JAAS聖心美容クリニック第2回ライブ講座 非会員1回受講のみも可
経結膜下脱脂 ＋
Microfat&Nanofat注入

DR鎌倉の下眼瞼形成（
LiveSurgery

）術

重瞼術に比べデザイン≒結果で差異少ない。一定のルールさえ知れば未経験者にも会得しやすい｡
コメンテーター役には柿崎 裕彦MD（愛知医大 眼形成･眼窩･涙道外科教授 を迎え、
解剖学からみた手術セオリーと症例検討会を講義と術中ディスカッションでも検証する。
限定20名・受講者のみ（非売品）に講義、ライブ供覧の収録動画を2 週間後に進呈

7月1日（日）講義＆ライブ供覧：聖心美容クリニック東京院のカンファレンスルーム・ライブ会場 AM10時－PM4時30分
JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与

手術撮影モニターを設置、眼瞼形成のマイクロサージェリーをライブと同時に観察します

2017年12月 第1回目ライブより

経結膜脱脂 術前

＋Nanofat 術前

経結膜脱脂 術後

＋Nanofat 術後

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�

下眼瞼のたるみ、クマは老若男女に幅広い需要。ただし出血によ
る術後クレームを誘発する恐れあり。その予防すべき脱脂箇所､
脱脂量の決定など細部まで解説する。 加齢と共に下眼瞼のたるみ、また若齢で

も気になる目の下のクマ。老若男女そしてその原因、適用もまちまちだが、多くは靭帯や眼輪筋な
どの緩みから眼窩脂肪が突出、下垂していくことでたるみとなる。術野を展開しながらの脱脂箇所
、脱脂量の決定などクレームを誘発しないそのセオリーを開示する。

眼窩脂肪3つのコンパートメントのデザイン、仕上がりを予測する
脱脂量が「肝」。そして抽出脂肪をmicrofat Nanofat化して
陥凹修正、ちりめん皺に注入するコンビネーション術も伝授する｡
平らで滑らかな仕上がりにするためには、眼窩脂肪3つのコンパートメントを見極め術前のデザイ
ンと的確にまたバランスよく脱脂することが手術の「肝」という鎌倉医師。加えて、脱脂した脂肪
をmicrofat Nanofat化するチューリップ社最新の分離キットを使って、凹んだ箇所に注入、あ
るいはちりめん皺を修正していく併用治療術も伝授していただく。

7月1日（日）プログラム
◎ 受付

Nano Transfer

AM9:30～聖心美容クリニック東京院（六本木駅から徒歩3分・詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00～11:00 DR鎌倉の 下眼瞼形成＋コンビネーション術式・動画解説
「下眼瞼形成の術式の選択と経結膜脱脂術の適用について～治療プラン、3つのコ
ンパートメントデザイン、脱脂箇所、脱脂量の決定とマイクロファット、ナノファ
ットの作成と注入法および症例、施術の動画解説」
鎌倉 達郎 MD PHD (医)美翔会 聖心美容クリニック統括院長（横浜市大医学部 臨床教授）
◎ AM11:00～PM12:00 DR柿崎の 眼窩周辺の基礎解剖講義
「眼窩周辺の解剖学からみた眼瞼形成の手術セオリー」
柿崎 裕彦 MD PhD 愛知医大病院 眼形成・眼窩・涙道外科教授（OPRS理事長）
◎ PM12:00～12:30 下眼瞼形成術の症例検討会
鎌倉 達郎 MD PHD (医)美翔会 聖心美容クリニック統括院長（横浜市大医学部 臨床教授）
コメンテーター：柿崎 裕彦 MD PhD 愛知医大病院 眼形成･眼窩･涙道外科教授（OPRS理事長）
◎ PM12:30～1:00 昼食・休憩（お弁当・お茶支給）

