
【最新Qスイッチ：スペクトラ】	



SPECTRAの適応 
１. 表在性色素斑 
　老人性色素斑（しみ）・そばかす・扁平母斑　などの治療 

2.. 深在性色素斑 
 　太田母斑・ADM・異所性蒙古斑　などの治療 

3.. タトゥー（刺青） 
 　あらゆる色素に反応。唯一、赤色系インクの除去に適応 

4. ルートロトーニング（肝斑・色素沈着） 
 　肝斑・PIH（色素沈着）への治療。肝斑治療の適切な条件を満たす唯一のレーザー 

5. スペクトラPeel（ロングパルス1064nm中空照射⇒肌質改善） 
 　ロングパルスモードによる　ニキビ治療・お肌の若返り（毛穴・小じわなど）治療 

6. ルートロPeel（Qスイッチ1064nm中空照射⇒色調改善） 
 　Qスイッチモードによるキメ・ハリ・タイトニング・色ムラなどの改善 

7. デュアルコンビネーションPeel 
 　上記５，６のコンビネーション治療。色調改善・お肌の若返り、トータルな肌質改善 
 　唯一、スペクトラのみが施術可能な治療方法 



2種類のレーザーの適応 
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デュアルパルスモード搭載 

スペクトラモード 
：300µsec 

レーザー光の照射 

ターゲットを破壊する 

Q-スイッチモード 
：5nsec 

熱が周辺に拡散する 

Q スイッチ モード 

•  5nsec 
• ルートロトーニング 
• ルートロPeel  

• 肝斑・PIH 
• 色むらくすみ・タイトニング 

スペクトラ モード 

•  0.3msec 
• スペクトラPeel 

• ニキビ・毛穴 
• 肌質改善   
• お肌のキメ・ハリ 



SPECTRA リジュビネーション モード	

デュアルピール治療　　　　　　　　
【ロングパルスモード＆ショートパルス
のコンビネーション治療が可能】 

スペクトラPeel 
肌質改善のために 

0.3 msec 

ニキビ・毛穴縮小 
コラーゲン活性、ツヤ 
肌のキメハリを整える 

ルートロPEEL 
くすみのない肌へ 

5 nsec 

色ムラ、くすみ 
色調改善、美白、タイトニング 
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肝斑治療療実現への
世界⼀一短い照射時間＆⾼高いピークパワー	
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トップ 
ハット 
モード 
ビーム 
の特長 

ガウシアン
モード 

ビーム 

の特長 

▶ 均等なエネルギー分布 
▶ 熱だまりがない—均一なエネルギー分布(緑)  
▶エネルギーは均等メラニンへ均等に吸収  

▶ 不均等なエネルギー分布 
▶ 高いエネルギーが中央に集中し不均一なエネルギーが縁の方へ吸収 
▶不均等なメラニンへの吸収。中央部分が焼けている 

NO hot spots! 

スペック　 他社レーザー  スペクトラ 

ビームモード ガウシアンモード トップハットモード 

 肝斑治療に不可欠トップハットモード 



Clinical photos – Freckles 



ADM 

1064nm Q-switched Nd:YAG Laser 

治療前 2回目治療後 



太田母斑 



Courtesy of Kevin Duplechain, M.D, USA  

Tattoo Removal 



Clinical photos - tattoo 

Before Post 2th Tx 

Courtesy of Kevin Duplechain, M.D, USA  



 Q-スイッチ Nd:YAGレーザーによる、 

新しいメラスマ(肝斑)治療のアプローチ 



‘ 効果はあるが、なかなか肝斑を除去することは難しい’ 
「従来のＩＰＬやﾚｰｻﾞｰ照射は禁忌であり、悪化をもたらした」 

従来の肝斑治療の限界 

ケミカル　
ピーリング	

イオン導入	

トレチノイ
ン・HQ	

トラネキサ
ム酸	



肝斑治療のために適切な条件 

・ 1064nm QスイッチのNd:YAGレーザー 

・ 完全なトップハットビームモード 

・ 短いパルス幅(<10ns) 

・ 高いジュール(J)数と高いピークパワー 

・ 整ったビーム照射 

・ 高速でも安定したエネルギー出力 



Pulsed Light 

クロモファー 直径 TRT 
(熱緩和時間) 

典型的な 
レーザーパルス幅 

メラノゾム内のメラニン < 0.5 µm < 250 ns < 10 ns 

 LUTROトーニングのメカニズム 



スペクトラ 

 短いパルス幅・高いピークパワーにより 
安全＆確実にメラニンを破壊 
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メラニン破壊が少ない	  
熱ダメージによりメラノサイトを刺刺激	  
肝斑の再発⾼高い

