美容整形塾LiveSurgery

非会員1回受講のみも可

JAASアカデミー名古屋ライブ講習会（2症例）

本邦初！ DR水野 力の「埋没重瞼術(

)」「涙袋形成術(

瞼板上
端固定法

)」

二の腕
脂肪移植

｢挙筋固定法｣の欠点を補いながら、｢瞼板固定法｣の長所と埋没糸の瞼板貫通をさせない〝経結膜的瞼板固定法〝 は、Journal of Plastic,
Reconstructive & Aesthetic Surgeryに、涙袋形成術は、米形成外科学会誌に論文掲載される。オリジナル眼瞼形成術2つを
DR水野 が初めてJAASアカデミーで伝授する。

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。
10月8日（日） 講義編／TKP名古屋栄カンファレンスセンター ライブ編／アネシス美容クリニック
AM10時－PM5時 JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与
手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、マイクロサージェリーライブ供覧と共にモニターでも同時に観察します

特別講師から術者へ

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�

ビギナーはもちろん経験者にもぜひ観てほしい！
5・28ライブ講習会で議論白熱の
「簡単なようで奥深い重瞼埋没法」

定員を上回り開催された5・28DR麗の「腫れ少なく戻りにくい埋没重瞼」ライブ講習会では、
〝たかが埋没されど埋没〝と言わんばかりに講義、ライブ供覧で重瞼術に対する多様な意見が飛
び交い、議論が白熱した。今回は、1本の埋没糸のみで重瞼術を行う「経結膜的瞼板固定」によ
るDR水野の埋没法をたっぷりと聴講そして供覧しながら、さらに議論を深めてもらう。

継時的な消失や注入後青色に透けてみえるヒアルロン酸
に比べ、自家脂肪の移植による涙袋形成で生着率UP

水野医師が考案した側頭筋あるいは二の腕からの脂肪採取・移植による涙袋形成術は患者から
の満足度も高いという。ただ筋膜からの脂肪採取には抵抗感もあることから、最近ではもっぱ
ら二の腕からの脂肪を下眼瞼に移植し永続的な涙袋を形成し満足できる結果を出している。

10月8日（日）プログラム
◎ 受付

AM9:30～ TKP名古屋栄カンファレンセスセンター（名古屋市営地下鉄・
栄もしくは伏見駅より徒歩7分、新幹線名古屋駅より車で10分）
（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00～11:00 DR水野の 瞼板上端固定法による埋没重瞼術 講義編
「埋没重瞼の術式の違いとその長所、欠点～解剖学視点から考察するそして瞼板
固定法の変法としての瞼板上端固定法の術式のポイントと症例を動画を交え解
説する」
アネシス美容クリニック院長 水野 力MD
◎ AM11:00～PM12:00 DR水野の 二の腕脂肪注入による涙袋形成術 講義編
「涙袋形成術と下眼瞼の解剖学的な考察～そしてヒアルロン酸注入と自家脂肪移
植による形成術の相違と長所、短所を手術動画を交え解説する」
アネシス美容クリニック院長 水野 力MD

◎ PM12:00～12:30

DR 水野の 講義編 全体質疑応答
「埋没法 涙袋形成術についての術者と受講者とのディスカッション」
アネシス美容クリニック院長 水野 力MD
◎ PM12:00～1:00 昼食・休憩
PM1:00 全員で徒歩移動（10分）
◎ PM1:30～2:00 手術準備および前処理
◎ PM2:00～4:00 DR 水野の 二の腕脂肪注入による涙袋形成術 LiveSurgery
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：アネシス美容クリニック院長 水野 力MD
◎ PM4:00～5:00 DR 水野の 瞼板上端固定法による埋没重瞼術 LiveSurgery
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：アネシス美容クリニック院長 水野 力MD
◎ PM5:00～5:15 修了認定証書授与と記念写真の撮影
アネシス美容クリニック院長 水野 力MD

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

JAASアカデミー美容整形塾LiveSurgery
10月8日(日) 名古屋ライブ講習会（2症例）
本邦初！DR水野の「埋没重瞼術(瞼板上端固定法)」
「涙袋形成術(二の腕脂肪移植)」

手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、マイクロサージェリーの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
10月8日（日）

本邦初！DR水野 力の
名古屋ライブ講習会（2症例）
「埋没重瞼術」「涙袋形成術」
講義編／TKP名古屋栄カンファレンスセンター
ライブ編／アネシス美容クリニック

