■報道関係各位
2010年4月19

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
聖心美容外科／聖心再生医療センター

組織再生医療第一人者Dr.グレッグ・マグワイヤー氏が研究開発に携わった薄毛治療の救世主！

グロースファクター（成長因子）による
世界最先端の毛髪再生療法を日本でいち早く導入！
薄毛治療

｢グロースファクター再生療法｣
2010年5月１日（土）～施術開始

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外科 （統括院長：鎌倉達郎、
所在地：東京都港区六本木）は、医療技術・学術に関して親交深き組織再生医療第一人者Dr.グレッグ・マグワ
イヤー氏が研究開発に携わった毛髪成長因子（グロースファクター）薬剤を使用する世界最先端の毛髪再生療法
｢グロースファクター再生療法｣を、2010年5月1日（土）より聖心美容外科全国8院で導入施術開始いたします。
■薄毛の原因は、グロースファクター（成長因子）不足！
グロースファクター（成長因子）とは、体内において特定の細胞増殖や、
分化を促進するタンパク質の総称です。現在、細胞と細胞の間の信号
物質として働くことがわかっています。

【40代後半女性】
BEFORE

薄毛の主な原因は、ホルモンバランスの影響やストレス、栄養不足と人
それぞれで個人差がありますが、共通していることは、グロースファクター
（成長因子）が不足して、毛根への成長シグナルが止まってしまっている、
という点です。発毛に欠かすことのできない栄養を十分に毛包へ呼び込む
ためにもグロースファクター（成長因子）を頭皮へ補完する治療法は、現在
最も有効な薄毛治療のひとつとして注目を集めています。

AFTER

■毛髪再生に有効なグロースファクター（成長因子）を厳選！
｢グロースファクター再生療法｣では、数多くあるグロースファクター（成長因子）の中から、毛髪再生に最適とされる
ものだけを厳選して採用されているのが特長です。男性、女性どちらにもお受けいただける治療法です。
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≪｢グロースファクター再生療法｣に使われる、 つのグロースファクター≫
□IGF-1（インスリン様成長因子）
髪の毛の他、筋肉、骨、肝臓、腎臓、神経、皮膚、肺
の細胞成長と発達に関わっている。毛包内の毛母細
胞を細胞分裂させ、発毛を促進させる効果がある。

□KGF（ケラチン細胞増殖因子）
髪の毛や皮膚が形成される際に必要なケラチン生成
をアシストする成長因子。毛包内に十分なケラチンを
供給することで、毛髪環境を整える効果がある。

□bFGF（線維芽細胞増殖因子）
主に血管に作用し、細胞の分化や増殖をコントロー
ルする成長因子。さらに強力な血管新生作用も有し
ており、頭皮の血流を促進させ、毛包内に十分な栄
養を供給する効果がある。

□HGF（肝細胞増殖因子）
2008年日本生薬学会第55回年会において、｢毛包・
毛髪強化因子の発現促進作用｣が報告された成長因
子。具体的には、休止期の毛包を成長期へと導く効
果がある。

□VEGF（血管内皮細胞増殖因子）
bFGFと同じく、血管新生作用を有しており、同様の効果がある。

■聖心毛髪再生外来なら、＋α で育毛促進！
2009年2月より設置されている聖心毛髪再生外来では、この｢グロースファクター再生療法｣と併用することで、より
高い発毛・育毛効果が期待できるオプションメニューもご用意しております。
◆ビオチン（ビタミンB群）
・・・ 健康な毛髪を構成するケラチンの生成に関与するビタミンB群。
◆PRP（多血小板血漿）
・・・ 患者さまの血液より採取する、いわば天然の成長因子集合体。
◆低出力エルコーニアレーザー ・・・ 低出力のレーザーを頭皮に照射。血行を改善し、発毛・育毛に必要な栄養素
を隅々まで届かせる施術。
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｢グロースファクター再生療法｣

診療の流れ

①カウンセリング
カウンセリングで、患者様の薄毛要因を特定し、治療プランをご提案します。

②写真撮影
現在の頭髪状態を記録するために写真撮影を行います。
治療中は1ヶ月ごとに頭髪の写真を撮って比較し、治療効果を確認します。

③麻酔クリームの塗布 （約20分）
頭皮に麻酔クリームを塗り浸透させます。これによりほとんど痛みを感じることなく
施術をお受けいただけます。
※痛みに弱い方にはブロック麻酔を行います。

④成長因子の塗布 (約10分～15分)
薄毛が気になる部分に成長因子を塗布します。
その後、極微細のステンレスススチール製針がついた医療用スタンプ
「ダーマスタンプ」を頭皮に軽く押し当てていきます。
｢ダーマスタンプ｣によって、頭皮には無数のごく小さな穴が開けられ、
成長因子カクテルを毛根の奥深くまで浸透させることができます。

