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■報道関係各位 

 高品質美容医療を通してより良く生きる（Quality Of Life）を応援する聖心美容クリニック （医療法人社団美翔会 
所在地：東京都港区六本木、統括院長 鎌倉達郎、http://www.biyougeka.com ）は、脂肪から取り出した幹細胞を
頭皮に注入することで毛周期を正し発毛を促す、再生医療による薄毛治療「ケラステム（KERASTEM）毛髪再生」
を、全国8院※にて2015年4月16日（木）より施術スタートいたします。 
※札幌院・大宮院・東京院・横浜院・名古屋院・大阪院・広島院・福岡院 

2015年4月16日(木)～全国8院・施術スタート！  

「ケラステム(KERASTEM)毛髪再生」 

┃ケラステム（KERASTEM）毛髪再生とは？ 

 ケラステム毛髪再生は、自身の皮下脂肪から取り出した幹細胞（脂肪組織由来幹細胞／ADRCs）を頭皮へ注入し

て休眠状態にある毛包の発毛機能を復活させる、再生医療による薄毛治療です。アメリカで開発され、当院およびイ

ギリスでの臨床研究により、有効性や安全性が確認されています。男性のAGA・女性のびまん性脱毛ともに治療可

能な最先端の毛髪再生法です。 

■幹細胞とは・・・ 

“新しい血管”や“毛髪のもとになる細胞”などに分化したり、自らを複製する能力を持った細胞で、いわば組織や臓器

の大もととなる細胞です。近年知られているiPS細胞も幹細胞の一種です。 

当院では、皮下脂肪内に存在する「脂肪組織由来幹細胞」を用いた再生医療にいち早く着目。2007年より美容施術

への応用を開始し、これまでも豊胸術、若返り術における症例を重ねています。 

高品質美容医療を通して「より良く生きる（Quality Of Life向上）」を応援する 

<聖心美容クリニック＞ 

■幹細胞の注入で、なぜ髪が生えるのか？ 

 幹細胞を頭皮に注入することで、毛根の周囲に存在する「脂肪になる前の細胞

（脂肪前駆細胞）」が活性化します。この細胞から作られる「PDGF」をはじめとす

る様々な成長因子（グロースファクター）が、休眠状態の毛包幹細胞に作用し、

休止期から成長期へ移行スイッチが入るため、発毛が促されます。同時に、血

管を構成する「血管内皮細胞」が増加して頭皮の血流が改善されるため、毛髪

の成長にもつながります。 

幹細胞は、体内でさまざまな組織となり、働くことが可能 

ご自身の 

幹細胞を注入 
毛包幹細胞を刺激 発毛 

脂肪前駆細胞が 

活性化 

自身の幹細胞で、休眠状態の毛包が成長期へ！ 

国内初！最先端の薄毛治療 

■毛周期を正す、毛包幹細胞の存在 

 毛髪は＜成長期＞→＜退行期＞→＜休止期＞→＜脱毛＞という「毛周期」を繰り返しています。薄毛はこの毛周

期が異常を起こし、成長期が短く、休止期が長くなることで起こります。また、毛髪が成長する毛包の根元には、毛を

作り出す「毛包幹細胞」が存在することが、最近の研究で明らかになっています。毛包幹細胞は休止期から成長期

にかけて細胞分裂し、毛髪を形成していくため、毛包幹細胞の働きが悪いと休止期から成長期への移行がストップし、

抜け毛・薄毛が発生します。 

毛包が活発化し 

休止期から成長期へ 

成長因子(PDGF等) 

を分泌 
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┃「ケラステム(KERASTEM )毛髪治療」 概要 

施術費用 
処置時間 
日常生活    
 
  

※（   ）内は税込価格 

■施術の流れ 

：  
： 
： 

1回 150万円（162万円） 
3時間～4時間程度 
洗髪は24時間後、シャワーは3日後から可能、入浴は抜糸の翌日（8日後）からとなります。 

①施術当日の診察 
 脂肪の採取部位と、頭皮の注入箇所を確認します。 
 

②脂肪採取 
 脂肪は、ご自身の腹部・臀部もしくは、大腿部から脂肪吸引により採取します。 
 採取量は、少量(120cc～250ｃｃ程度)です。 
 

③幹細胞・脂肪組織の抽出 
 採取した脂肪から幹細胞を抽出。別途、幹細胞と混合して注入するための 
 濃縮脂肪を精製します。 
 幹細胞の抽出にはKERASTEM社製の専用抽出機器を使用し、スピーディに高精度に   
 抽出します。 
 

④頭皮への注入 
 幹細胞と移植用の脂肪を混合し、頭皮に少しずつ注入します。 
 

※麻酔： 脂肪を採取する頭皮への注入は静脈麻酔で行います。眠っている間に痛みを感じることなく、 
      お受けいただけます 

■施術費用 

■臨床データ 

ケラステム毛髪再生では、その臨床研究において
有効性が報告されています。 
 
治療前後で、毛密度においては約37％増加という
結果が出ています。 
 

また、毛数、成長期（右グラフ※）についても、大きく
改善しています。 
 

（※）イギリス Ziering Clinic臨床研究より(n=6） 

【脂肪注入部（頭皮）】 
 腫れ・痛み ： 1週間程度、少しの腫れ・痛み 
          があります。 
 内 出 血    ： 2週間程度で落ち着きます。 
 
