美容アンチエイジング医療塾LiveSurgery

非会員1回受講のみも可

2017年は、アカデミー過去ライブ講習で研さんし指導医からスキルを継承された後継の医師が惜しみなくその「技」を公開、伝授します

JAAS京都ライブ ( 若返り術２症例) 講習会

初公開！DR麗の「最新 植毛術(イタリア発：アジア初の施術法)」と
本邦初！DR井谷の「バービーチーク (目の下の頬隆起) 形成術」

欧州の皮膚科、整形外科、美容医療で普及し始める自動操作のバイオファイバー毛髪インプラント術をアジア第1号認定医・麗医師が人体模型(頭部)使いシミュレー
ションライブ。井谷医師からは、バービーチーク形成ができる数少ない術者の一人としてフィラー注入法を。共に本邦初！の「若返り術2症例」をフルオープンする。

定員限定16名・受講者のみに講義／ライブ供覧収録動画（非売品）を配信します。
9月10日（日） 講義編：TKP京都四条烏丸カンファレンセスセンター ライブ編：御所南はなこクリニック
AM10時－PM5時 JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与 前夜9月9日（土）PM8時～京都祇園の老舗店「八坂圓堂」で懇親会（自由参加）
手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、ライブ供覧と共にモニターでも同時に観察します

こんな先生方にぜひお薦めします

●技術を身につけたいが�学会に行�ても症例報ばかりで研鑽中の自分に
は吸収できない�
●日常の手術で困ることや合併症などの対処法を�気軽に相談できるとこ
ろがない�
●できれば手術をみながら他科から美容外科�美容医療に転向あるいは�
一部の診療を取り入れたいが�自分が手術をできるようになるか？
現場をみてみたい�

限りなく毛髪に近い「バイオファイバー人工毛」で、1本1本植毛
するBIOFIBRE HAIR Implant System。女性の薄毛、AGA
にも対応できる生体適合性が立証された自動インプラント植毛術

20年以上もの臨床科学研究に基づき開発に成功した本医療システムを、単身イタリアに赴き研修。
アジアの医師として初の認定医称号を得たDR麗が自然な光沢、ナチュラルな仕上がり、術後のダ
ウンタイム不要そして無痛の施術法を伝授します。人工毛は15、30、45㎝また多種類のカラー
バリエーション用意しカール、ウェービー、アフロヘアなど用途も広い。また安全性、柔軟性、耐
久性（一年後の脱毛率は10％）もCE他世界中の認証機関で承認済み。

ほんのわずかな頬のふくらみで立体感と若返りフェイスに輪郭形成
術の一つ「バービーチーク形成」を10～20分で 今まで公開してこなか

った井谷MDの目の下の頬Augumentation をJAASアカデミーの講師として初めて伝授してい
ただく。「肝」はフィラーの注入Layer（深層部）、注入量などと極細ニードルの使い方、そして
施術に要する手際のよさ。数少ない術者の一人として惜しげもなくそのスキルを公開する。

9月9日（土）

◎ AM11:30～PM12:00

PM8時～京都祇園・老舗店「八坂圓堂」で懇親会（自由参加 コース料理および飲み代でお
よそ一人25000円、それぞれ領収書がお店から発行されます。人数掌握の関係で希望者は裏
面申込欄に要チェック）

9月10日（日）プログラム
◎ 受付

AM9:30～ TKP京都四条烏丸カンファレンセスセンター（JR京都駅乗り換え京都
市営烏丸線・四条駅徒歩2分 阪急京都線・烏丸駅徒歩3分（詳細地図はお申込時）

◎ AM10:00～11:30

DR麗の 最新植毛術BIOFIBRE HAIR Implant System講義編
「イタリア発：日本発導入のバイオファイバー毛髪インプラント術の概要と施術法～
① 類似の人工毛植毛との比較及び無痛性、仕上がり感など
② 安全性生体適合性・安全性、人工毛の特性・種類、柔軟性、耐久性と女性薄
毛、AGA対応などその適応と他育毛術との併用法など 施術動画を交えて」
（医）ラナンキュラス会 麗ビューティー皮フ科クリニック理事長 居原田 麗MD（JAAS認定医）

