
***以下の情報は、日本語となっておりますが、今後のご連絡につきましては、  

	 	 	 英語でお願い致します。*** 

脱毛及び植毛に関する 
一般情報  

1) なぜ髪の毛が抜けるのですか？ 

 

 
脱毛パターンは、頭皮の前頭部及び頭頂部のみに反応があり

ます。一般的に、この部分の毛髪はホルモンに対して敏感で

す。この部分の髪の毛は、一定のパターンで次第に薄くなり、

死んでしまいます。側頭部及び後頭部の髪の毛は一般的には

丈夫で、永久に成長します。当社はこの永久的な毛髪の毛根

（フォリキュラーユニット）を使用し、毛が抜けた部分に、

その毛根を移植するのです。 



2) 薬の服用はどのような効果があります
か？  

 

毛根が生きている限り、ミノキシジルやフィナステリドのよ

うな治療薬が薄毛を改善したり、ハゲを防ぐのに役立ち

ます。ただ、毛根が死んでしまっている部分は、どの治

療薬を使っても、新しい髪の毛は生えてきません。この

部分に髪の毛を生えさせる答えは一つだけ、植毛をする事で

す。 

 

3) 植毛方法は？ 
 



 

当社が提供しますフォリキュラー植毛は、貴方を変身させて

くれます。毛髪が自然に見えるように成長し、永久に成

長します。毛髪は長く延ばすメンテナンスは不要です。

また、ホルモンの影響による薄毛化が生じません。散

髪、毛染め、特別なお手入れを必要としないヘアース

タイルが可能です。髪の毛のブラッシング、シャンプー、ヘアオイ

ル、同様に一般的な髪剃りでさえ可能です。植毛後は、毛髪が生え



続ける為の薬の服用は必要ありません。 

植毛は通常は、局所麻酔による日帰り手術です。入院

や包帯などの煩わしい手続きはありません。非常に自

然で、快適な環境で行われます。 

 

4) 手術時間: 

手術は、植毛する毛髪の本数により、2時間から8時間ほど
かかる場合があります。手術は、非常に自然で、快適な環境

で行われます。アフマダーバードで2～3日ご滞在される事
をお勧めします。 

 

5) 何日くらいで仕事が出来たり、長距離
でのフライトや、旅行へ行く事が出来ま

すか？  通常は、ストリップ法手術（自毛植毛）やFUE法
手術（フォリキュラー・ユニット・エクストラクション）の

後、安静は1日とれば十分です。FUE法手術後は5~7日間、
ストリップ法手術後においては3～4週間、運動・ジム・水
泳・性交・スポーツ等は避けて下さい。 

手術の翌日には長距離フライトが利用出来ます。 

6)いつ頃になれば、他人に気付かれなく
なりますか？  



 

植毛部分のカサブタ（乾燥した血液）が無くなるまでに7～
10日程かかります。ストリップ法手術の場合、ドナー採取
部位が1.5インチまでならば、縫い目は隠せます。肌が白い
方の場合は、植毛部分の赤みが3～6週間残りますので、日
光照射を避けて下さい。この期間中に、帽子をかぶると気付

かれる事はありません。 

 

7) 新しいFUE 法と古いストリップ法のど
ちらの手術が良いのでしょうか？  



  

植毛には、最新の根拠に基づいた2つの方法があります。以
下は当社の見解です。:	  FUE法は、ストリップ法に比
べると優れた治療法であり、将来性のある治療法である
と強く信じています。 

 
 
1. FUE法または DHI法 (最新技術- 縫合が不要) (近年
の進歩による、現代的で縫い目の無い方法は、後頭部の線

状痕を残しませんので回復が早く、特に術後の痛みを伴

いません。術後の結果がより優れています。). 深度制御付
きの0.75～1mmのマイクロパンチを使用し、採取にはロレ
ンツォ技法を用います。この方法により、毛髪の質が良けれ

ば、顎鬚、胸、背中等からの体毛の採取も可能になります。 

 

 

動画でご確認下さい。: 

http://www.youtube.com/watch?v=GU3d0je6yZU&fe
ature=related 

2. 旧来の技法FUHT またはストリップ法 は、伝統的治



 