（お断り：モデルの都合により1症例になる場合もあります）
DR 鎌倉の LiveSurgery ケース（1）
モデル（1）ムンテラ、デザインマーキング、ライブ供覧
術者：鎌倉 達郎 MD PHD (医)美翔会 聖心美容クリニック統括院長（横浜市大医学部 臨床教授）
コメンテーター：柿崎 裕彦 MD PhD 愛知医大病院 眼形成･眼窩･涙道外科教授（OPRS理事長）
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
◎ PM2:30～4:00 DR 鎌倉の LiveSurgery ケース（2）
モデル（2）ムンテラ、デザインマーキング、ライブ供覧
術者：鎌倉 達郎 MD PHD (医)美翔会 聖心美容クリニック統括院長（横浜市大医学部 臨床教授）
コメンテーター：柿崎 裕彦 MD PhD 愛知医大病院 眼形成･眼窩･涙道外科教授（OPRS理事長）
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
◎ PM4:00～4:30 修了認定証書授与と記念写真の撮影
術者：鎌倉 達郎 MD PHD (医)美翔会 聖心美容クリニック統括院長（横浜市大医学部 臨床教授）
コメンテーター：柿崎 裕彦 MD PhD 愛知医大病院 眼形成･眼窩･涙道外科教授（OPRS理事長）
◎ PM1:00～2:30

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聖心美容クリニック第2回ライブ講座
経結膜下脱脂 ＋
Microfat&Nanofat注入

DR鎌倉の下眼瞼形成（

非会員1回受講のみも可

）術LiveSurgery 7月1日（日）

手術撮影モニターを設置、眼瞼形成のマイクロサージェリーをライブと同時に観察します

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

DR鎌倉の
下眼瞼形成術LiveSurgery
修了証
鎌倉 達郎MD（医）美翔会 聖心美容クリニック統括院長
（横浜市大医学部 臨床教授）
第104回日本美容外科学会総会（JSAS）の会長として、かつてないほどの世界規模
での大会となり国内はじめアジア、アメリカ、欧州各地の美容外科学会と接触し
ネットワークを構築しながら、過去最大の大会に導いた。人柄は温厚で人望も厚
く、聖心グループの各院、各専門科のドクター達のまとめ役として統括院長を務
める。美容形成全般にわたり習熟し、患者からの信頼も厚い。一方で聖心再生医
療センターの所長も兼任し再生医療新法で今後本格的に稼働する再建術＋美容形
成における豊胸術の普及に努めていく。JAASアカデミーの解剖実習では、指導役
として4回にわたり参加、また海外でのFresh Cadaverミッションにも幾たびか参加
し、解剖実習の経験値も極めて高い。眼瞼形成、鼻形成、フェイスリフトなど美
容形成、皮膚でのオールラウンドな知識と高いスキルをもつ。2017年春、横浜市
大 医学部臨床教授に就任した。89年宮崎医科大卒。
柿崎 裕彦MD 愛知医大病院 眼形成・眼窩・涙道外科教授
（OPRS日本眼形成再建外科学会理事長）
柿崎医師をあえて説明するまでもない。美容外科、形成の世界ではその眼形成に
おける学識そしてスキル力は類まれなドクターとして知られる。愛知医大では眼
球付属器を対象とした眼形成・眼窩・涙道外科の外科的治療を行い、視機能や整
容美も配慮した診療、治療を提供している。一方で臨床研究での成果を日本のみ
ならず世界にも発信しており、ヨーロッパ眼形成再建外科学会、アメリカ眼形成
再建外科学会のボードメンバーに日本で唯一ついている。またアジア太平洋眼形
成再建外科学会では学会長も歴任し、
「日本が先んじてきた眼形成再建医療をアジ
アに広めていく」ために、尽力している。「医師の技能」
「臨床研究者のとしての
たゆまぬ努力と豊富な論文発表」「後継の臨床医育成に力を注ぐ熱血教授」「人情
と正義感を愛する人間力」などなどその人物像は幅広い。96年大阪市大（医）卒
業後、関連病院勤務、大手美容外科など勤務したのち、現在の愛知医大・眼科学