  

ダウンタイム ：  

①40代男性。術後12ヶ月経過 ②40代女性。術後9ヶ月経過 

【ＡＦＴＥＲ】 【ＡＦＴＥＲ】 

【脂肪吸引部】 
 痛   み ： 吸引量は少量（120cc～250cc）のため、 
        筋肉痛程度です。 
 内出血 ：2週間程度で落ち着きます。 
 ※1週間経った頃から吸引部に硬さ（硬縮）が出ますが、 
   時間の経過とともに治まります。 

■症例写真 



東京院院長 
伊藤 康平 医師  

神奈川県出身。福島県立医科大学医学部卒業。 
美容外科医らしいセンスと誠実な人柄を兼ね備えて
いる。  

日本美容外科学会（JSAPS/JSAS）会員。日本美容
外科学会（JSAS）専門医。日本美容外科医師会会
員。日本外科学会専門医。日本臨床抗老化医学会
会員。レスチレン認定医。 

大阪院院長 
寺町 英明 医師  

岐阜県出身。岐阜大学医学部卒業。 
外見の美しさはもちろん、患者個人の内面の美しさ
をも引き出すことを重んじ、信頼を集めている。 
 

日本美容外科学会（JSAPS/JSAS）会員。日本美容
外科学会（JSAS）専門医。日本脳神経外科学会会
員。日本美容外科医師会会員。日本臨床抗老化医
学会員。レスチレン認定医。  

福岡院院長 
美原 寿之 医師  

大阪府出身。香川医科大学医学部医学科卒業。 
患者様の好みを把握し、“なりたい姿”を的確に提案
でき、老若男女を問わず信頼が高い。 

日本形成外科学会会員。日本美容外科学会
（JSAPS/JSAS）会員。日本美容外科学会（JSAS）専
門医。日本美容外科医師会会員。レスチレン認定医。 

  <海外>                                                           
 ● 上海院(中国上海市) 上海市長寧区紅宝石路388号5階 聖ミカエル病院内、200366 

‹国内› 
● 東京院   〒106-0032 東京都港区六本木6-6-9 ピラミデ2F 
● 札幌院   〒060-0005 札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ15F 
● 大宮院   〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252 ユニオンビル7F 
● 横浜院   〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ビルANNEX7F  
● 熱海院   〒413-0011 静岡県熱海市田原本町4-16 伊東園ホテル熱海館１階 
● 名古屋院  〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル3Ｆ  
● 大阪院   〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-45マルイト西梅田ビル2Ｆ(ホテルモントレ大阪) 
●  広島院   〒730-0035 広島市中区本通3-10本通サザン3F 
●  福岡院   〒810-0041 福岡市中央区大名1-1-38 サウスサイドテラス4F 

 ～医療法人社団 美翔会（上海院を除く国内9院）～ 

横浜院院長 
片岡 二郎 医師・医学博士  

茨城県出身。金沢医科大学大脳神経外科大学院
卒業。緻密なオペ技術においても実績が豊富で、聖
心美容クリニックにおいてトレーニング医を務めるこ
とも。 

医学博士。日本美容外科医師会会員。日本美容外
科学会（JSAPS/JSAS）会員。日本美容外科学会
（JSAS）専門医。日本形成外科学会会員。日本レー
ザー医学会会員。 

広島院院長 
宮多 和浩 医師  

石川県出身。金沢医科大学医学部卒業。 
個人の症状、想い、生活習慣を組んだ提案を行う。 
手術の正確さには特において定評がある。 

日本美容外科学会（JSAPS/JSAS）会員。日本美容
外科学会（JSAS）専門医。日本美容外科医師会会員。
日本外科学会専門医。日本臨床抗老化医学会会員。 

名古屋院院長 
伊藤 哲郎 医師 
 
神奈川県出身。福島県立医科大学医学部卒業。 
患者の悩みに向き合い、きめ細やかな提案を行う真
摯な姿勢が信頼を集める。 
  
日本美容外科学会（JSAS）会員。日本美容外科医
師会会員。日本外科学会会員。 
消化器外科学会会員。 
 

東京院 

大阪院 

熱海院院長・東京院医師                     
小林 美幸 医師・皮膚科専門医 

東京女子医科大学医学部卒業。 
「すっぴん.Dr」として、ノーファンデーション主義を貫
く聖心美容クリニックきっての美肌の持ち主。皮膚科
学に関する深い知識、実績を持つ。 

