
主催：　　　　　　　　JAASアカデミー　　後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

日

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2回 Dr Joeの美容整形ライブ塾
韓流式小鼻縮小 ＋ 貴族手術（ 　　　） ＋ 顔の脂肪吸引

＋ 3D Spiral Lift LiveSurgery
頬・あご・小鼻・口まわりのトライアングル・バランスを整える

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。

7月 4 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。

口腔内
アプローチ

7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2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

　について　❷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　❸メ

　ーラーファット、Jowl Fatの吸引による顔の脂肪吸引術その刺入点、剥離、レイヤ

　ーの確認や注入法　❹小鼻縮小の基礎解剖、切開法の種類、新しい韓流式小鼻縮小

　術　❺貴族手術（鼻翼基部プロテーゼ）と鼻孔、口腔内アプローチの相違　❻3D 

　Spiral Liftによる糸リフトについて 「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

◎PM12:40　クリニックへ徒歩にて全員で移動（5分圏内）

◎PM1:00-2:30　第2回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery (1) 顔の脂肪吸引術・3D Spiral Liftによる糸リフト

　　　　　　　  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

◎PM2:40-3:40　第2回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery (2) 貴族手術                  

　　　　　　　  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2回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery (3) 小鼻縮小術　                  

　　　　　　　  オペ室にモニター設置　ライブと映像同時観察　

◎PM5:00　第2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

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2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。今回は、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。

独自カニューレでの吸引術（ジョウ式吸引術）を顔の脂肪吸引で公開。メーラーファット（口角か
ら）、Jowl Fat（耳垂下から）吸引で「老け顔」を若返らせる。同時に、韓国発：の新しい3D 
Spiral threads使い糸リフトも実施していく。彫刻を削るように理想のフェイスラインにして小顔メイキングしていく譲医師の「匠
の技」を伝授してもらう。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。1回目の腹部・大腿部吸引でも公開した、吸引術の
ポイント～いかに少ない陰圧で効率よく、またむらのない脂肪採取ができるか？そのための道具カニューレの仕様と使い方、剥離層の見極め～など､2回目は顔の吸引で要
所要所での手術の肝を教えていただく。加えて、韓国から新たに入荷した3D Spiral threadsを使った糸リフトでもフェイスラインを整える。（プレス工程で仕上げる）モルデ
ィングタイプのこの糸は、今までの平面上にコグついたものとは違い、立体的にらせん状にコグをつけたもので、けん引力と持続力を高めている。本邦初！の公開となる。

小鼻縮小術、貴族手術は共に韓国ドクターから修学。小鼻縮小は、鼻孔底の皮膚切開、皮下にト
ンネルつくり軟部組織弁を引き込み縫合するフラップ法と外側法の組み合わせ。貴族手術（鼻翼
基部プロテーゼ）では、口腔内からのアプローチで上品な口周りをつくる。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。譲医師の方法は、こうした術後の良し悪しを吟
味しながら、韓国ドクターにある時期習い、完成させた方法がフラップ法の変法だという。一方、貴族手術も同じように修学し、口腔内からのアプローチで鼻翼基部にプ
ロテーゼを挿入していく。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。

隆鼻・鼻尖・小鼻縮小 隆鼻・鼻尖・小鼻縮小

顔の脂肪吸引

顔の脂肪吸引

顔の脂肪吸引

顔の脂肪吸引



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/

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

病院・施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

ご住所

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。

■ 7月4日（日）限定12名 90,000円（税別）　　　　 ×　名＝　　　　円
DR JOE美容整形塾受講歴者 80,000円（税別）×　名＝　　　　円

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

第2回 Dr Joeの美容整形ライブ塾
7月4日（日）  韓流式小鼻縮小 ＋ 貴族手術 ＋ 顔の脂肪吸引

＋ 3D Spiral Lift 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

修了証

1回毎の受講で修了

 7月4日（日）

第2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

　（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 7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／90,000円（税
　別）、JAASアカデミーライブ受講歴者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

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 終了
 ◎  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 終了
 ◎  2月21日（日）第2回　東京ネオエイジング・シンポジウム　同時YouTubeライブ配信 終了
 ◎  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 終了
 ◎  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 終了
 ◎  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 終了
 ◎  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 終了
 ◎  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
 ◎  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
 ◎  6月20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21回　鼻孔縁挙上術＋自家組織移植による隆鼻・鼻中
　　　　　　　  隔延長＋脂肪注入による額形成術
 Second Study
 ◎  7月  4日（日）第2回DR JOEの美容整形ライブ講座　韓流式小鼻縮小術、口腔内アプローチの貴族手術、メーラーファット
　　　　　　　  ・ジョウファットに対する小顔脂肪吸引術
 ◎  7月11日（日）第5回DR松山の若返り療法ライブ講座　「痩せホルモン」GLP‐1サクセンダ注射＋服用薬とDR松山オリジ
　　　　　　　  ナル処方の脳活性化点滴　現地研修＋体感ライブ　
 ◎  7月18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22回　下眼瞼ハムラ法併用SOOFチークリフト術＋脂
　　　　　　　  肪注入で「丸みある額形成術」　
　（8月～10月　6～7回ほどのライブ講習会を追加開催の予定）
Third Study
　（11月～12月 4～5回ほどのライブ講習会を追加開催の予定）
 ◎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　