2017年、JAASアカデミー掉尾を飾るライブ講習会が聖心美容クリニック東京本院で開催され、片岡医師（＊）による世代
別 眉下リフトLiveSurgeryには定員を上回る受講医師が参加した。世代による症例の標準パターンを数値化しながら手術の
セオリーを公開してもらったが、その際コメンテーター役として労を尽くしていただいたのが鎌倉 達郎医師である。現在､
JAASの理事としてもご尽力いただく。そして聖心美容クリニック各院のドクター達のまとめ役でもある統括院長、鎌倉医師
が今回は、自らが講師、術者となって下眼瞼形成術のライブ講座を務めていただくことになった。JAASアカデミーが主催す
る聖心美容クリニック第二回目のライブ講座である。鎌倉医師は眼瞼形成、鼻形成、豊胸術、アンチエイジング美容の施術
などなどその守備範囲は多岐にわたるユーティリティ美容外科医であることはいうまでもなく、そのスキルと温厚、誠実な
人柄は、後継の聖心美容のドクター達に受け継がれており、先にライブ講習をお願いした片岡医師ももちろん例外ではない｡
『聖心イズム』ともいうべきその伝統が、患者からの厚い信頼を勝ち取っているといえよう。さて、本ライブ塾では鎌倉医
師に加え、柿崎 裕彦教授もお迎えし、眼窩周辺の解剖学からみた眼瞼形成の手術セオリーについて講義とDR鎌倉の手術で
のコメンテーター役をお願いした。講義後半の症例検討会とあわせて、眼瞼形成外科医として高い見識とスキルをもつDR
柿崎から、美容形成医が陥りがちな「ピットフォール」を伝授していただく予定だ。

美容外科医ゆえ、その仕上がりは技量を左右する
術野の展開に必須の「道具」筋鈎の選択、使い分けもポイントに
講師・鎌倉医師によれば「重瞼術に比べデザイン≒結果でそれほど差異は少ない。一定のルールさえ知れば未経験者にも
会得しやすいはず」という経結膜脱脂術だが、術後の出血によるクレームを誘発する恐れもあり、その予防すべき脱脂箇所､
脱脂量の決定などが重要となる。マイクロサージェリーには欠かせない術者の展開に際し、筋鈎の選択、使い分けなども解
説しながら、脱脂箇所、脱脂量の決定などクレームを誘発しないそのセオリーを細部にわたって開示していただく。とりわ
け術後に平らで滑らかな仕上がりにするためには、眼窩脂肪3つのコンパートメントを見極め術前のデザインと的確にまた
バランスよく脱脂することが手術の「肝」だとして、デザインマーキングから始まり、前処置の局麻、小切開、3コンパート
メントの脱脂量の予測などについて伝授してもらう。加えて、脱脂した脂肪をmicrofat Nanofat化するチューリップ社最新の
分離キットを使って、凹んだ箇所に注入、あるいはちりめん皺を修正していく併用治療術についても供覧することになる｡
この経結膜脱脂術そして併用治療としてのMicro, Nanofat 注入術のセオリー講義とライブ授業をたっぷり受講いただきな
がら、一方でコメンテーター役の柿崎教授を交えてのディスカッションと、まさに「必観！必聴！」のこの講習会となるこ
とは間違いない。また経験者でも知っているようで見落としている下眼瞼形成術の「盲点」を本ライブ講習会で確認、検証
していただき、手術の勘どころをぜひ取得していただきたい。すでに2018年アカデミーのライブ講習会スケジュールで案内
し、正式なプログラム発表前に「仮押さえ」での申込をいただいている先生もいるため、発表後、早々にも締切となる可能
性もあり、お早目のお申込みをお願いする次第だ。（＊片岡 二郎医師の現職はサフォクリニック副院長）

