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新着情報
『皮膚科 泉佳菜子 医師』
医師』が入職しました
入職しました！
しました！
『女性内科 小池雅美 医師』
医師』が入職しました
入職しました！
しました！
『韓国式美容針シルキーリフト
韓国式美容針シルキーリフト』
シルキーリフト』導入しました
導入しました！
しました！
切らないで部分
らないで部分瘦
出来る 『脂肪冷却』
脂肪冷却』導入しました
導入しました！
部分瘦身が出来る
しました！

皮膚科 泉佳菜子先生が
泉佳菜子先生が入職されました
入職されました
2013年12月より皮膚科に就任いたしました、泉佳菜子と申します。
横浜で生まれ、育ちました。
わたしは子供の頃体が弱く、何かと病院にお世話になることがあり、近所
の診療所から大きな大病院まで通院の機会がありました。
今思えば、大病院で颯爽と歩く白衣の医師や、忙しい中でも優しく気遣っ
てくれる看護師さん、ちょっとした心配事でも相談にのってくれた近所の
診療所の医師への憧れがいつのまにか自分を医師の道へと進ませたのかも
しれません。特に、診療所の先生への信頼は医師を目指す大きな動機に
なったように思います。
内科、外科、救急科をはじめ色々な科で研修医として働きましたが、その
中で皮膚科として勉強していく事を選びました。
皮膚は目に見えるので、皮膚疾患に悩む患者さんにとって、その悩みは例
え小さなことでも生活や人生にまで影響を与えやすいと思っています。そ
ういった意味で、美容的な皮膚の問題も気軽に相談できる外来にしていき
たいと思っています。
そして外来後に少しでも不安が解消され、元気になって帰って頂けるよう
な診療ができるようになれたらと、日々努力していく所存です。
皮膚科

泉佳菜子

医師

女性医療クリニックＬＵＮＡグループの運営理念である「女性の健康を守
り、5歳若くなるアンチエイジングを目指す」に少しでも貢献できるよ
う、わたしも微力ながら尽力していきたいと思っております。
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したが、LUNAをご利用の皆様に沢山の情報をお伝えするべく「LUNA通信」を創
刊する運びとなりました。
LUNAグループは、女性内科・婦人科・女性泌尿器科・乳腺外科・皮膚科・形成外
科・医療美容・エステを行っています。
LUNA通信では、クリニック内の様々な新着情報からスタッフのブログまで、楽し
く読めてしかも為になる情報を掲載していきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
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内科 小池雅美先生が
小池雅美先生が入職されました
入職されました
12月からLUNAの仲間入りをさせていただきました
小池雅美です。火曜日の内科を担当させて頂いております。
妊娠を期に放射線読影業務の一部を自宅で行うようになってから
友人やそのお子様の健康、栄養相談を受けるようになりました。
体を見るというのは、その症状のある場所や検査のデータを見ること
ではなく普段の食事、笑い声、遊ぶ様子、勉強の仕方、お友達との関係
そういう、生活のすべても含まれると痛感いたしました。
その延長として、漢方や栄養の勉強もはじめ今に至ります。
風邪や、腹痛などはもちろんですが
はっきりとした病気に至る前の、ちょっとした不調、なんとなく元気が無い
そういう状態のうちに早めのケアが出来るよう、お手伝いできれば嬉しく思
います。
内科

小池雅美

医師

閉経後の
閉経後の膣萎縮治療 Ｅｄｇｅ‐
Ｅｄｇｅ‐one導入
one導入
膣萎縮症とは、通常閉経後4～5年してから現れ、かゆみ・膣の潤滑低下・
性交疼痛・性交時の膣出血・多尿・白帯下（おりもの）など、さまざまな症状
を生じます。長年にわたり悪化し、性的能力や生活の質に悪影響を与えます。
これらは閉経後の女性の50％にみられる問題です。閉経後に卵巣のエスト
ロゲン産生が低下し、皮膚や粘膜が脆弱化することで発症します。

Edge-oneは美容医学で微小循環に効果があるとしてよく知られている顔の炭
酸ガス療法の原理を、膣粘膜に適用したものです。

閉経後の
閉経後 の 女性の
女性 の
50％にみられ
る 問題なのに
問題 なのに、
なのに 、
残念ながら
残念 ながら、
ながら 、 今
までは、
までは 、 対症療
法 しかなかった
のです。
のです。