＊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｡

　激戦区・東京銀座にあって、ジョウクリニックはあえてコロナ禍のさなか進出。本院・大阪梅田から始まり20
年で8院にまで分院網を拡大した末の決断だった。美容外科医としてのキャリア、スキル、経験を信じての挑戦
だったことはいうまでもない。そして総院長・重本　譲医師はいまだ新たな治療術を追い求め、その好奇心は
衰えるところを知らない。そんなJOE医師が「脈々とつづく美容外科の技能を受け継ぎあるいは共有してもらう
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」として、JAASアカデミーからのラ
イブ塾開講の依頼に快諾してもらったことから、４月からDR　JOE美容整形塾ライブ講座がスタートした。そ
して7月4日（日）第2回目の講習会が開催されることになった。今回は、1回目でその「匠の技」をいかんなく
披露した脂肪吸引術をフェイス部位（メーラーファット、ジョーファット）で小顔メイキング（表面症例を参
照）していただく。さらに、韓流式の小鼻縮小術（表面写真参照）、同じく韓国発：の貴族手術を口腔内から
のアプローチで手術を行う。また、韓国から入手した新しい糸リフト3D Spiral Liftの施術も公開したもらう。

　　　　【第1回DR JOEの美容整形塾ライブ講座レポート】
腹部、大腿部で「吸引」即「痩身」の結果／「匠の技」に感嘆しきり

　第1回開催は、ライブ供覧を午後銀座院で、午前中は徒歩5分ほどの講義会場で開催された。参加人数はほぼ定員枠いっぱいとなった。
　講義では、まず脂肪吸引についてポイントを挙げ、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、などを解説して
いく。またベイザー吸引やコンデンスリッチ、ピュアグラフとなどの吸引法、吸引後の処理などで、ジョウクリニックでも治療メニューに
は入れてはいるものの、多くがカニューレによる吸引術を採用しているため、今回のライブ供覧でもカニューレ吸引術を公開すると述べた｡
「機械に頼らず、手間のかかる分離処理をあえてやらない」のは、熱による細胞、タンパク質の劣化や洗浄液による脂肪細胞が過度に吸収
されてしまうからだという。何より、患者さんの金銭的な負担を考えれば余計な処理を施さないほうがベストだとも述べた。午後のライブ
供覧では、この手技、手順が公開され要所要所で「手術の肝」が明らかになった。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。まさに「匠の技」をもつ譲医師だからこその発言だろう。
　講義の後半では、乳房の解剖を指し示しながら、乳腺下から、あるいは大胸筋下からのバック挿入の議論になった。譲医師が乳腺下から
の挿入で20年間にわたり一例も被膜拘縮の事例はないと投げかけたことに対して、特別参加のアネシス美容クリニック・水野医師からは ｢海
外では圧倒的に大胸筋下で、論文検索でも乳腺下は少数派だが？」と質問がなされた。この議論の結末は、午後のライブ供覧で水野医師の
疑問を打ち消すかたちとなった。本ライブでは、埋入されたシリコンバックを最後に摘出することになるが、除去のプロセスで乳腺下にバ
ックが綺麗に挿入され被膜拘縮もなかったからだ。さらに、一連の手術手技、手際の良さを供覧した水野医師からは「譲医師の高いスキル｣
に感嘆しきりの様子を見せている。
　休憩をはさみほんライブ講習会の本題！ともいえる「再生豊胸術」の手順へと講義はつづく。バック摘出後に注入するか？あるいは注入
後のバックを抜去するのか？結論は後者であるとしてライブでもそれを実施した。一方、講義終了後、昼食時間にも質疑応答が続いた。参
加医師から多くの質問が出たのは「脂肪吸引」で、豊胸のための吸引術ではなく、二の腕、腹部、臀部や全顔など痩身治療としての吸引に
ついてだ。たとえば大腿部の大量吸引では、片方の吸引後、最低一か月空けてもう片方の吸引を行う。大量吸引の場合、痛みの閾値がさが
るため患者のリスクを考慮するためだと譲医師は話す。とりわけ中顔面の吸引術について参加者からは関心が高く、多くの症例をもつ譲医
師が一つひとつに丁寧に答えていった。こうした要望も踏まえ、第2回目では顔の吸引術をライブ内容の一つとすることを決定した。
　午後の硬膜下麻酔、吸引術、脂肪注入そしてバック摘出では、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。本ライブ講義、ライブの収録動画は、参加医師のみ特定公開として「講義編」「epidural anesthesia編」「Liposuction編」「Fat injection編｣
「Removal silicone編」をYoutube配信された。
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