DR井谷の バービーチーク形成術 講義編
「バービーチーク形成術とフィラー注入、脂肪注入、インプラント術～ミッドフェ
イスの基礎解剖とフィラー注入のポイント、注意点」
神戸ルミナスクリニック院長 井谷 豊MD
◎ PM12:00～1:00 昼食・休憩
PM1:00 送迎車にて御所南はなこクリニックへ移動
◎ PM1:30～2:00 手術準備および前処理
◎ PM2:00～4:00 DR 麗の BIOFIBRE HAIR Implant 術 人体模型(頭部)によるLiveSurgery
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：（医）ラナンキュラス会 麗ビューティー皮フ科クリニック理事長 居原田 麗MD
◎ PM4:00～5:00 DR 井谷の バービーチーク形成術 LiveSurgery
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：神戸ルミナスクリニック院長 井谷 豊MD
◎ PM5:00～5:15 修了認定証書授与と記念写真の撮影

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/

非会員でも受講可、ご入会手続きは http://www.jaas-academy-.com/ から

初公開！DR麗の「最新 植毛術(イタリア発：アジア初の施術法)」と
本邦初！DR井谷の「バービーチーク (目の下の頬隆起) 形成術」
9月10日(日) JAAS京都ライブ (若返り術2症例) 講習会

手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、ライブ供覧と共にモニターでも同時に観察します JAAS会員は「認定医」資格単位3単位を重複授与

1回毎の受講で修了
9月10日（日）

JAAS京都ライブ講習会
若返り術2症例
講義編：
TKP京都四条烏丸カンファレンセスセンター
ライブ編：
御所南はなこクリニック

修了証
（医）ラナンキュラス会 麗ビューティー皮フ科クリニック
理事長 居原田 麗MD（JAAS認定医）
同院は京都駅から快速で20分とアクセスも悪くはない。とはいえ中心部から少し
離れたエリアであることから京都、大阪など大都市の美容クリニックに患者は流
れると思いがちだ。しかし麗ビューティー皮フ科クリニックは違う。全く逆の発
想で、近隣エリアだけではなく京都、大阪、兵庫はもちろん、北陸、東海など幅
広いエリアからの集患に成功しており、患者は次の新しい治療を受けるべく、滋
賀県草津市へと何度も足繁く通っているという。地方都市にありながらも幅広い
エリアから新患を集め高いリピート率を得る。100坪以上あるクリニックでは目元
や鼻、輪郭、注入・リフトなど顔の治療で40種類程度、しみ、ニキビ治療などス
キンケア治療で60種類以上、さらに痩身、豊胸、プチ整形などで50種類ほどの診
療メニューを用意する。「新しい治療法は積極的に取り入れる」というだけあり､
最新レーザーによるスキンケア治療やヒアルロン酸、ボトックスなどの注入はも
ちろん臍帯血幹細胞やヒト骨髄幹細胞によるアンチエイジング治療など様々で、
二重整形や経結膜脱脂、眼瞼下垂等の目元の治療、さらに乳頭陥没・乳頭縮小な
どのバスト治療、モナリザタッチによる膣のアンチエイジング、小陰唇縮小手術
などのデリケートゾーン治療、リポセルやウルティマアンサンブルなどの痩身治
療なども人気で全国から相談にくる。そして、開院当初から症例数を積み重ねて
いる二重整形や眼瞼下垂治療では、術式に改良を重ね続けた結果、現在は「腫れ
が少ない戻りにくい埋没法」と「切らない眼瞼下垂」の需要が高いという。「腫
れが少ない戻りにくい埋没法」は、糸の通し方などに独自の工夫をすることでよ
り強度の高い二重ラインにすることができ、万が一3年以内に戻ってしまった場合
は無料で修正をするという3年保証もつけている。開校当初から、JAASアカデミー
で講師の池田医師、山本医師（鼻尖軟骨縫縮術を伝授される）などのライブ授業
を学びオリジナルの治療法を考案、それが集患へと結びついたことはいうまでも
ない。5月には、アカデミーで継承した眼瞼形成術のスキルを、居原田医師が「教
える側」として初のライブ講師を務め、定員を超える反響を呼んだことは記憶に
新しい。そしてこの9月、最新の植毛術を自らイタリアに研修に赴きアジア第1号
の認定医を取得したことを受け、JAASアカデミーのために日本初公開となるライ
ブ授業をお願いした。国立滋賀医科大学卒業。大阪の美容クリニックなどで勤務
した後、2011年麗ビューティー皮フ科クリニック開院。