療法です。この治療法では、後頭部から皮膚の一部を切り

取るので、後部に縫合が必要となり、その部分に0.5から
1フィートの長さの線状痕が永久に残ります。ショート
ヘアは出来ませんので、ロングヘアを強制的にずっと続け



ている人もいます。回復にかかる時間は、後頭部の長い切

取り部分や縫合により、長くなります。手術中に、より多

量の失血があります。約10％の症例において、傷跡の痛
みを負い、頭皮のひきつりや、しびれが何ヶ月もの間ま

たは永遠に伴い、しかも傷跡が大きくなってロングヘアで

さえも隠すのが難しくなってしまいます。傷跡が突っ張る場

合は、後遺症の頻度が高くなります。白髪や白髪の多い髪は、

この治療法での分離作業が困難となります。縫合がある為、

運動・水泳・スポーツ・ジム・性交を何ヶ月間も避けなけれ

ばいけません。この治療法では見苦しい傷跡が残る為、採取

した体毛を利用しません。 

 
 
動画でご確認下さい。: 

http://www.youtube.com/watch?v=mYnzZ2y0GH4&f
eature=related 

 

 

 

 

FUE 法は FUT法（ストリップ法）と比較して、かなり
高額となりますが、優れた治療法であると強く信じて

います。それゆえ、縫い目がより少ないFUE 法のみ、
ご提供しています。  

 
 
2つの治療法の違いは、基本的には後頭部からの毛根の
採取であり、移植方法及び、この脱毛部分（受皮部）

での双方の最終結果は同じです。FUE は費用面を除け



ば、FUT （ストリップ法）に比べ、優れた治療法であ
ると強く信じています。 

8) 手術による副作用はありませんか？ 

回復とアフターケア: 

 



腫れや、かさぶたが最初の数日間に発生するのが通例です。

回復期間中は、皮膚への血液供給が減り、毛髪の成長に影響

を及ぼす可能性がある為、禁煙をしなければいけないかもし

れません。食事制限はありません。スプレーによる洗髪（ク

リニック提供による）が、手術の翌日から10日間、必要と
なります。かさぶたは、1週間後に剥がれ落ち始め、同じく
この症状により、植毛した毛髪も抜け落ちますが、移植した



幹細胞が1週間以内に根付いてきます。これにより、新しい
毛髪が生え、通常は3～6ヶ月で成長し始めます。8~12ヶ月
で、櫛がとける長さになり、約1年～1年半後には万全の結
果が期待出来る筈です。頭頂部に移植された毛髪は、前部の

成長に比べ、約1.5倍の時間がかかります。 

 

9) 費用: 

手術費用は、お客様の毛根の数（移植/毛包ユニット）によ
り、ご請求致します。ストリップ法（FUT）では、移植毛数
1本あたり35ルピー、FUE 法（縫い目の少ない治療法）で
は、1本あたり75ルピーです。1毛包ユニットまたは、移植
で1～4本の育毛が可能です。 

移植毛髪数及び費用は、下記図表にある脱毛のパター

ンによります。  

手術における上記費用には、外科手術費、手術室費用、麻酔

費、医療消耗品が含まれます。特別税10.3％が適用されま
す。血液検査及び術後のケアキットは、2,500ルピー以上か
かります。 

現金 クレジットカード (手数料2.5％及び身分証明用写真が
必要です。) 

ウエスタンユニオン(手数料3% )  

銀行間での振込み 

ペイパル(Paypal） (手数料4.5%) 



ストリップ法でのドナー部位の「トリコフィティック縫合

法」は、追加料金10,000ルピーがかかります。この縫合法
を選択された場合のみの費用です。これは、通常の手術の一

部ではありません。 

 (http://www.goodbyehairloss.com/trichophytic- 
closure.htm) ドナー部位のトリコフィティック縫合法では、
ドナーの傷からの育毛が可能になります。 
(http://www.goodbyehairloss.com/trichophytic- 
closure.htm). 通常の縫合法では、手術の傷から毛髪は育
ちません。それゆえ、髪の毛をあまり長くされていない場合

は、トリコフィティック縫合法は通常のそれより、傷が目立

たなくなります。 

 
 
 
 

10)結果及び保証は? 