日本皮膚科学会専門医。日本美容皮膚科学会会員。 
日本美容外科学会（JSAPS/JSAS）会員。日本美容
外科学会（JSAS）専門医。レスチレン認定医。 

┃聖心美容クリニックグループ （全10院） ※2015年4月現在 

┃医師のご紹介 

統括院長 
鎌倉 達郎 医師  

宮崎県出身。宮崎医科大学医学部卒業。 
 

日本美容外科（JSAPS/JSAS）学会会員。日本美容
外科学会（JSAS）専門医。日本美容外科医師会会
員。日本形成外科学会会員。日本外科学会認定医。
日本再生医療学会会員。日本臨床抗老化医学会会
員。スレッドリフト研究会会長。日本臨床医学発毛研
究会認定発毛診療指導医。 

札幌院院長 
前多 一彦 医師・医学博士 

北海道出身。国立旭川医科大学卒業。  
豊富な症例経験に基づく技術力・提案力に定評がある。 

日本美容外科学会JSAPS正会員/JSAS会員。日本美
容外科学会（JSAS）専門医。日本美容外科医師会会
員。日本形成外科学会会員。日本形成外科学会専門
医。国際形成外科学会（IPRAS）会員。 

大宮院院長 
木塚 雄一郎 医師  

福岡県出身。島根医科大学医学部医学科卒業。 
患者目線の細やかな診察と施術に定評。 

日本形成外科学会専門医。日本美容外科学会JSAPS
正会員/JSAS会員。日本美容外科学会（JSAS）専門
医。日本形成外科学会会員。日本マイクロサージャ
リー学会会員。日本頭蓋顎顔面外科学会会員。日本
頭頸部癌学会会員。日本頭蓋底外科学会会員。 
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＜取材･掲載に関するお問合せ先＞ 

株式会社プリンコーポレーション 
担当 ： 山口、陳之内 

東京都港区南青山5-10-6 テラアシオス表参道6F 
TEL ： 03-5469-8226 FAX ： 03-5469-8227 E-mail ：info@prin-inc.co.jp 

＜ 掲載時のお問合せ先 ＞ 

聖 心 美 容 クリニック／フリーダイヤル ： 0120-225-347 

  http://www.biyougeka.com 

株式会社メディクルード  
聖心美容クリニック広報窓口 ： 山田 

東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル2F 
TEL ： 03-5770-5277 FAX ： 03-5770-5606 

 株式会社メディクルードは、国内に9院を展開する医療法人社団 美翔会「聖心美容クリニック」および中
国・上海院の、非医療分野の運営業務をトータルにサポートしております。 
聖心美容クリニックの運営支援を通じて、医師をはじめとした医療に従事される方々が、より質の高い医療技
術やサービスを提供できる体制を提供することで、クリニックに来院される方々が、心身ともに美しく若々し
い毎日を送っていただくためのサポートを行っております。 
さらには、近年の最先端技術といわれる「再生医療」分野での本格的な運営支援を開始するなど、美容外科の
枠にとどまらず、自由診療分野全般においても、医療技術の導入支援やアンチエイジング医療、毛髪再生外来
などのより良い医療運営を実現する支援体制を構築しております。 
 私たちは、多くの方々のQOL向上のお手伝いを通じて、社会に貢献していきたいと考えております。 

商 号 
設 立  
所在地   
資本金   
代表者  
従業員数     

株式会社メディクルード 
1997年12月9日  
東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル2F  
100,000,000円 
代表取締役社長   神成 裕介 
80名（連結・グループ法人680名）  
          ※2015年4月現在 

（運営支援会社）  株式会社メディクルード  会社概要 

 「医療機関総合運営支援サービス」 
 マーケティング支援サービス 
 人材派遣サービス 
 各種システム提供 
 事務支援サービス 
 設備賃貸サービス 
 経営コンサルティングサービス 
 医療ツーリズム仲介事業 

 （企画、通訳、翻訳、Webサイト構築など） 
 

「介護・福祉事業」 
  介護事業 
  福祉・介護事業コンサルティング 

＜事業内容＞  

＜聖心美容クリニックの取り組み＞ 
●ISO取得クリニック 
 品質管理マネジメントシステムの国際認証基準 
 ISO9001:2008の認証取得。継続的に認証を受け 
 高水準な医療サービスを提供しています。 
 
●美容再生医療の実施 
 脂肪組織由来幹細胞による豊胸、若返り、毛髪  
 治療やPRP療法等、再生医療を応用した美容施術 
 に積極的に取り組んでいます。海外医師団の視 
 察受け入れや海外での講演等、技術交流にも努 
 めています。 
 
●訪日中国人患者様の受け入れ 
 中国医師免許を持つスタッフが中国圏患者様の 
 来院をサポート。カウンセリングや施術時の医 
 療通訳、ケアなどを行う体制を完備しています。 
 
●カンボジア支援活動 
 NPO法人共生フォーラムの活動に参画。 
 クリニック窓口での募金受付を通じ、カンボジ 
 アでの技術教育センター設立支援等を行ってお 
 ります。 
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http://www.biyougeka.com/