⑤通院
薄毛治療は継続していただくことで発毛効果が期待できます。
治療効果の確認の意味でも定期的な通院が必要です。
【ダーマスタンプ】

■施術費用
672,000円 / 全16回

＜通院＞
初回～8回目・・・1～2週間 / 1回ペースで通院。
9回目以降 ・・・2～3週間 / 1回ペースで通院。

KGF （ケラチン細胞増殖因子）

bFGF （線維芽細胞増殖因子）

頭皮

HGF-1 （肝細胞増殖因子）
VEGF （血管内皮細胞増殖因子）
IGF （インスリン様成長因子）
VEGF （血管内皮細胞増殖因子）

毛包
※厳選されたグロースファクターの効果
毛母細胞

グロースファクター再生療法に使われる、5つの成長因子が、
毛包（毛髪が育つ過程で重要な組織）や血管に働きかけ、
栄養を呼び込んだり発毛環境を整えて、育毛を促進します。

毛乳頭
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聖心美容外科 ドクター紹介
聖心美容外科 統括院長
聖心美容外科附属 聖心再生医療センター所長

鎌倉 達郎 医師

Tatsuro Kamakura

1964年4月15日生まれ。
宮崎県出身。宮崎医科大学医学部卒業。
九州大学医学部附属病院にて外科全般を修得後、大手美容外科に勤務。
その優れた実績を評価され聖心美容外科に。2004年11月統括院長に就任。
2007年11月聖心再生医療センター<東京>を開設。幹細胞抽出機器『Celution™System
（セリューション™ システム）』 を導入し、現在、札幌、大阪、福岡を含む計4院で脂肪由来
幹細胞移植による豊胸や若返りの再生医療施術を実施している。
2009年2月、脂肪由来幹細胞移植による豊胸術の症例数世界一のドクターとして、米国
カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）を訪問、 講演を行う。その他欧米、アジア各国
医師や病院からの依頼を受け、美容再生医療に関する技術・症例講演を実施。医療の
発展を目指した国際交流と情報提供に精力的に取り組む。
日本美容外科学会会員。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。カンタース
レッドリフト認定医トレーニングインストラクター。INAMED ACADEMY認定医。日本初の第
１号、Corneal社公式認定医。オバジスキントランスフォーメーション認定医。

大阪院院長
聖心再生医療センター大阪 担当医
寺町 英明 医師 Hideaki Taramachi

東京院院長
聖心再生医療センター東京 担当医
伊藤 康平 医師 Kohei Ito
1973年8月30日生まれ。
神奈川県出身。福島県立医科大学医学部
卒業。福島県立医科大学第二外科にて外科学、救急
医療、麻酔全般を習得。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。

1970年2月4日生まれ。
岐阜県出身。岐阜大学医学部卒業。
岐阜大学医学部附属病院脳神経外科勤務。
同時に麻酔、救急処置などを習得。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。

日本美容外科学会会員。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。
カンタースレッドリフト認定医。

日本美容外科学会会員。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。
カンタースレッドリフト認定医。

聖心美容外科グループ （全国8院）
～医療法人社団 美翔会～

●東京院 / 聖心再生医療センター ＜東京＞
〒106-0032

東京都港区六本木6-6-9 ピラミデ2F

● 札幌院 / 聖心再生医療センター ＜札幌＞ ● 横浜院
● 大阪院 / 聖心再生医療センター ＜大阪＞ ● 広島院
● 熱海院 / ブレッツァ聖心美容クリニック
（メディカル・スパ「ブレッツァセイシン」併設院）
オフィシャルサイト ： www.biyougeka.com
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● 名古屋院
● 福岡院 / 聖心再生医療センター＜福岡＞
※ 聖心再生医療センター （全国4ヶ所）
セリューション™システムによる脂肪組織由来幹細胞移植
を行う美容医療施設を併設している院。

メディクルード 会社概要
株式会社メディクルードは、全国に8院を展開する医療法人社団 美翔会
「聖心美容外科」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。
聖心美容外科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
連絡先
事業内容

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
364,875,000円
代表取締役社長 神成 裕介
60名
TEL 03-5770-5277 FAX 03-5770-5606
●医療機関の経営に関する総合コンサルティング業務
●マーケティング支援サービス
●クリニック受付スタッフ派遣業務
●経理・労務・物流・出納業務等の事務代行業務
●クリニックの設備・医療機器賃貸業務
●患者管理システム・スタッフ管理システムの提供
●人事マネジメントサービス

＜聖心美容外科の取り組み＞

●ISO取得クリニック
大手美容外科では唯一ISOを
取得。美容医療機関としては
日本で初めてISOを取得し、
高水準なサービスを提供してい
ます。

●ピンクリボン活動の支援
再生医療による豊胸術や乳房
再建を行い、QOLの向上を応
援するクリニックの立ち位置から、
J.POSHオフィシャルサポーターと
してピンクリボン活動を支援して
います。

●メディカル・スパ「ブレッツア
セイシン」の展開
熱海にて、美容医療と温泉療
法を融合させたアンチエイジング
メニューを提供しています。

＜お問合せ先 ＞

株式会社メディクルード
担当 ：山田、松村
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
E-mail ： r_yamada@mediclude.jp

＜ 掲載時のお問合せ先 ＞
聖 心 美 容 外 科／フリーダイヤル ：0120-225-347

http://www.biyougeka.com
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