新しい毛根を移植後、体に定着するのに10日間かかります。
そして手術に伴うかさぶたと一緒に、移植した毛髪がはがれ

落ちます。新しい毛髪は、3～6ヶ月後に生え始めます。約1
年～1年半後には万全の結果が期待出来る筈です。移植の成
功率に関しては、少なくとも85～95％で、すべての患者に
おいて、必ず毛髪の成長が見られます。医療界において、保

証書は出しませんが、結果に必ず従います。  

希望を持つことは大切です。毛髪密度を増やしたり、ハゲた

部分に植毛をしたりして、今の外見に磨きをかる事は可能で

す。しかし、当初の毛髪密度に、ぴったり合わない場合もあ

るかもしれません。若い頃そのままの毛髪密度や、映画俳優

のような外見にはなりません。しかし、普通に見え、自信を



取り戻せるでしょう。喫煙は、植毛後の成長に悪影響を与

えますので、移植前の数日と移植後の数ヶ月間は避けて下さ

い。結果及び最終結果は、以下の要因によって決定します。 

 

 

 

1. 植毛本数 2. 毛髪の太さ（直径）太いほど、良い。 3. 
移植した毛髪の流れ及び分布(これは手術における芸術
的部分であり、結果の自然らしさで決定されます。) 4.
皮膚 vs. 毛髪の対比 (対比が少ないほど、良い) 

 11) 短く散髪しますか?   

次の理由により必要となります。1. 移植部分の、正確で自
然な角度及び毛流れの促進。2. 既存の毛髪にダメージを与
えず、既存の毛髪の間への移植を容易にします。3. 散髪は、
術後早期の衛生状態を維持するのに役立ちます。4.移植本数
が1,000本未満である場合を除き、FUE 手術の場合、通常
は全ドナー部分のシェービングが必要です。 

13) 毛髪移植後、薬の服用が必要ですか。また期間は、
どれくらいでしょうか？   

 



 

移植した毛髪のメンテナンスに、薬の服用は必要ありませ

ん。しかし、男性ホルモンDHT の作用により、移植されて
いない毛髪が抜け落ちるのを、フィナステリド及びミノキ

シジルのような薬の服用で、遅めたり防いだりします。 

14) 症例展示:   

http://www.goodbyehairloss.com/photo_gallery.htm	  

 

15) 患者の証言:   
http://www.goodbyehairloss.com/testimonials.htm	  

 

16)  植毛の予約方法は?  

20,000ルピーを前金として、指定口座へお振込み下さい。 

Ahmedabad, Gujarat, India（インド・グラジャート州アフマダーバー
ド） 



BISHAN MAHADEVIA ICICI Bank （銀行） 
ICICI bank SG Road Branch（支店） 
普通預金No. 029501515482 
 
現金及び小切手は、最寄のICICI 銀行へ 

 または、インターネット経由でのご送金  (郵便宛先: ICICI 
Bank Sarthik II, Ground Floor, S.G.Road, 

Bodakdev, Ahmedabad 380054 )  

 

IFSC (インド金融制度コード)コード番号: 
ICIC0000295 MICR (磁器インク文字認識) コード番号: 
380229009 お客様の銀行口座からの国際電信送金は、こ
ちらのサイトをご覧下さい。  

Swift / ICICI Bank の送金用金融機関識別コードは、 
ICICINBBNRIです。   

電子送金についての詳細は以下をご覧下さい。: 

http://www.icicibank.com/pfsuser/icicibank/ibank-
nri/nrinewversion/money_transfer/money_transfer_o
thers/wire_transfer.htm 

注意事項：当社の方針に従い、前金のお支払いをされていな

い時点での、手術日の確認は致しません。前金をお支払いに

なられた方を優先しますので、遠方から来られる方は、手術

日の確認をされます事をお勧めします。前金を支払わずに来

られ、他の誰かがその日を予約していた場合には、その日の

お客様の手術は行われないかもしれません。 日時の予約を
される場合は、手術のタイプを伝えて頂く必要があり



ます。 (FUT または FUE) 通常、約1ヶ月前のご予約を取
られますと良いでしょう。  

.......................................................................... 

17)術前ケアはこちらをご覧下さい。

http://www.goodbyehairloss.com/before-‐transplant.htm	  
..........................................................................  
18) 脱毛予防に関する、薬の服用の詳細は、こちらをご覧下さい。: 

http://www.goodbyehairloss.com/minoxidil-‐and-‐finastride.htm	  

 

.......................................................................... 

 
19)  手術は、月曜日から木曜日の間のみ行います。金
曜日は、ご相談のみ受付ます。土・日曜日は、クリニックは

休館となっております。 

	  
	  


