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1回 Dr Joe の美容整形ライブ塾

バック抜去／脂肪注入「再生豊胸」LiveSurgery インプラント挿入時に
脂肪注入⇒バック摘出 20年数多くの症例
広範な術式 mamma augmentationの経験値とスキルから公開
＋４種幹細胞培養パウダー製剤によるサイトカイン点滴、皮下注術も開示
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。

4月4 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 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。

バック摘出／脂肪注入

バック摘出／脂肪注入

【モニターと当日の手術概略】
他院でシリコンバックを挿入し、重本
医師の見立てでは「バック挿入後のトラ
ブルは起きていず、デザインも良好であ
る」とした。
ただモニター（20代の女性）からは「シ
リコンバックを入れているがバストの感
触、触り心地が気になりバック抜去＋自
家脂肪注入で入れ替えたい」という要望
から、インプラント挿入時に脂肪注入
⇒バック摘出の「再生豊胸術」を選択す
る。
手術は硬膜外麻
酔により脂肪吸引、
バック装着のまま
脂肪注入、バック
摘出を行う。
注入のやり方は
もちろん、ポイン
トとなるのはいか
に低陰圧で脂肪を
潰さずに全層的に細かく吸引するか？剥
離のやり方だという。
そして脂肪注入では特殊カニューラを
使い、注入の脂肪が切開点の脇から漏れ
ないことが肝心。そのためにバック挿入
時に脂肪注入をして、最後にバックを摘
出する。
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バック摘出／脂肪注入

いまだ好奇心衰えず。美容外科・整形20年以上のキャリアもつ重本 譲医師か
ら、技術継承のために他院ドクターにも公開していく。20年以上のキャリアを持ち、常に新たな
治療術を修学し続ける美容外科医・（医学博士）の重本 譲総院長はいまだ好奇心は衰えるところを知らない。同院はJoe総院長はじ
め美容整形、美容皮膚・外科などスペシャリト集団だ。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ている。「脈々とつづく美容外科の技能を受け継いでもらう
ためには自院の医師であれ、他院の医師であれ区別なく伝授していきたい」とすることから、このほど、JAASアカデミーからのJoe医
師のライブ塾開校の依頼に快諾を得た。美容外科医の教育が欠かせないと叫ばれて久しいが、医師の技量＝美容医療のビジネスモデル
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医師が共鳴していただ
いたからこそ、本ライブ塾がスタートとなる。

美容外科を極めるあるいは「実践の美容外科カリキュラム」を学びたい医師の
ためのステップアップ講座その一は、「ジョウ式脂肪吸引術」と「バック装着
（Before）に近い形、ボリュウムの脂肪注入（After）豊胸」凹凸になったり、取りムラ
をなくし均一に脂肪を取り綺麗なボディラインに仕上げること。吸引そして注入によって、バック挿入時と同じようなバストに仕上
げることが今回の「手術の勘どころ」となる。で、熟練の重本医師ならではの技量を存分にみせていただくことになる。そして再生
豊胸の手術プロセスでは、「シリコンインプラントを挿入したまま注入し、最後にバックを摘出する」方法をとる。脂肪注入後にも
ともとバック挿入で生じた被膜（カプセル）をきれいに残す必要があり、また「バック摘出後に脂肪注入をすると刺入点から脂肪が
流入して生着が悪くなる」からだ。「柔らかくなった脂肪のみを吸引」する通称「ジョウ式脂肪吸引術」で行う術式は、脂肪幹細胞､
CRF法などの処置をせずに脂肪細胞をそのまま注入していく。

サイトカイン点滴、皮下注は、20種のGF配合の幹細胞培養上清パウダー（羊
膜、歯髄、臍帯血、脂肪）4種の幹細胞培養上清をフルーズドライでパウダー化した製剤を使い、点滴、皮下注射で
｢美容若返り」治療を行う。含有するGFはEGF、KGF、IGF、HGF、VEGFや炎症系のTNFα、ILなど20種にも及ぶ。一部デモ実演も
兼ねて紹介していただく。

4月 4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1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 ❷豊胸におけ
る基礎解剖学の復習 ❸ジョウ式吸引術の概要とその方法、吸引機、カニューラの
利点 ❹吸引、注入での切開、刺入点、剥離、レイヤーの確認や注入法 ❺バック
６ サイトカイン療法について「モニター症例をみな
摘出と脂肪注入のプロセスと ●
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
◎PM12:40 クリニックへ徒歩にて全員で移動（5分圏内）

主催：

JAASアカデミー

◎PM1:00-4:30 第1回 DrJoe美容整形塾 LiveSurgery再生豊胸術（脂肪吸引､脂肪注入バック摘出）
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
◎PM4:30-5:00 第1回 DrJoe美容整形塾 Liveデモ サイトカイン点滴、皮下注
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
◎PM5:00-5:20 第1回 DrJoe美容整形塾 企業プレゼン デモ実演
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
◎PM5:20 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1回 Dr Joe の美容整形ライブ塾