美容皮膚科・美容外科・皮膚科・形成外科
神戸ルミナスクリニック院長 井谷 豊MD
患者目線で新しい最良の治療法を提供する神戸ルミナスクリニックでは、美容皮
膚科、形成外科、美容外科さらにはアンチエイジング内科など多岐にわたる。そ
のためには自ら納得し、良いと思ったものしか薦めないスタイルを頑なに貫く。
院長・井谷 豊医師のポリシーでもある。2010年同院の院長に就任してから、最
新技術を積極的に取得し、日本でも数少ない美容医療法を多数実践してきた。今
回初公開となるフィラー注入、脂肪吸引後の脂肪注入による「バービーチーク形
成術」もいち早く修学し治療に取り入れてきた数少ない術者の一人だ。一方で多
くの経験と知識を生かし、「患者さんに充分な説明と理解を求めながらも安心・
安全を重視するために、リスクも含めた丁寧なカウンセリング」をしている。川
崎医大在籍中にミネソタ州立大にジェネラルドクターの研修留学したのち、同大
の関連病院で、消化器、乳腺甲状腺・呼吸器・小児外科、麻酔科、救命救急に携
わる。大阪府内、神戸市内の外科部長を歴任しながら鏡視下手術300例超、全身麻
酔500例超をこなし、その後外科医から美容外科医へと大手美容外科に入職し、美
容医療に専念した。2011年、日本の医師として初となるベイザーボディデザイン
脂肪吸引の指導研修をRenewal Surgery Centerにて受け、フルライセンスをとる。

JAASの特筆すべき活動がドクタースクールとしての「ライブ授業」を行うJAASアカデミーであることはいうまでもない。長きに
わたってその授業をけん引してきた一人である山本 豊医師（山本美容整形塾）がひとまず指導的な立場を離れ、ゲスト講師として
後継を支えていくことになったことは周知のとおりだ。そして本年2017年のアカデミーの講師陣は、「山本美容整形塾」、池田 欣
生医師の「アンチエイジング美容外科塾」、故・中間 健医師による「美容アンチエイジング医療再生医療」、さらには「美容外科
解剖・執刀トレーニング」などで学びスキルをさらに研さんしてきた「塾生」に継承された。この9月「京都ライブ講習会 美容ア
ンチエイジング医療塾」の指導医となるのは、5月につづき2回目となる居原田 麗医師。さらに初の講師となる井谷 豊医師である｡
このお二人のドクター、5月の「切らない眼瞼下垂」「腫れ少なく戻りにくい埋没重瞼術」において、教える側と受講する側で共に
技能を確認しあう立場となり、JAASアカデミーならではの「教授のいない医局」さながらの光景となった。そして9月は、両ドクタ
ーからそれぞれの若返り術を惜しげもなくライブ供覧でオープンにしていただく。

BIOFIBRE HAIR Implant Systemの施術は
慣れれば800～1000本／時間の植毛術。簡単で迅速な処置ができる
欧州の皮膚科、整形外科、美容医療で普及し始める自動操作のバイオファイバー毛髪インプラント術をアジア第1号認定医・麗医師
が人体模型 (頭部) を使いシミュレーションライブし、方や井谷医師からは、バービーチーク形成ができる数少ない術者の一人として
フィラー注入法を共に本邦初！の「若返り術2症例」をフルオープンしてもらことになる。前者は、限りなく毛髪に近い「バイオファ
イバー人工毛」で、1本1本植毛するBIOFIBRE HAIR Implant Systemで、女性の薄毛、AGAにも対応できる生体適合性が立証された自動
インプラント植毛術である。開発元のイタリアMEDICAP社と臨床医が共同で、20年以上もの臨床科学研究に基づき開発に成功した本
医療システムで、日本いやアジアで初めて単身イタリアに赴き研修した 麗 MDが施術テクニックをみせる。アジアの医師として初の
認定医称号を得たDR麗からは、800～1000本／時間の植毛をこなせるスキルが公開される。自然な光沢、ナチュラルな仕上がり、術
後のダウンタイム不要そして無痛の本施術法は、人工毛BIOFIBREを包括するケラチン層が新生した毛包を外部の感染から保護し、瘢
痕を残すことなく完全に以前の毛包を抽出する。人工毛移植で問題となる感染症についてはCEはじめ世界中の認定機構から承認され
たHAIRインプラントであることから全く心配はない。HAIRも15、30、45㎝また多種類のカラーバリエーションを用意しカール、ウェ
ービー､アフロヘアなど用途も広い。その柔軟性、耐久性（一年後の脱毛率は10％）も認証機関で承認済みであることは同じだ。類似
の人工毛植毛術に比して、1本1本植毛できることも大きな特長である。
一方、後者の「バービーチーク形成術」を伝授してもらう井谷医師からは、ほんのわずかな頬のふくらみで立体感と若返りフェイ
スにする目の下の頬隆起術を供覧してもらうが施術時間はわずか10～20分と短い。脂肪吸引後の脂肪を注入する輪郭形成術「バービ
ーチーク形成」に比べ、ヒアルロン酸注入では前処置の時間も短縮できることもメリットだ。「肝」はフィラーの注入Layer（深層部)､
注入量などと極細ニードルの使い方、そして施術に要する手際のよさであることは言うに及ばない。数少ない術者の一人として惜し
げもなくそのスキルを公開していただく。

