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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5回
講演・解説役に酒井成身DRを迎え

3症例「①豊胸バック入れ替え＋脂肪吸引／ピュアグラフト注入」
「②初心者からできる人中短縮術」「③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。
AM10:00-PM1:00　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　
PM1:15-PM5:30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。   4月 10日

技術研さんいまだ好奇心衰えず。術者：重本　譲医師に、酒井医師の講演「陥没乳頭修正
術」・豊胸ライブのコメンテーター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。今回は酒井　成身医師をお迎えして、世界的な評価を得る「酒井法術式
・陥没乳頭修正術」の講演とコメンテーター役を務めていただく。

インプラント入替＋ピュアグラフト（ピュア脂肪細胞）の「ハイブリッド豊胸術」は、脂
肪注入→バック抜去→バック装着でナチュラル感をより創り出す。シリーズ1回目、2回
目、3回目公開の¨匠の吸引術¨で脂肪採取し、「マルチプルインジェクション」注入法
でしこりリスクを回避、定着率をUP。熟練の重本医師ならではの技量「匠の技」を存分にみせていただくことになる
。バック入れ替え＋ピュアグラフトし脂肪細胞の注入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、そののち新た
なインプラント「Motiva」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」
し、ピュラグラフト処理脂肪細胞を注入ハイブリッド豊胸でも、カギとなるのが「ジョウ式脂肪吸引術」だ。そしてバック周辺、辺縁、上
部にマルチプルインフェクション法で注入して、見た目シリコン挿入と映らないナチュラル感を出していく。講義、ライブ中、酒井MDから
のコメントにも注目してほしい。

LipLift（人中短縮）術は、いたってシンプルでも、瘢痕目立ちにくく鼻孔の広がり抑え
る。余剰皮弁の処理と縫合が「肝」となる。また、美容外科だからこそ伝授できるヒアル
ロン酸注入と、重本医師一押しの3D Spiral Lift併用で若返りと立体リフトアップを。切
開幅は3～4mmと術後瘢痕が目立たない最小の切開線にし、余剰の皮弁を鼻中隔軟骨に糸でかけていく。スタンダードな人中短縮ではある
が、ジョウ医師ならではのポイントがあるという。またJOE医師、実は注入系でもスペシャリストである。2回目から実施してきている重本
医師一押しの3D Spiral Liftと共にHugel社の製剤を使い、下眼瞼ほか全顔への注入を行い若返りをしていく。

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
①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  ②人中短縮術  ③ヒアルロン酸注入･糸
リフト　■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 4月10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-PM11:40　第5回DrJoe美容整形塾　DRJoe　講義編
 「◎ハイブリッド豊胸術　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　ピュアグラフトについて　❻　バック摘出と脂肪注入のプロセス
　症例検討」「◎人中短縮の手技とそのポイント　症例検討」「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、注入角度と
　糸リフト　症例検討」「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
◎AM11:40～-PM12:10　昼食・休憩
◎AM12:00～13:00　第5回DrJoe美容整形塾　DR酒井　講義編
 「乳頭陥没　修正術　その手技と合併症対策」
　 新宿美容外科･歯科  院長（国際医療福祉大学形成外科  元教授）酒井  成身MD,PhD

◎PM1:00　クリニックへ徒歩にて全員で移動（徒歩5分）
◎PM1:00-3:00　第5回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（1）ハイブリッド豊胸術
　　　　　　　  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
　　　　　　　  コメンテーター：新宿美容外科・歯科　院長　酒井　成身MD,PhD
◎PM3:00-4:00　第5回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（2）人中短縮
　　　　　　　  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：新宿美容外科・歯科　院長　酒井　成身MD,PhD
◎PM4:00-5:00　第5回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（3）糸リフト・ヒアルロン酸注入
　　　　　　　  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：新宿美容外科・歯科　院長　酒井　成身MD,PhD
◎PM5:00　第5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

今回のモニター

今回のモニター
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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4月10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 4月10日（日）

第5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5回 Dr Joeの美容整形ライブ塾
　2022年4月10日（日）　3症例「①豊胸バック入れ替え＋脂肪吸引／ピュアグラフト注入」

「②初心者からできる人中短縮術」「③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4単位を重複適用

○日　   　程　■2022年4月10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4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

