JAASアカデミー

シリーズ 重本 譲医師ライブ講座

非会員受講可

第3回 Dr Joe の美容整形ライブ塾
男前シリーズ First approach

韓流直伝！ ｢三角皮弁法」小鼻縮小、外側鼻軟骨と鼻翼軟骨ジョイントの
鼻尖・鼻柱形成術、顎脂肪注入、新規糸リフトLift LiveSurgery

「匠の技」術者（DR重本）に､ コメンテーター（DR水野）が､ 的を得た質疑､ コメントで理解度を深めていく
限定12名・受講者のみ（非売品）に講義、ライブ供覧の収録動画を配信します。

10月10日

日 AM10:00-PM12:30 講義：術前症例検討および昼食休憩／TKP銀座ビジネスセンター
PM1:00-5:20 ライブ供覧：ジョウクリニック銀座院 新型コロナ感染症対策には、講義会場収容50％以下など万全の対策を講じています。

隆鼻・鼻尖・小鼻縮小

隆鼻・鼻尖・小鼻縮小

今回のモニター

顔の脂肪吸引

今回のモニター

顔の脂肪吸引

いまだ好奇心衰えず。術者：重本 譲医師／コメンテーター：水野力医師と、共に「技術継承への
思い」もつ二人のドクターが共演。 美容外科医の技術教育は欠かせないと叫ばれて久しいが、医師の技量＝美容医療の経営基盤となる美容医療

ゆえにその技術継承は難しい。そんな業界の不文律にあえて挑んできたJAASアカデミーに、Joe医師が共鳴してスタートした美容整形塾ライブ講座は３回目を迎える。20
年以上のキャリアを持つ美容外科医・（医学博士）の重本 譲総院長だが、いまだ好奇心は衰えるところを知らない。大阪本院はじめ現在8院に拡大し、Joe医師が長年培
ってきたスキル、知識、経験を継承していくためにも美容医療を志す若き医師たちを積極的に迎入れ、一方で他院のドクターにも区別なく伝授していくために本ライブ塾
が開講した。今回も寺子屋塾で毎月、塾生たちに自らのスキルを公開しているアネシス美容クリニック・水野 力医師をお迎えして、コメンテーター役を務めていただく｡
DR JOEそしてDR 水野ともに、後継に技術継承していきたという、同じ思いをもつスペシャリストの共演をお楽しみにしていただきたい。

Rhinoplasty：韓流DRから直伝の小鼻縮小と鼻尖・鼻中隔、鼻柱形成を公開（オープン法）＝
外側法、内側法に軟部組織を引き込んで縫合するフラップ法を組み合わる「三角皮弁法」と外側鼻
軟骨と鼻翼軟骨ジョイントで、アップノーズにならず綺麗な鼻づくりを完成させる。耳介軟骨と鼻
用の寄贈ヒト無細胞真皮マトリックス・ブロック挿入で。小鼻縮小術では笑った際にいかに小鼻の広がりを抑えられるか、また

瘢痕をいかに目立たさないかがポイントになる。そして後戻りを軽減できる術式が重要だ。譲医師が韓国医師からの韓流直伝手技を2 回めにつづき供覧する。さらに、外側
鼻軟骨と鼻翼軟骨ジョイント法で、鼻尖、鼻中隔、鼻柱形成を行うが、ともすると自家組織の移植ではその固定で難易度は高い。アップノーズにきれいな鼻づくりをする
譲医師ならではの手術では、外側鼻軟骨と鼻翼軟骨ジョイントの調整や剥離のやり方がポイントになるという。 今回は、耳介軟骨と鼻用の寄贈ヒト無細胞真皮マトリック
ス・ブロック挿入で行う。講義とライブ供覧でたっぷりとその手技をみせていただく。