（微小循環とは・・細動脈、細静脈や毛細血管などの血液循環のことで、炭酸
ガス療法は微小血管の循環を良好に維持するとされています。）

この装置は生殖器粘膜へ適用するための基本的要素を備えており、組織特性に
も適合する特定タイプのレーザーエネルギーを放出するため、熱損傷および副
作用を避けながら効果的に膣粘膜を刺激します。
もちろん、メスを使用するようなオペとも異なるので、身体への負担も少な
いです。
LR（外陰膣レーザー再形成）は局所ホルモン補充療法の補完代替療法であ
EdgeEdge - one

り、安全で効果的に長期の作用をもたらすします。

※ご相談ご希望の方は、泌尿器科

関口医師のご予約をお取り下さい
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韓国式美容針シルキーリフト
韓国式美容針シルキーリフト
溶ける糸でタルミ、シワを目立たなくします！！
韓国式美容針とは・・・
皮膚を切開しないで、心臓手術に使用している糸に特殊加工した物を
使用した針美容法になります。リフティング効果および皮膚真皮層の
コラーゲンの産生・増殖を図ります。
フェイスラインの形成と皮膚弾力を増殖させる総合アンチエイジング
若返り術です。（首～顔全体など、施術エリアのご希望を伺えます）
１０本まで
２６，２５０円
／ ３０本まで
６３，０００円
３０本の３回コース １５７，５００円
（使用する本数は、ご希望の施術部位やお肌の状態で異なります。）

LUNA関口理事長
LUNA関口理事長も
関口理事長もTRY!

Ｑ＆Ａ
・次の日から仕事は出来ますか？
術後の腫れは翌日でもお仕事に支障がない程度です。また内出血もほとんど出来る
ことはありません。まれにハレや内出血が出ることがありますがメイクでカバーで
きる範囲です。
・傷跡は残りますか？
術後は、メイクで隠せる程度の赤い点状の針跡がありますが数日間で目立たなくな
ります。強い力でマッサージは約１ヶ月間お控えください。
・どのくらい持続しますか？
１回目の施術から１ヶ月後に２回目、半年後に３回目の施術を行うことでリフト
アップされた若々しいお顔を持続することが出来ます。

※ご希望の方は、ＬＵＮＡメディカルビューティーセンターへご相談下さい

脂肪冷却はじめました
脂肪冷却はじめました！
はじめました！
脂肪冷却モニター募集！！

切らないで部分痩身が出来る！
脂肪は水よりも凝固する温度が高いので、治療部位を冷却すること
で、皮膚や血液よりも先に脂肪細胞内の「脂」が凝固します。
脂肪細胞内の脂が結晶化することで脂肪細胞は、代謝によってゆっ
くりと体外に排出されます。切開を伴わないので、体への負担が少
なく、治療部位の痩身効果を得ることができます。さらに、脂肪細
胞の数自体が減少するため、食事や運動によるダイエットのような
リバウンドも起こりにくいのです。

脂肪冷却

１回

定価

５２，５００円

３回で５２，５００円
※３部位それぞれ１回ｏｒ１部位を３回施術。

脂肪冷却 １ 回施術後
※ 効果には
効果 には個人差
には 個人差があります
個人差 があります
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掲載誌（
掲載誌（2013.６
2013.６～）

ＬＵＮＡリンク集

●サンデー毎日 尿トレのススメ（2013.6.2） ● VoCE 鍛えるべきは「骨
盤底筋群」だった（2013.6） ●VOGUEWork That

Body 女のコアを

鍛えて、サマーボディへ (2013.７)●医療タイムス 花咲く女性医療＠ヨコ

★女性医療クリニック
女性医療クリニックLUNA
クリニックLUNAグループホームページ
LUNAグループホームページ
ハマ

http://www.luna-clinic.jp/
★LUNAメディカルビューティセンターホームページ
LUNAメディカルビューティセンターホームページ
http://luna.medibeauty.net
★LUNAグループの
LUNAグループのBlog
グループのBlog
http://ameblo.jp/luna0456620618/
★Facebook
https://m.facebook.com/pages/女性医療クリニック
LUNAグループ/296035350411978?
id=296035350411978&_rdr
★Twitter
https://twitter.com/Luna_Clinic
★アートメイク・パラメディカルタトゥ
http://youtu.be/443du5dQl1U
★BioBio-Touch Japan
http://biotouchjapan.com
★LAレディーストリートメント
LAレディーストリートメント
http://ladies-treatment.jp
★ビビーブ協会
ビビーブ協会
http://www.viveve.info/association/
★婦人科形成NAVI
婦人科形成NAVI
http://fujinkakeisei-navi.jp
★女性の
女性の尿漏れ・
尿漏れ・尿失禁改善法
れ・尿失禁改善法・
尿失禁改善法・「薬に頼ることなく、
ることなく、自分
で出来る
出来る排尿トラブル
排尿トラブル総合
トラブル総合プログラム
総合プログラム」
プログラム」
http://www.hin-nyou.com/
★膣ケア.com
ケア.com
http://www.titsu-care.com/
★ボトックスVISTA
ボトックスVISTA
www.botoxvista.jp/cons_sp/
★ LUNA グループの 関口由紀理事長 が 、「 Doctor’ ｓ