（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

「匠の技」第4弾！を供覧（前回ライブ講座レポート）
　4 回目も、ジョウ医師の手技の理論とポイントが参加医師らに伝わるように寺子屋塾の塾頭、水野　力（アネシ
シ美容クリニック）にコメンテーター役をお願いした。今回も「匠の技」を公開することになるが、このライブ塾
で供覧しただけでは技能の習熟は難しい。まずは、ライブに入る前にもJAASアカデミー恒例の午前の講義プログラ
ムが欠かせない。「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、今回もつっこんだ質疑、コメントが随時行われたことはいうまでもない。
　「初心者から学べる3つの手術」について講義が行われた。最初に「埋没手術で後戻りやラインが薄くなった患
者さんには部分切開を選択。プライマリーでも基本、部分切開を推奨する」として、ジョウクリ式重瞼術のポイン
トを解説する。二重ライン上を5mmほど切開し、直下の眼輪筋を切除しながら重瞼形成の強度を保つことが可能に
なるという。さらにこの施術の利点は余剰な眼窩脂肪も摘出でき、その際切開創も狭いことから半永久的でダウン
タイムも少ない。重瞼と同時に行う目頭切開については、目頭のみで操作する術式に比べて、重瞼ラインの延長と
なるようにできるためきれいな仕上がりができること。また平行二重が形成しやすいこと、などがメリットとして
強調された。一連の手術である「ジョウクリ式重瞼法・部分切開、眼窩脂肪取り、三日月型変法目頭切開の症例写
真を供覧しながら、参加医師らと検討していった。

　下眼瞼クマ、チーク、中顔面の窪みと痩せ、額などのヒアルロン酸注入では、
美容外科医でありながら、2018年、2019年にアラガン社のベストアワードにも
なった重本MDならではの注入理論とその実際を明らかにしていく（今回は
Hugel社の製剤を使用）。側頭部の陥凹、眼窩の拡大、梨状口の拡大、上顎骨の
萎縮と後退、顎の突起の減少・短縮に対して、どのように注入するかをジョウ
医師から解説された。午後からのライブでは、このヒアルロン酸注入と、2回、
3回に続き使用することになる3D Spiral Liftを使った糸リフト術についても簡単
な説明が行われた。とくに「幣院ではテスリフトを多用しているが、3D Spiral 
Liftのけん引効果はテスに比べても負けず劣らない」と高い評価をする。講義
はジョウ医師のあと、水野MDから「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」について講義が続いた。
　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）。主催元JAASアカデミーでは、他
の講習会同様、本ライブ講習会でも、後日、講義とライブ供覧の模様を収録した動画が参加した医師のみに特定公
開として2か月間の視聴期間を設けて配信された。

新宿美容外科・歯科　院長
    　（国際医療福祉大学形成外科　元教授）　酒井　成身MD,PhD      
　陥没乳頭修正と豊胸術、乳房縮小術、乳癌乳房再建術や重瞼術、眼瞼
下垂修正、眼瞼しわとり術など美容形成分野をほぼくまなく臨床研究、
実践を積んできた酒井医師は、とりわけ陥没乳頭修正術で「酒井法」を
開発し、国内のみならず海外でもその評価は高い。第28回美容外科学会
会長を務め、今まで多くの美容外科医師の指導に尽力され業界に多大な
貢献をしてきている。TBSテレビ「世界のスーパーDr. 乳房再建」や、女
性自身「命をあずけたい神の手、名医10人」等、数々のマスコミにも取
り上げられてきた一方、近著「美容外科手術　合併症と対策」では、50
年の経験から厳選した332症例を収録しながら美容外科領域の手術をほ
ぼ網羅する。専門分野：眼瞼下垂／陥没乳頭／乳房再建／豊胸手術／形
成外科全般における指導医／他院修正
　1970年 新潟大学医学部 卒業　1976年 ニューヨーク大学形成外科臨床
医 留学　1977年 バージニア大学形成外科臨床医 留学　1979年 聖マリア
ンナ医科大学形成外科 講師　1983年 同 助教授　2006年 国際医療福祉大
学附属三田病院 形成外科教授　現在に至る。日本形成外科学会専門医、
日本顎顔面外科学会専門医、日本美容外科学会専門医　日本皮膚腫瘍外
科専門指導医

（第 4 回）　3D Spiral リフト＋こめかみ・頬・法令線 HA 注入

（第 4 回）ジョウ式二重部分切開・目頭切開 + 脱脂術
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