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日

JAASアカデミー　重本　譲医師の美容整形塾    非会員受講可

Dr Joe の「匠の技」シリーズ第4回
美容外科医から伝授する低侵襲術

～初心者から学べる「ジョウクリ式重瞼術」「三日月型変法の目頭切開」
「下眼瞼クマ、陥凹・顔部位痩せなどへのヒアルロン酸注入・糸リフト」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。

    2022年2月 6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万全の対策を講じています。　　　　　　　　　　　　　　　　　    

DR JOEの美容整形塾
「匠の技」シリーズ

2021年 ■4月4日（日）第1回　バック抜去／
脂肪注入「再生豊胸」　脂肪吸引術＋インプ
ラント挿入時に脂肪注入⇒バック摘出　■7月
4日（日）第2回　最小の瘢痕と後戻りをなく
す　韓流直伝のフラップ法変法による小鼻縮
小術＋口腔内アプローチによる貴族（鼻翼基
部）手術（プロテーゼ）＋顔の脂肪吸引＋3D 
Spiral Lift　■10月10日（日）第3回韓流直伝！
小鼻縮小＋鼻尖・鼻中隔、鼻柱形成を公開（
オープン法）外側鼻軟骨と鼻翼軟骨ジョイン
トで、アップノーズにならず綺麗な鼻づくり
を完成させる。耳介軟骨と鼻用の寄贈ヒト無
細胞真皮マトリックス・ブロック挿入＋コラ
ーゲンフィラー、顎脂肪吸引、＋3D Spiral Lift

2022年 ■2月6日（日） 第4回　美容外科医
から伝授する低侵襲術～初心者から学べる「
ジョウクリ式重瞼術」「三日月型変法・目頭
切開」「窪み、痩せ、下眼瞼クマへのヒアル
ロン酸注入・糸リフト」　■4月10日　第5回
　シリコンバック入れ替えハイブリッド豊胸
術‐脂肪吸引→ピュアグラフト脂肪作成→シ
リコンバック抜去→脂肪注入・シリコンバッ
ク挿入　■4月～　毎月1回夕方から2時間半　
曜日不定期　3D Spiral小顔リフト　マスター
講座（DR JOEマンツーマン技術研修スクール

2022年も断続的に「匠の技」シリーズはつづ
く。予定内容は、眼瞼形成、鼻形成、えくぼ
形成、豊胸術、脂肪吸引、小陰唇縮小、輪郭
形成（口角リフト、人中、口唇増大・縮小、
こめかみ増大）、バッカルファット、糸リフ
ト、フィラー注入、男性器形成、乳頭縮小な
ど

2022年2月6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）

◎AM10:00-11:30　第4回DrJoe美容整形塾　DRJoe　講義編

 「❶埋没法とジョウクリ式重瞼術とアルツ法変法目頭切開～術式と手順（カウンセリ

　ング、デザイン、麻酔、刺入点、通糸、かけ方、結紮、小切開幅、縫合など）平行

　二重の作成　症例解説　❷ヒアルロン酸注入～下眼瞼クマ、窪み、顔痩せ、額、テ

　ンプルなどのデザイン、レイヤー、注入角度など　症例解説　❸糸リフトのポイン

　ト　❹糸リフト・マンツーマン講座について｣

 「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

◎AM11:30-PM12:10　第4回DrJoe美容整形塾　DR水野　講義編

 「過去の埋没症例における後戻りなど統計的な考察と埋没糸摘出の6つの手がかりに

　ついて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アネシス美容クリニック院長　水野　力MD

◎PM12:10-12:50　昼食・休憩　企業プレゼンテーション

　　　　　　　  ヒアルロン酸製剤「Chaeum　Premium」について　ブルースカイ㈱

◎PM12:50　クリニックへ徒歩にて全員で移動（5分圏内）

◎PM1:00-4:00　第4回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（1）重瞼術･目頭切開                  

　　　　　　　  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

　　　　　　　  コメンテーター：アネシス美容クリニック院長　水野　力MD

◎PM4:00-5:00　第4回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（2）ヒアルロン酸注入･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

　　　　　　　  コメンテーター：アネシス美容クリニック院長　水野　力MD

◎PM5:00　第4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

技術研さんいまだ好奇心衰えず。術者：重本　譲医師に水野力医師が的を得た
質疑、コメントで理解度を深めていく。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4回目を迎える。大阪・銀座はじめ現在8院に拡大し、長年培ってきたスキル、知識、経
験をもちながらも重本医師は新たな術式などに対していまだ好奇心衰えるとこをしらない。そんな重本医師が他院のドクターにも惜しみな
く伝授していくために本ライブ塾が開講した。今回もアネシス美容クリニック・水野　力医師をお迎えして、第二講演とコメンテーター役
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2022年もお
楽しみにしていただきたい。