Facial contouring、Faceline、Rejuvanation：独自カニューレでの吸引術（ジョウ式吸引
術）を1、2回目につづき顎の脂肪吸引 ＝ 簡単のようで難しいカニューレ穿刺と吸引レイヤの見極
め。肌再生＆リフトでは、寄贈ヒト無細胞真皮マトリックスのコラーゲンフィラーとマグネシウム
水素スレッド、3D Spiral Lift 彫刻を削るように理想のボ ディ、フェイスラインづくりを供覧した1回、2回目（症例：裏面参照）譲医師の「匠の
技」を、今回も顎の吸引術で伝授してもらう。落ちにくい頬やあごの脂肪を落としてリバウンドの少ない吸引法をじっくり供覧してほしい。顔へのフィラー注入では、今回
初となる寄贈ヒト無細胞真皮マトリックスのコラーゲンフィラー（注射剤）を用いて施術していただく。加えて、新たな肌再生も行える糸リフトも初めて公開してもらう｡

10月10日（日）プログラム
◎受付 AM9:30～ TKP銀座ビジネスセンター（新橋駅､銀座駅から徒歩5分）（詳細地図はお申込時）
◎AM10:00-PM12:00 第3回DrJoe美容整形塾 講義編
「❶ジョウクリニックにおける脂肪吸引術メニューとそれぞれの特長および吸引部位、
注意点、カニューレについて、顎吸引での穿刺、レイヤー ❷小鼻縮小の基礎解剖、
切開法の種類、韓流式小鼻縮小術 ❸外側鼻軟骨と鼻翼軟骨ジョイントによる鼻尖、
鼻中隔、鼻柱形成とその手術効果 ❹耳介軟骨移植および寄贈ヒト無細胞真皮マト
リックス（鼻用コラーゲンブロック）の挿入について ❺肌再生を促す寄贈ヒト無
細胞真皮マトリックスのコラーゲンフィラー注射剤と新規スレッドリフト 「モニタ
ー症例をみながらの治療計画の考察および希望者症例提出によるディスカッション」
（医）聖美会 ジョウクリニック総院長 重本 譲MD,PhD
◎PM12:00-PM12:40 昼食・休憩 企業プレゼンテーション

主催：

JAASアカデミー

寄贈ヒト無細胞真皮マトリックス（鼻用コラーゲンブロック）
（コラーゲンフィラー）について
◎PM12:40 クリニックへ徒歩にて全員で移動（5分圏内）
◎PM1:00-4:00 第3回DrJoe美容整形塾 LiveSurgery（１）Rhinoplasty
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：（医）聖美会 ジョウクリニック総院長 重本 譲MD,PhD
◎PM4:00-5:00 第3回DrJoe美容整形塾 LiveSurgery（２）
顎脂肪吸引、新規糸、フィラー注入による肌再生とリフトアップ
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：（医）聖美会 ジョウクリニック総院長 重本 譲MD,PhD
◎PM5:00 第3回DrJoe美容整形塾 修了認定証書授与と記念写真の撮影
（医）聖美会 ジョウクリニック総院長 重本 譲MD,PhD

後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

第3回 Dr Joe の美容整形ライブ塾

10月10日（日） 韓流直伝！鼻尖・鼻翼・鼻中隔・鼻柱形成と鼻骨幅寄せ、
顎脂肪注入、フィラー注入、新規糸リフト Live Surgery
限定12名・受講者のみ（非売品）に講義、ライブ供覧の収録動画を配信します。JAAS会員には認定医取得のための3単位を重複適用