メラニンを破壊 
熱ダメージがなくメラノサイトを刺激	
治療後の再発なし 



肝斑治療【コリメートハンドピース】 
コリメートハンドピース 

⽪皮膚表⾯面とレーザーとの間にかかわら
ずスポットサイズは変わりません。	  
平衡に発射されるビームは⽪皮膚の深部
にまで到達いたします。	  
ハンドピースと⽪皮膚表⾯面の距離離が	  
変わっても臨臨床効果は変わりません。	

ズームハンドピース    

同じエネルギー出⼒力力において、ズームハ
ンドピースが⽪皮膚表⾯面から離離れれば離離れ
るほどビームサイズは⼩小さくなっていき
ますが、フルエンスは⼤大きくなっていき
ます。	  
ハンドピースと⽪皮膚表⾯面の距離離により	  
臨臨床効果が変わります。	
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スペック　 他社レーザー  スペクトラ 

ビームモード ガウシアンモード トップハットモード 

 肝斑治療に不可欠トップハットモード 



照射前	   照射直後 　若若⼲干の⾚赤み	  



操作しやすいタッチパネル操作画面 

便便利利なメモリーボタン	  3種類のレーザーの波⻑⾧長の切切換ボタン	   ⼀一発呼び出しトーニングボタン	  



Before Post 7th Tx 

Courtesy of Dr. I.H. Kim, M.D. Korea 

肝斑治療 ① 



Courtesy of Dr. I.H. Kim, M.D. Korea 

肝斑治療 ② 

Before Post 7th Tx 



Before Post 8th Tx 

Courtesy of Dr. I.H. Kim, M.D. Korea 

肝斑治療 ③ 





８回治療後

施術前 

新しい治療法：PIH 



８回治療後施術前 

新しい治療法：PIH 



デュアルパルスモード搭載 

スペクトラモード 
：300µsec 

レーザー光の照射 

ターゲットを破壊する 

Q-スイッチモード 
：5nsec 

熱が周辺に拡散する 

Q スイッチ モード 

•  5nsec 
• ルートロトーニング 
• ルートロPeel  

• 肝斑・PIH 
• 色むらくすみ・タイトニング 

スペクトラ モード 

•  0.3msec 
• スペクトラPeel 

• ニキビ・毛穴 
• 肌質改善   
• お肌のキメ・ハリ 



SPECTRA リジュビネーション モード	

デュアルピール治療　　　　　　　　
【ロングパルスモード＆ショートパルス
のコンビネーション治療が可能】 

スペクトラPeel 
肌質改善のために 

0.3 msec 

ニキビ・毛穴縮小 
コラーゲン活性、ツヤ 
肌のキメハリを整える 

ルートロPEEL 
くすみのない肌へ 

5 nsec 

色ムラ、くすみ 
色調改善、美白、タイトニング 



このスペクトラはQスイッチレーザーとロングパルスレーザーなどの 
組み合わせにより、様々なお肌の悩みに対して期待に応えて行きます。 

肝斑治療療だけでない	  
SPECTRAレーザーコンビネーション治療療	  

ルートロトーニング 
肝斑の部分治療 

ルートロPeel 
素肌の美しさを取り戻す 
顔全体の美白治療 

スペクトラPeel 
にきび・毛穴・小じわ・ 
ハリ・キメなど　　　 
肌質の改善治療 



ニキビ ① 

Courtesy of Dr. May Lee, MD., South Korea  

治療前 6回治療後 
(活動性の座瘡はなし, 
少々赤みが残る) 

さらに６ヶ月後の 
フォローアップ 



ニキビ ② 
◆６ヶ月後フォローアップ 

Courtesy of Dr. May Lee, MD., South Korea  

治療前 スペクトラピールでの 
６回目治療から６ヶ月後 



ニキビ ③ 

1回治療後から14日後 

Courtesy of Dr. May Lee, MD., South Korea  

治療前 

治療前 2回治療後 



毛穴 ① 

Courtesy of Dr. K.T. Hong, MD., South Korea  

治療前 2週間治療後 



毛穴 ② 

治療前 

Courtesy of Dr. K.S. Lee, MD., South Korea  

3回目治療後 



Nevus of Ota 

治療前 ルートロPeel12回後 

Courtesy of  W.S.Kim . M.D Korea 