埋没法＋1cm未満部分切開（ジョウクリ式重瞼術）は、初心者でも容易に作成
可能。三日月型（アルツ法）の変法による目頭切開併用で、内眼角のたるみ取
り、上眼瞼脱脂で「平行二重ライン」を作り出す。講義では水野医師から埋没
重瞼の症例における後戻り統計値が示される。「埋没法」をさらにブラッシュアップしたジョウクリ式
重瞼術は、挙筋法に比べ後戻りしにくく腫れが少ない瞼板法に加え、部分切開そして場合によっては脱脂も行い、より自然な二重に近いラ
インを作成できる。アルツ法の変法による目頭切開を併用することで平行な二重ラインにしていく。
手順は、瞼板から直ぐに切開線の中に糸を通し、皮膚側から瞼板を露出させて瞼板に眼輪筋を縫い付け、3点止めで閉創する。講義、ライ
ブ中のコメンテーター役を務めていただく水野医師からは講義で埋没二重の過去症例の経過を統計的に論じてもらい、一方で「埋没糸の摘
出法」における6つの手がかりについてもお教えいただく。

美容外科だからこそ伝授できるヒアルロン酸注入で、下眼瞼クマ、チーク、中
顔面の窪みと痩せ、額を、重本医師一押しの３D Spiral Lift併用で修正して
いく。2018年、2019年にアラガン社のベストアワードになったJOE医師。実は注入系でもスペシャリストである。今回はHugel社の製
剤（Bi HEXA架橋法からゲルの弾力性、形状の保持性に優れる）を使い、下眼瞼ほか全顔への注入を行い若返りをしていく。さらに、重本
医師一押しの3D Spiral Liftを併用しながら修正していく。



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。

■ 2022年2月6日（日）限定12名 110,000円（税別）　　　　 ×　名＝　　　　円
DR JOE美容整形塾受講歴者 100,000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。

修了証

1回毎の受講で修了

  2022年 2月6日（日）

第4回 Dr Joeの
美容整形ライブ塾

　（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｡

第4回 Dr Joeの美容整形ライブ塾
　2022年2月6日（日）　初心者から学べる「ジョウクリ式重瞼術」「三日月型変法の目頭切開」

「下眼瞼クマ、陥凹、顔痩せなどへのヒアルロン酸注入・糸リフト」Live Surgery
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

○日　   　程　■2022年2月6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／110,000円（税別）、DR JOE美容整形塾受講歴者100,000円（税別）になります。
○受講修了者の特典　■①糸リフトテクニックDVDデータ版進呈
  　　　　　　　　　  　②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

（第１回）再生豊胸（脂肪吸引→脂肪注入→シリコン抜去）
＊吸引量の少ないため片側 50cc をバストに注入

（第 2 回）Malar Fat､Jowl Fat、顎の吸引と
3D 立体らせんコグ使用の糸リフト

（第 2 回）口腔内アプローチ貴族手術、鼻翼縮小

2022年1月～5月　JAASアカデミーLive Surgery Training School　 　  
　　
 ◎  1月16日（日）順延日程変更分　第28回　DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会　人中短縮術、鼻形成術　
 ◎  1月23日（日）第2回DR伊沢の月経血幹細胞＋培養上清ハンズオンライブ体感講座　点滴＋膣腔内注入　体感　＋再生医療2種培養加工、申請
について
 ◎  1月30日（日）第2回DR山川の細胞再生医療エイジレス治療術　AZAクリおよびCPCラボにて「細胞再生医療ハンズオンライブ　「無細胞加工
　　　　　　　　物」PRPを超える成長因子PFC、エクソソームのフリーズドライ製剤による点滴、顔面注射および糸リフトに併用する製剤注入｣
　　　　　　　　＋体感、セルソーズ培養加工、申請　
 ◎  2月  6日（日）第4回DR　JOEの美容整形ライブ講座　初心者から学ぶ「明日からできるMinimaly invasive Surgery」目頭切開アルツ法変法､ジ
　　　　　　　　ョウクリ式重瞼埋没法（部部切開＋埋没糸）、３D Spiral Liftによる糸リフト実践、下眼瞼ほか全顔ヒアルロン酸注入術
 ◎  2月13日（日）第７回DR松山の若返り療法　　第２回NMN点滴療法ハンズオンライブ講座
 ◎  2月20日（日）第4回DR池田塾ライブ講習会　ヴァンパイヤフェイシャル術、改良版後戻りしにくい埋没法、ヒアルロン酸注入術、プラズマ　
　　　　　　　　フェイシャル
 ◎  3月  6日（日）第29回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会①目力アップ眼瞼下垂術（拡大二重全切開法）②目頭切開③涙袋形成
 ◎  3月13日（日）第3回DR山川の細胞再生医療エイジレス治療術　AZAクリおよびCPCラボにて「細胞再生医療ハンズオンライブ 「無細胞加工
　　　　　　　　物」PRPを超える成長因子PFC、エクソソームのフリーズドライ製剤による点滴、顔面注射および糸リフトに併用する製剤注入｣
　　　　　　　　＋体感、セルソーズ培養加工、申請　
 ◎  3月27日（日）公開講座セミナー東京品川／需要増すクリニックのメディカルエステ開設、増設と導入のやり方（会場内参加枠／YouTubeライ
　　　　　　　　ブ配信参加枠　
 ◎  4月10日（日）第5回DR　JOEの美容整形塾　シリコンバック入れ替えハイブリッド豊胸術‐脂肪吸引→ピュアグラフト脂肪作成→シリコンバ
　　　　　　　　ック抜去→脂肪注入・シリコンバック挿入
 ◎  4月17日（日）第30回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講講習会　片眼・眼瞼下垂手術
 ◎  4月～　毎月1回夕方から2時間半　曜日不定期　3D Spiral小顔リフト　マスター講座（DR JOEマンツーマン技術研修スクール
 ◎  3月27日（日）、5月、7月、秋第13回JAASライブフォーラム　第1期東京メディカルエステティシャン資格講座
 ◎  3月27日（日）、6月、9月、秋第13回JAASライブフォーラム　第1期名古屋メディカルエステティシャン資格講座
 ◎  5月  8日（日）第1回　初心者、転科ドクターのための低侵襲術ライブ講習会　埋没重瞼・ヒアルロン酸注入術
 ◎  6月26日（日）第5回DR池田塾ライブ講習会　
＊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。