1回毎の受講で修了

10月10日（日）

第3回 Dr Joe の
美容整形ライブ塾
TKP銀座ビジネスセンター
ジョウクリニック銀座院

修了証

（第１回）再生豊胸（脂肪吸引→脂肪注入→シリコン抜去）
＊吸引量の少ないため片側 50cc をバストに注入

2回目となったDR JOEのライブ塾には、1回目でその手術スキルに感嘆した医師らがリピーターとなって集った。定員中お
よそ半数がそうしたリピーターで、もう半数は新規の参加となった。
「手術は机上の学問ではない。実践あるのみ」首尾一貫して、譲医師が肝に銘じてきた信念だ。自らのクリニックで後継の
医師らにも常日頃語ってきたことを、今回の講義冒頭でも参加医師らに投げかけた。とはいえ、その「匠の技」をこのライ
ブ塾で供覧しただけでは技能の習熟は難しい。まずは、ライブに入る前にもJAASアカデミー恒例の午前の講義プログラムが
欠かせない。第二回目ではうってつけのコメンテーターをお迎えして、手技の理論とポイントを聴講者に伝わるように「役
者」を揃えることになる。寺子屋塾の塾頭、水野 力（アネシシ美容クリニック）である。
「匠の技」の術者、譲医師の講義内容に対して、より理解度をあげるために、美容整形の豊富な経験と知識、見識そして国
内外の論文に精通する水野医師からは、譲医師が解説する手技の肝、使う資材、器具、機器などの美容医療デバイスについ
て、つっこんだ質疑、コメントがされていた。
講義では「JOEクリニックの顔の脂肪吸引術」「カニューレの仕様」「Malar Fat､Jowl Fatの吸引部位の確認」「顔の基礎解
剖とそのポイント」「韓流式鼻翼縮小、術式」「貴族手術と鼻腔および口腔内アプローチの違い」「3D Spiral Lift 立体らせん
状コグと埋入法」など、およそ2時間をかけ、進められた。
アカデミーからのリクエストに応えるかたちで脂肪吸引と「再生豊胸術」を公開していただいた第1回目につづき、脂肪吸
引のポイントを今回も挙げ、脂肪層（浅層、中層、深層：ライブ供覧では凹凸のない見事な吸引結果をみせた）を知り尽く
すこと、 安全に極限まで吸引し一方でどこまで残すか、むらなく凹凸のない綺麗なボディデザインに仕上げるか、必要最小
限の麻酔、吸引後の出血をいかに抑えるかなどを解説していく。 自らの吸引術を「ジョウ式吸引術」と名付け、細いカニュ
ーレで満遍なく穿刺、吸引し、吸引した脂肪はそのまま注入用のシリンジに移される。このシンプルなやり方の方が脂肪細
胞の生着率がいいという。 吸引、注入では最小限の陰圧操作にとどめ、脂肪細胞をできるだけ傷つけない。また手術時間も
通常の2倍の速さで終えることが大切だと話す。この「匠の技」は、午後のライブ供覧でいかんなく参加者に公開されること
になる。 そもそも今回の顔の脂肪吸引は、前回の参加者から関心が高く、そうした要望に応えるかたちで譲医師が顔の吸引
術を2回目に選んだ経緯があった。
講義とライブでは、脂肪吸引に加えて新しい3D立体らせん状コグを使用した糸リフトも公開された。

【第２回DR JOEの美容整形塾ライブ講座レポート】
「手術は机上の学問ではない」言葉どおりのスキルが披露される
（第 2 回）Malar Fat､Jowl Fat、顎の吸引と
3D 立体らせんコグ使用の糸リフト

（第 2 回）口腔内アプローチ貴族手術、鼻翼縮小

そして今回のライブである意味、参加者の最大の関心事ともいえるのが、韓流式の鼻翼縮小で、参加者のみならずコメンテーター
役の水野医師からも多くの質問が飛び交った。詳細は控えるが、術式は「三角皮弁法」と命名され、従来の外側法、内側法に軟部組
織を引き込んで縫合するフラップ法を組み合わせたものだ。後戻りを抑えて鼻翼幅の縮小効果を高める狙いがあるという。次に、貴
族手術に講義は移り、手術で使われる器具、特殊シリコンさらには麻酔剤、手術糸などの詳細が示され、そのあと手術の手順が示さ
れた。「手術の肝はプロテーゼのずれ、鼻翼の左右差をなくすことが肝要で、効果はアップノーズぎみに人中が少し長く気品のある
鼻翼基部ができあがる」という。鼻腔からのアプローチに比べ、表皮に傷がつかず、手術の術野が広いため、手術がやりやすいなど
の利点もあることを付け加えた。
講義会場から、午後のライブはところをジョウクリニック銀座院に移し、2症例のオペが行われた。譲医師の「匠の技」に参加者た
ちが終始釘付けになったことはいうまでもない（ライブ講習会の性格上、詳細は控えさせていただく）。

