
をいただきます。（VIO はそれぞれを 1 部位として計算させていただきます）
また、剃り残しが多いために規定時間内に施術が完了しない場合は、施術の途中でも脱毛を終了さ
せていただきますのでご了承ください。



なお、ご自身での剃毛が難しい“背中・腰・おしり・O ライン”の 4 部位に限り、ご希望があれば 1
部位につき 1,100 円(税込)にてこちらで剃毛いたします。
ただし剃毛時間を確保する必要がございますので、必ずご予約の際にお申し出ください。



剃毛はお肌に優しい電気シェーバーがおすすめです。
T 字カミソリを使用する場合はクリームやジェルを使用し逆剃りしないようにしてください。
除毛クリームは肌に負担をかけることがあるのでおすすめしません。

施術前日までの注意点


施術の 2 か月前からは毛抜きや脱毛ワックスなどは行わないでください。



施術の 2 か月前からはしっかり紫外線対策を行ってください。日焼けしている場合はヤケドの可能
性が高くなるため、ご来院いただいても施術をお断りすることがあります。



施術の前後 1 週間はワクチン接種を控えてください。

施術当日の注意点（在院時間の目安：30 分～。脱毛範囲により異なります。）


施術部には何も塗らずにご来院ください。（日焼止め、制汗剤、保湿剤などすべて NG）
お顔は施術前に洗顔していただきますので OK です。



施術部には日が当たらないような服装でご来院ください。



お顔の場合はコンタクトレンズを外していただきますのでケース・保存液をご持参ください。



お化粧・日焼け止めは可能であれば翌日以降からが望ましいため、お帰りの際の紫外線対策のため
に帽子や日傘などをご持参ください。お帰りの際にお化粧がどうしても必要な場合はなるべく軽め
にしていただき、落とす際もこすらないようにしてください。



大きなホクロや濃いシミ、アザの部分には施術できません。小さなホクロは薄くなることがござい
ます。脱毛範囲に残したいホクロがある場合はお申し出ください。



生理中は VIO の脱毛はできませんので、その場合はお早目に予約の変更をお願いします。

施術後の注意点


ご帰宅後もほてりが続く場合は冷水で冷やしたタオルで冷やしてください。



シャワーは当日から可能です。施術部は石鹸の泡で優しく洗浄し清潔を保つようにしてください。
赤みが完全に引くまでは強い刺激（ゴシゴシ洗う、スクラブ石鹸を使うなど）は避けてください。
湯舟はできるだけ翌日以降からにしてください。



施術後の数日は乳液やクリームなどでしっかり保湿をしてください。



運動、プール、サウナなどは施術後 2 日間は控えてください。



施術後の赤みが数日間続くことがあります。赤みが引くまでの間は 1 日 2 回お渡しした軟膏を塗
り、赤みが引くまでは湯舟や運動、サウナなどは控えてください。



施術後からの数週間はまれに毛穴に細かいかさぶたができることがございますが、正常な反応で心
配ありませんので、無理にかさぶたをはがさないようにしてください。



レーザーを照射した毛は施術後 1～3 週間で自然に脱落します。
その間は一時的に毛が濃くなったように見えることがありますが問題ございません。



施術後の 1 か月も必ず紫外線対策をしてください。

合併症など（合併症は可能性をゼロにできません。どうしても心配な方は施術をお控えください）


脱毛効果は体質や部位により異なりますが、5 回でおおむね 80～90％です。
6 回以上行ってもわずかなうぶ毛は残り、100％の脱毛はできないことをご了承ください。



白い毛には効きません。



施術後からの数週間は毛穴に細菌感染が生じ、ニキビのようにブツブツになることがあります。
毛包炎と呼ばれる状態で体質による影響が大きく、予防法はありません。
通常は 1 か月以内で治癒しますが、症状が強い場合は一時的に色素沈着することがあります。



ごくまれに施術部の毛が太く・濃くなること（硬毛化）があります。硬毛化は体質の影響が大き
く、予防法はありませんので硬毛化した場合でも補償はございません。多くの場合は硬毛化しても
時間とともに改善したり、何度かレーザーを照射し続けたりすることで改善しますが時間と回数が
かかります。まれに完全に元に戻らないこともあります。硬毛化を防ぐため、もともと毛の生えて
いない範囲には施術を行いませんのでご理解ください。



ごくまれにヤケドをおこすことがあります。ヤケドをおこすと痕が残ることがあります。



まれに部分的に白く抜けることがありますが、自然に軽快します。



メラニン色素のない白い毛にはレーザーが効かないため、脱毛が進むにつれて白い毛が目立ってく
ることがあります。



光線過敏のある方は合併症が出やすくなる可能性があります。



合併症はできる限りの対応を当院で行いますがご返金はできないこと、お薬代などが別途かかるこ
と、合併症を他の病院で治療した場合はその治療費をお支払いできないことをご了承ください。



この治療には合併症の可能性があります。近いうちに大事なイベントのある方はご注意ください。



いずれの場合も症状が強い場合や長引く場合、心配な場合は通常の保険診療でご受診ください。



初回は同意日から 1 年間、2 回目以降は前回施術から 1 年間、施術のご予約が可能です。



レーザー機器は機械の性質上、突然故障することがあります。その場合はご予約を別の日に変更さ
せていただくことがございますので、大変恐縮ですがあらかじめご了承ください。
柏の葉皮ふ科

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
私は医療レーザー脱毛について十分に説明を受け、合併症・注意点についても十分理解し納得いたしま
したので、治療を受けることに同意致します。

同意日：

年

月

日

本人住所：〒

本人氏名：

※本人が未成年の場合は親権者（法定代理人）同意書が別に必要です。
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