性機能障害の展望（2013.6.17）●週刊現代

（2013.6.22）●週刊現代
●医療タイムス

花咲く女性医療＠ヨコハマ

ティーセンター、オープン（2013.7.15）
「燃え盛る性欲」がこわい

長生きするセックス

ホンネ編（2013.7.13）
"ちょっときれいに"ビュー

●週刊ポスト 50 代オンナの

（2013.7.19）●ａｎａｎ漢方ブック（２０１

３.７） ●健康 別冊付録 尿もれ、頻尿、過活動膀胱、前立腺肥大症をこっ
そり治す解決術（2013.8）● Health&Life 健康相談室 Q&A（2013.8）
●壮快

性感度がアップして潤い復活！締まりが大向上しパートナーも大喜

びの「膣トレ」（2013.8）● Girl's CELEB 緩みを解消し性的満足度 UP
デザイン整形も併用する事で理想のデリケートゾーンに（2013.8） ●週刊
現代 子宮頚がん こんな大論争ご存知ですか？（2013.8.10）

●美 ST

“細ぶちゃいく”な私が怖い！～誰にも言えない「密かなるぶちゃいく悩
み」相談室～（2013.9）●婦人画報

いつまでも乾かない「粘液力」の作

り方（2013.9）●女性の病気完全ガイド全国の女性外来（2013.9.20)
●「女の不調」解消 BOOK（2013）●辰巳出版ムック 骨盤底筋マジック
(2013.10) ●大人の流儀「女性性器の最前線」(2013.11) ●ゆほびか「女
性のシモの悩み」は自分で治せる (2013.11)●クリニックばんぶう 「クリ
ニックマネージャー養成講座」 (2013.11) ●医療タイムス 花咲く女性医
療＠ヨコハマ 野村監督が好き（2013.11.11） ●夕刊フジ 55 歳からの
性

SEX 検証(2013.10.31、11.7、11.14)●医療タイムス花咲く女性医

療＠ヨコハマ LUNA 保育室その後(2013.8.12、19)

●医療タイムス

花咲く女性医療＠ヨコハマ 今、話題の徳洲会について(2013.12.9) ●40
歳からの女性ホルモンを操る 53 の習慣（2013.12.21）●美 ST 「おしっ
こ美容」（2013.12）

●「女の不調」解消 BOOK（2013）

「いたわり下着」で冬支度（２０１３.12）
せる、婦人病が治る（2014.1）●女性自身
半身」（2014.1.5)

● GLOW

●ゆほびか 骨盤を温めるとや
ヘルス＋マネー「更年期の下

●婦人公論 快楽白書困ったときには相談したい「頼

れる病院・クリニック」リスト（2014.1.15） ● Health&Life 健康相談
室Ｑ＆Ａ(2014.1) ●JUST HEALTH トイレが近くてつらい「膀胱炎」
(2014.1)

File」
File」に掲載されています
掲載されています
http://doctorsfile.jp/h/36599/df/1/

死ぬまでセックス

●オレンジページ からだの本ほんとうによくわかる女性の不調

「膀胱炎」（2014.1） ●３分クッキングテキスト本 「過活動膀胱」（２
０１４.１） ●ゆうゆう

★メディカルズアイ
http://www.medicals-i.com/

尿もれ解消！(2014.2)

頻尿・尿漏れの悩み (2014.2)●夢 21 頻尿・
●女性自身

膣カンジダ (2014.1.7、14)

●宝

島社ムック 「女性外来の骨盤底筋トレーニング」（2014.1.16）●女性セ
ブン 「トイレ美容」（2014.1.16）

横浜元町 Shopping Street

EVENT

★2013年
2013年12月
12月26日
26日（木）
～2014年
2014年3月2日（日）予定
ウィンターイルミネーション
★2014年
2014年2月25日
25日（火）～3
）～3月2日（日）
チャーミングセール
★2014年
2014年3月15日
15日（土）
INJ セントパトリックデー・パレード
横浜元町2014

メルマガご希望の方は・・・

準備中