2021年 8月～12月 JAASアカデミーLIVE SURGERY TRAINING SCHOOL

（医）聖美会 ジョウクリニック
総院長 重本 譲MD,PhD
眼瞼、鼻、脂肪吸引、豊胸術はじめあらゆる美容医療を熟知､
実践する重本医師は、近畿エリア（7 院展開）では人気のドクタ
ーである。そして昨年銀座院をオープンし、いよいよ関東圏に
もその実力を発揮するチャンスを得た。「美容外科医はすべて
の手術方法を熟知し、的確なアドバイスと最適な手術ができる
幅広い知識や経験が必要で、それぞれの手術のメリットとデメ
リットをきちんと伝える誠実さが大切」と言い切る。必要です｡
またあらゆる美容ニーズに応えられるように、世界からいち
早く最新の美容医療情報を入手し、自らも海外へも足を運び新
しい手術、治療術を見出し、修学している。また、ジョウクリ
ニックで採用する医療機器のすべては、長年に渡る国内外の経
験に基づいて 厳しく選定した上で、効果・手法・安全性を満た
した最先端の医療機器だけを導入しており、重本医師に対して
指導医を要請する医療レーザーメーカーも少なくない。最近で
は自らも医療機器の研究開発に携わっている。平成 6 年徳島大
医）卒業後、大手美容外科クリニック院長に就任し、平成15年
ジョウクリニックを開設。以後、大阪本院はじめ８院に広げる｡

◎ 8月29日（日）第23回 DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 オステオボール除去による鼻翼縮小術、複合自家組織移植に
よる鼻尖形成＋隆鼻延長術
◎ 9月19日（日）公開講座セミナー／需要増すクリニックのメディカルエステ開設、増設と導入のやり方（会場内参加枠／YOUTUBEライブ
配信参加枠
◎ 9月26日（日）第24回 DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 人中短縮術、鼻形成術
◎10月10日（日）第3回DR JOEの美容整形ライブ講座 男前シリーズPART１ 韓流直伝の鼻尖・鼻中隔延長、鼻柱形成、小鼻縮小＆鼻骨
幅寄せ（オープン法：自家組織移植と寄贈の真皮マトリックス埋入）
◎10月24日（日）第25回 DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 よくある重瞼切開の再手術2症例
◎10月31日（日）第6回DR松山の若返り療法ハンズオンライブ講座 AZAクリおよびCPCラボにて「細胞再生医療ハンズオンライブ DR松
山＆DR山川によるPRPを超える成長因子PFC（3種フリー）、エクソソームのフリーズドライ製剤による点滴、顔面注射お
よび糸リフトに併用する製剤注入、膣内注入」＋体感
◎11月 6日（土）
‐7日（日）第12回JAAS東京ライブフォーラム 美容外科・皮膚、ネオエイジング、美容内科、メディカルエステの融合めざ
して
◎11月28日（日）第7回DR松山の若返り療法
◎12月
（日）第26回 DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会
◎12月 5日（日）第4回DR池田塾ライブ講習会
＊過去のライブ講習会､ ライブフォーラムのレポートは､ JAAS公式サイト（HTTP://WWW.JAAS-ONLINE.COM/）のアーカイブスに掲載中です｡

○日
程 ■2021年10月10日（日）
○受 講 対 象 ■美容整形・皮膚科、形成・整形外科、眼科、内科・婦人科系の医師（JAAS会員・非会員問わずすべて対象）
○資 格 取 得 ■1回の受講のみでDR重本 譲より修了証授与（JAAS認定医資格の履修単位３単位重複授与）
○定員・参加費用 ■定員限定12名／90,000円（税別）、DR JOE美容整形塾受講歴者８0,000円（税別）になります。
○受講修了者の特典 ■修了者には講義とライブを収録した動画（非売品）を配信します。
○主
催：JAASアカデミー
東京都中央区新川2-21-15-1007 tel 03‐6222‐3121 www.jaas-academy.com/
○後
援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイ ジング外科学会
○協
力：ジョウクリニック銀座院

参加登録 ≪お申込書≫ JAAS事務局 FAX 03－6222－3125
お申込者には御請求書を発行・事前登録制のため、お早めのご入金をお願いいたします。
お名前

電話

病院・施設名

FAX

ご住所

■ 10月10日
（日）限定12名

90,000円（税別）

×
DR JOE美容整形塾受講歴者 80,000円（税別）×

主催：JAASアカデミー 後援：一般社団法人JAAS 入会は http://www.jaas-academy.com/

名＝
名＝

円
円

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