修了証
アネシス美容クリニック院長
水野 力 MD，PhD
美容外科・整形、二重まぶた、デ
カ目、鼻形成、あご・えら・ほほ
・まゆ骨削り、若返り、プチ整形､
涙袋形成など多岐にわたる美容医
療術を提供するアネシス美容クリ
ニックにあって、水野院長がこだわるのは「低価格治療」を
めざすこと。そして確かな技量、経験、整容的なセンスが
ともなっての治療費のコストダウンである。宣伝、外観設
備費など余計な経費を抑え、その分患者さんに還元してい
きたいとする水野医師の信念がそうさせている。クリニッ
ク名アネシスの語源はギリシャ語で「安心」という意味。
情報開示、リスク回避のための万全の体制、無痛治療にで
きうる限り配慮し術後のアフターケアを誠実に行うなど､7
つの「安心」をクリニックのポリシーに掲げる。多くの『学
会』、『論文』発表をする水野医師には、2016年「山本美
容整形塾」で学会発表では表現できない鼻形成術のポイン
トを講義で伝授、山本医師のライブでは特別コメンテータ
ーとして解説をして頂いている。美容外科に転身する前は
外科医でありながら「病理専門医」でもあった水野医師で
もあることから解剖学にも極めて高い知識をもつ。近年で
は愛知医大の柿崎 裕彦教授との共著、眼瞼手術のスペシ
ャリスト8人の中の一人として「眼瞼形成アトラス」の執筆
者でもある。業界では「数多くの論文、学術発表をし続け
るアカデミックな医師であり、豊富な手術経験値も備えて
いながら、非常に謙虚なお人柄」と、ドクターらからの好
感度は高い。日本美容外科学会専門医、AACS会員、国際美
容外科アカデミー認定医、名古屋市立大(医)外科学出身｡

2017年のJAAS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」に継承されたことは周知のとおりだ。田中亜希子医師、佐藤政広医師、曽山浩輔医師、居原田麗
医師、井谷豊医師らが「塾生」から「術者・指導医」になりシリーズ「JAAS美容整形塾」は2017年の上半期を終えようとし
ている。一方、上級者として新たにアカデミーの講師、指導医に加わっていただいたのが柿崎裕彦教授で、6月「柿崎塾」と
して眼瞼下垂ライブが開催されたことは記憶に新しい。そして、眼瞼手術の共著で柿崎医師とも交流をもつアネシス美容ク
リニック・水野 力医師が、アカデミー初さらにはライブ公開初の ｢埋没重瞼術(瞼板上端固定法)」「涙袋形成術 (二の腕脂肪
移植)」自家脂肪移植瞼板上端固定法2症例を10月8日に講師、指導医としてお迎えすることになった。昨年、「山本美容整形
塾」で特別講師を務めていただいた水野医師ではあるが、今回は指導医としてそのオリジナル術式を伝授いただく。

「山本美容整形塾」で特別講師、コメンテーター役を務めた水野医師が
指導医としてオリジナル術式を公開する。
二つの手術は、すでに海外の形成外科専門誌や柿崎教授との共著にて詳らかにされているが実際のライブ供覧は本邦初！
となることはいうまでもない。
「挙筋固定法」の欠点を補いながら、
「瞼板固定法」の長所と埋没糸の瞼板貫通をさせない瞼板
上端固定法による埋没重瞼術は、いわば〝経結膜的瞼板固定法〝ともいわれ、従来の瞼板固定法の欠点である埋没糸が瞼板を
貫通することによる瞼板の慢性炎症や縫合糸の露出による角膜障害を避けるため、瞼板後面に糸が露出しないよう上眼瞼挙
筋腱膜レベルの結膜より瞼板上端前部に糸をかける。加えて埋没糸は1本で単純なかけ方をしながら結紮する方法で、1本の
糸でループ状に皮膚3点固定する瞼板上端固定法となる。自然な美しい二重ラインができる｡もちろん2点法、3点法にも変更
できることはいうまでもない。
自家脂肪の移植による涙袋形成術は、Subciliary augmentation of the lower eyelid in Asians using a Deep temporal fascia graft
としてアメリカの医学専門誌「Aesthetic Plastic Surgery」に論文掲載されたもの。継時的な消失や注入後青色に透けてみえる
ヒアルロン酸に比べて、自家脂肪の移植による涙袋形成術であることから格段に生着率がアップする。側頭筋あるいは二の腕
からの脂肪採取・移植による涙袋形成術は、患者からの満足度も高いという。ただ筋膜からの脂肪採取には抵抗感もあること
から、最近ではもっぱら二の腕からの脂肪を下眼瞼に移植し永続的な涙袋を形成し満足できる結果をもたらしている。
オールラウンドな美容形成術をこなす水野医師ではあるが、とりわけ眼瞼形成、鼻形成の領域では、手術のスキルはもち
ろんアカデミアとしての評価も高いだけに、今回のライブ供覧は貴重な講習会になることは間違いない。DR水野が惜しげも
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
○資 格 取 得
○ 定員・参加費用
○受講者全員に
○主
催
○後
援

■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）
■10月8日受講のみでDR水野より修了証授与（JAAS会員は3単位重複授与）
■定員16名／ライブ受講歴のある医師90,000円（税別）、受講歴のない医師100,000円（税別）
■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
AASアカデミー 〒104‐0041 東京都中央区新富1-8-11-3F tel 03‐6222‐3121
JAAS日本アンチエイジング外科学会

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�

■ 10月 8日（日）限定16名

ライブ受講歴あり（会員･非会員共） 90,000円 ×
ライブ受講歴なし（会員･非会員共）100,000円 ×

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。

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/