　「匠の技」の術者、譲医師の講義内容に対して、より理解度をあげるために、美容整形の豊富な経験と知識、見
識そして国内外の論文に精通する水野医師からは、譲医師が解説する手技の肝、使う資材、器具、機器などの美容
医療デバイスについて、つっこんだ質疑、コメントが随時行われたことはいうまでもない。
　講義では、2 回目の復習も一部兼ねながら、「JOEクリニックの顔の脂肪吸引術とカニューレ、吸引の穿刺部位と
その症例」「Malar Fat、Jowl Fatの吸引部位の確認」「韓流式鼻翼縮小、術式」「外側鼻軟骨・鼻翼軟骨ジョイント
の鼻尖・鼻中隔・鼻柱形成の」「3 D  Spiral  Lift立体らせん状コグと埋入法」とつづく。またヒト無細胞真皮マトリ
ックス素材によるコラーゲンブロック、コレーゲンフィラーと、Mg水素スレッドについては、JOE 講師から概説に
加え、供給会社からの詳しい説明がなされた。吸引術では一日の長を自他ともに認める重本医師から、他院修正で
よく見受けられる脂肪の取り残しについて、「ほとんどの術者は患者の右側からアプローチするため、往々にして
左部位で吸引量が少ない。これによって左右差が出てしまう」と指摘した（カニューレの仕様、オペ前の投薬、オ
ペ時の麻酔、麻酔量など詳細はライブ講習会の性格上、控えさせていただく）。
前回につづき今回のライブでも、参加者の最大の関心事ともいえるのが、「韓流式の鼻翼縮小」そして今回初めて
公開した「外側鼻軟骨・鼻翼軟骨ジョイントの鼻尖・鼻中隔・鼻柱形成」で、参加者のみならずコメンテーター役
の水野医師からも多くの質問が飛び交った。術式は「三角皮弁法」と命名され、従来の外側法、内側法に軟部組織
を引き込んで縫合するフラップ法を組み合わせたもので、内側法や外側法単体での手術に比べ自然な小鼻をつくり
だすことができる。ここでJOE 医師から「左右差を出さないことは小鼻縮小でも大事になるが得てして患者側がも
ともと左右差があることを気づいていないことがある。カウンセリング段階でこの点を確認させないと、術後、左
右の違いでクレームとなることがある」と、小鼻縮小の手術を行う際の「術者の心得」を強調した。

「匠の技」第3弾！を供覧（前回ライブ講座レポート）
また、JOEクリニックでは、小鼻縮小の前にまずは鼻尖形成を最初に行い、つづいて小鼻にもっていくことが少なくないという｡

「外側鼻軟骨・鼻翼軟骨ジョイントの鼻尖・鼻中隔・鼻柱形成」について、説明よりも実際のライブ供覧で説明したい、として

講義では、耳介軟骨を採取してから2枚重ねにしたストラットを立て強度を保つことがポイントであると述べた。また「鼻形成

では術後3か月後に鼻先が下がることを考慮にいれて手術は3割増しくらいアップノーズぎみにした方がいい」という。

　ライブの鼻形成では、オープン法で行われていくが、耳介軟骨移植ストラットにして、鼻背部にはコラーゲンブロック挿入し

ていった。また余った部材をティップに挿入し、きれいな鼻づくりをしていった。重本講師からは「オステオポアを挿入する鼻

尖形成術でよくあるリオペで、その代替部材としてコラーゲンブロックを使ってみるのもいいのでは」と提案があった。講義会

場から、午後のライブはところをジョウクリニック銀座院に移し、2 症例のオペが行われた。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（ライブ講習会の性格上、詳細は控えさせていただく）。

（第 3 回）　鼻尖・鼻翼・鼻中隔・鼻柱形成、
顎脂肪吸引、フィラー注入

（第 3 回）
3D Spiral リフト
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