最新版 JAASアカデミー Training Live Surgery Course
First Study ：◎ 1月29日（日）美容婦人科塾 Dr 田中のスレッドリフト・テクニック（終了）
◎ 3月12日
（日）第3回公開ライブ 日韓仏独イスラエル美容医療ハンズオンフォーラム（終了）
◎ 3月25日
（土）26日（日）アートメイク塾 Dr Kimのソウル医療アートメイク術ライブ（終了）
◎ 4月 2日
（日）美容アンチエイジング再生医療塾第2回Dr北條の再生医療ライブ（終了）
◎ 4月23日
（日）美容整形塾 Dr曽山のPenis Live Surgery（終了）
Second Study：◎ 5月28日（日）美容整形塾 Dr麗のビギナーのための「切らない眼瞼下垂」
「腫れ少
なく戻りにくい埋没重瞼」ライブ講習会（終了）
◎ 6月11日
（日）美容整形塾 Dr柿崎の眼形成・再建術 視機能を重視した眼瞼下垂ライブ講習会（終了）
◎ 6月17日
（土）18日（日）第19回JAAS解剖・執刀トレーニングソウルカトリック医大美容外科解剖（終了）
◎ 7月30日
（日）美容アンチエイジング再生医療塾第3回Dr北條の再生医療ライブCAL
乳房増大術DR 辻（終了）
◎ 8月26日
（土）27日（日）第2回DR Younのスレッドテクニック・ライブ講習会in Seoul
Third Study ：◎ 9月 3日（日）日韓 医療アートメイク術ハンズオン入門ライブ
◎ 9月10日
（日）京都ライブ講習会・初公開！DR麗の「植毛術」DR井谷の「バービーチーク形成術」
◎ 9月19日
（月）20日（火） ソウル・DR朴のバジナルサージェリーライブ講習会
◎10月 8日
（日）名古屋ライブ講習会・DR水野のオリジナル眼瞼形成術
◎10月15日
（日）福岡ライブ講習会・スレッドテクニック2症例SELFLOCKによるフェイ
スリフト＆糸リフトによる「たち耳修正術」
◎10月28日
（土）29日(日)ソウル・DR Jin Park（三星クリニック）のトラブル症例の
修正術（眼瞼形成・鼻形成）
◎11月11日
（土）12日（日） 第8回JAAS東京ライブフォーラムin Shinagawa
◎11月25日
（土）26日（日）27日（月）第20回JAAS解剖・執刀トレーニング
タイ バンコク チュラロンコン大 美容外科解剖
このほか、11月～12月にかけて2～3回のライブ講習会を予定しています。
＊過去のライブ講習会、ライブフォーラム（2007年～2017年）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

○受 講 対 象

■美容整形・皮膚科、形成や、美容医療を始めてまだ日の浅い医師・整形外科、婦人科、眼科、麻酔科、
内科など他科専門医まで（JAAS会員および非会員問わずすべて対象）
○ 資 格 取 得 ■9月10日受講のみでDR麗、DR井谷より修了証授与（JAAS会員は3単位重複授与）
○ 定員・参加費用 ■定員16名/ライブ受講歴のある医師70,000円（税別）、受講歴のない医師80,000円（税別）
○受講者全員に ■参加者全員に当日の「講義・ライブ」収録の動画（非売品）を配信します。
○前夜9日（土）懇親会 ■京都祇園の老舗店「八坂圓堂」でPM8時より（自由参加）コース料理および飲み代でおよそ一人25,000円、それ
ぞれ領収書がお店から発行されます。人数掌握の関係で希望者は申込欄に要チェックを入れてください
○主
催
JAASアカデミー 〒104‐0041 東京都中央区新富1-8-11-3F tel 03‐6222‐3121
○後
援
JAAS日本アンチエイジング外科学会
○施 設 協 力 御所南はなこクリニック

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
�税別�
�税別�

ライブ受講歴あり（会員･非会員共） 70,000円 × 名＝
ライブ受講歴なし（会員･非会員共） 80,000円 × 名＝
9日
（土）懇親会（約 2.5万円･自由参加）要チェック
※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。
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/

■ 9月 10日（日）限定16名

円
円
□参加