4月4日（日） バック抜去／脂肪注入「再生豊胸」
（インプラント挿入時に脂肪注入⇒バック摘出）
＋ サイトカイン点滴 LiveSurgery

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

4月4日（日）

第1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

シリコンインプラントを挿入するケースはまだあるものの、手術の技量や術後のリスク管理な
ど避けては通れない。術者の技量によってはバック挿入によるトラブル（被膜拘縮など）ケース
が少なくない。はまた米FDAではその寿命をおよそ10年としており、シリコンバックの破損も生
じかねない。こうしたことから最近では、「シリコンバック摘出」を希望する患者も少なくなく､
そのリカバリーに脂肪注入などを充填する再生豊胸術が目立ってきている。プライマリー患者か
らも「プチ豊胸術」を望む傾向になってきたが、豊胸用ヒアルロン酸製剤や充填剤アクアフィリ
ングなども日本の関連医学会でも注意喚起を出すようになっている。
こうしたことから、代替えの脂肪注入術が一部で俄かに注目されるようになった。とはいえ、
美容整形の勃興期では当たり前のようにやられてきた脂肪吸引も最近では、吸引技能をもつ経験
者の数が少なくなっており、脂肪注入による豊胸術で必須となる脂肪吸引術の担い手（医師）が
いないクリニックが多い。こうした喫緊の課題をクリアするには、技能を継承する後継のドクタ
ーを育てる以外に道はない。もちろん美容外科、形成を習熟してきたドクターにとっても、まだ
まだ学び、会得できるチャンスがあることはいうまでもない。
そんなニーズに応える「勉強、供覧」の場が今回のライブ講座で、美容外科を極めるあるいは「実
践の美容外科カリキュラム」を学びたい医師のためのステップアップ講座の第1回目としてバック
抜去／脂肪注入「再生豊胸」LiveSurgeryを重本 譲医師にお願いした。

バックを取ってから注入するか？注入してから取るか？
（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｡

○日
程 ■2021年 4月4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／80,000円（税
別）
、JAASアカデミーライブ受講歴者70,000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

取ってから注入するか？注入してからとるか？との再生豊胸の手術プロセスでは、「シリコン
インプラントを挿入したまま注入し、最後にバックを摘出する」方法を今回はとる。脂肪注入後
にもともとバック挿入で生じた被膜（カプセル）をきれいに残す必要があり、また「バック摘出
後に脂肪注入をすると刺入点から脂肪が流入して生着が悪くなる」と重本医師はいう。ジョウク
リニックでは、脂肪幹細胞、CRF法など脂肪細胞に別の処置をして注入する術式ももちろん用意
しているが、今回は、注入後に一切処置をせず、脂肪そのものを注入していく。一方、ジョウク
リニックでは、ベーザー式脂肪吸引術も行っているが、今回は、「柔らかくなった脂肪のみを吸
引」する通称「ジョウ式脂肪吸引術」で行う。重本医師が独自に企業を開発した吸引機、そして
独自のカニューラなどを使い、安全に極限まで脂肪を吸引していく。もちろんこここでポイント
となるテクニックは、凹凸になったり、とりムラをなくし均一に脂肪を取り綺麗なボディライン
に仕上げること。吸引そして注入によって、バック挿入時と同じようなバストに仕上げることが
肝心で、熟練の重本医師ならではの技量を存分にみせていただくことになる。講義とライブ供覧
で細部にわたる「手術の肝」吸引術、切開、刺入点、剥離、レイヤーの確認や注入法さらには、
カニューラな吸引機などの「こだわりの道具」にも注目いただき、大いにディスカッションをし
ていただきたい。
本ライブでは、修正豊胸術のほかに、Joe医師が共同開発した、幹細胞培養上清パウダー（羊膜､
歯髄、臍帯血、脂肪）によるサイトカイン点滴、皮下注もおみせする。

2021年 JAASアカデミーLive Surgery Training School
First Study
◎ 1月17日（日）DR曽山のメディカルビューティ・ライブ講座 ❶おでこ丸くするヒアルロン酸注入術❷切らないタレ目形成
術❸BTX注入の口角リフト術
◎ 1月24日（日）DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第16回 鼻中隔延長＋自家組織隆鼻術＋鼻尖耳軟骨移植
＋鼻翼縮小＋鼻孔縁挙上術
◎ 2月21日（日）東京ネオエイジングシンポジウム
◎ 2月28日（日）DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第17回 シリコンインプラント挿入の豊胸術
◎ 3月14日（日）DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第18回 エラ骨切り 下顎角形成術 Mandibular
angle osteotomy
◎ 4月 4日（日）第１回DR JOEの美容整形ライブ講座 修正豊胸術（脂肪吸引～シリコンバック抜去せずに脂肪注入～シリ
コンバック抜去）、４種幹細胞培養上清パウダーによる点滴、皮下注射
◎ 4月11日（日）DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第19回 プチ鼻尖形成、埋没二重、目頭切開、目尻切開
垂れ目術、グラマラスライン形成術、涙袋形成
◎ 5月 9日（日）DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第20回 眉間、鼻根部、鼻尖、鼻中隔形成＋下眼瞼脂肪
取り
◎ 5月16日（日）第4回DR松山の若返り療法ライブ講座 NMN点滴療法、医療用ナノバブル水素点滴 現地研修＋体感ライブ
（5月以降、毎月2回ほどのライブ講習会を開催します）
＊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｡

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

■ 4月4日（日）限定12名

80,000円（税別）

×
JAASアカデミーライブ受講歴者 70,000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。