の臨床医となるが、若き柿崎医師の経歴はなんともおもしろい。先述の人物像を
培ってきたルーツがそこにあるようだ。少年野球の世界でプロ野球の登竜門とい
われるリトルリーグ、その頂点ともいえる調布リトルで白球を追いかけたひとり
が「柿崎少年」である。野球少年はやがてけががもとで「夢」を追い続けたプロ
野球への道を断念、一念発起してやがて医学部へ。卒業後、今度はありあまる体
力を「ベンチプレス」へと向かわせ1999年、2000年に開催された全日本ベンチプ
レス選手権で優勝してしまう。極め続けるその固い意志と努力そして卓越したス
キルと明晰な頭脳は、こんなルーツから生まれたに違いない。

◇◇◇ 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 ◇◇◇
7月1日受講のみで鎌倉医師、柿崎教授より修了証
授与（JAAS会員は3単位重複授与）
◇◇◇ 定員・受講費 ◇◇◇
限定20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）
◇◇◇ 受講者全員に ◇◇◇
参加者全員に当日の講義・ライブ供覧の収録動画
を配信します。（終了後2週間）
なお本動画は参加者のための自宅学習用のため、
非売品です。
◇◇◇ 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

2018年 JAASアカデミーLive Surgery and Therapy Training Course
First Study ：◎ 1月27日（土）28日（日）DRパクの新・非切開咬筋退縮術ソウルライブ（終了）
◎ 2月18日
（日）医科・歯科美容形成術 アートメイク・小顔形成・歯ぎしり矯正術（終了）
◎ 2月25日
（日）DR田中DR Younの明日からできるスレッドテクニック（終了）
◎ 3月24日
（土）25日（日）Dr Namの糸を使わない超プチ重瞼術ソウルライブ講習会（終了）
◎ 4月15日
（日）歯科アンチエイジング美容塾 第3期第2回 ヒアルロン酸注入ライブ（終了）
Second Study：◎ 5月 9日（水）緊急セミナーネット医療広告・新ガイドライン徹底マスター講座（終了）
◎ 6月10日
（日）歯科アンチエイジング美容塾 第3期第3回 ヒアルロン酸､ BOTOX注入ライブ
◎ 6月17日
（日）日韓共演 東京ライブ 韓流Minimal Invasive Plastic Surgery
江南スタイル「糸を使わない超プチ重瞼術」
◎ 6月24日
（日）第4回JAAS春季公開ライブ 日韓仏英スレッドフォーラム
◎ 7月 1日
（日）Dr 鎌倉 Dr 柿崎の下眼瞼形成術ライブ講習会
◎ 7月 7日
（土）8日（日）ヒアルロン酸豊胸 注入術ソウルライブ講習会
◎ 7月21日
（土）22日（日）第20回JAAS解剖・執刀トレーニング ソウル・カトリック医大
2日間徹底トレーニング
◎ 8月26日
（日）第2回名古屋ライブ講習会 Dr水野Dr柿崎の上眼瞼形成術ライブ講習会
Third Study ：◎ 9月（予定） ヒアルロン酸、その他フィラーによる豊胸、鼻、輪郭矯正ライブ講習会
◎ 9月（予定） 歯科アンチエイジング美容塾 第3期第4回
◎ 9月（予定） 糸リフトと新規超音波法の併用による下眼瞼たるみ、クマ取り術
◎10月（予定） アンダー30’
sのための美容形成術 入門ライブ講習会
◎11月10日
（土）11日（日） 第9回JAAS東京ライブフォーラムin Shinagawa
◎11月12日
（月）スペシャルシンポジウム 美容医療と性別適合手術 日・タイ医師による
手術、症例発表と手術動画放映
◎11月16日(金）19日
（月）第21回JAAS解剖・執刀トレーニング 医科・歯科合同 タイバンコク
コクチュラロンコン大 美容外科解剖＆ベトナムホーチミンクリニック視察
＊このほか、10月～12月にかけて2回程度のライブ講習会を予定しています。
◎12月初旬（予定） 鼻形成術ライブ講習会
＊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です。

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�

■ 7月 1日（日）限定20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/

