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高まる ピコ秒パルス幅レーザーへの期待
近年、レーザー治療の技術進歩は目覚ましく、従来のナノ秒
（ns）
パルス幅レーザー
（以下、ナノ レーザー）
に代わり次世代機
器のピコ秒
（ps）
パルス幅レーザー
（以下、ピコ レーザー）
が登場
し、注目されている。従来型に比べ、約1,000分の１の短い超高
速のピコ秒でレーザーを照射することで、皮膚に与えるダメージ
が少なく効果的な治療が期待できるという。2016年４月13〜15
日に福岡国際会議場で開催された第59回日本形成外科学会総
会・学術集会では、韓国・Sungkyunkwan University School of

Medicine皮膚科准教授のWon-Serk Kim氏とルーチェ東京美容
クリニック院長の加藤晴之輔氏が、それぞれピコ レーザーの治
療経験について講演を行った。ここではその概要を紹介する。
また、同学術集会に参加した Cutera Inc. CEOの Kevin
Connors 氏とキュテラ株式会社社長のMiguel Pardos氏に、同
社が販売するピコ秒およびナノ秒パルス幅レーザーを持つNd：
YAGレーザー「enLIGHTen™」
（以下、エンライトン）
の効果と可
能性について聞いた。
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エンライトンのレーザー照射

治療前
（Qスイッチ Nd：
YAGレーザーに抵抗性）

治療後
（１回の照射後）

波長：1,064nm フルーエンス：1.5J/cm2 パルス幅：750ps
繰り返し周波数：5Hz スポットサイズ：6mm

では、パルス幅短縮によって光
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また、ホクロの除去においても炭酸
ガス
（CO2）
レーザーとは異なり、治療
後にくぼみができないという点で有
用性が高いと指摘している。

2016/05/23 10:11

