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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　■5月～　毎月1回夕方から2時間　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　
■7月10日　第6回　「①鼻中隔延長・鼻尖縮
小」「②猫手術（鼻唇角形成）「③口唇縮小
術」「④3Dリフト＋リガメント強化ECM製剤
注入」　■第7回は9月に沖縄ライブ講習会（
ジョウクリニック那覇院にて）を予定（詳細
は6月にご案内します）　

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6回
講演・解説役に酒井成身DRを迎え

2症例4手術「①鼻中隔延長・鼻尖縮小」「②猫手術（鼻唇角形成）
「③口唇縮小術」「④3Dリフト＋リガメント強化ECM製剤注入」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東京駅セントラルカンファレンスセンター　
PM1:30-PM5:00    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。   7月 10日

7月10日（日）プログラム
◎受付　AM10:00～　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）
◎AM10:30-11:40　第6回DrJoe美容整形塾　DRJoe　講義編
 「①鼻形成の基礎と今回のオープン法手技の手順、ポイント　症例検討　②猫手術の
　手順、ポイント、症例検討　③口唇縮小術の手順と症例検討　④3Dリフト併用での
　若返りと立体リフトアップ～リガメント強化ECM製剤の注入」
　　　　　　　　　　　　　  （医）聖美会　ジョウクリニック総院長　重本　譲MD
◎AM11:40-PM12:00　リガメント強化ECM製剤注入について（ブルースカイ）
◎PM12:00　昼食休憩（お弁当　お茶支給）
◎PM12:20-13:00　第6回DrJoe美容整形塾　DR酒井　講義編
 「鼻の変形修正、骨切り」
　  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タクシー分乗にて移動（徒歩５分）

◎PM1:30-3:30　第6回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（１）鼻形成、猫手術
　　　　　　　  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
　　　　　　　  コメンテーター：新宿美容外科・歯科　院長　酒井　成身MD,PhD
◎PM3:30-4:00　第6回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（２）口唇縮小術               
　　　　　　　  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
◎PM4:00-5:00　第6回DrJoe美容整形塾　LiveSurgery（３）糸リフト･ECM製剤注入
　　　　　　　  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6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

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「鼻
の変形修正」・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「鼻の変形修正、骨切り」の
講演とコメンテーター役を務めていただく。

韓流DR Son直伝のナチュラルなアップノーズをつくる第二弾！外側鼻軟骨に
耳介軟骨をくくり鼻翼軟骨を延長。オープン法で今回はストラッドを立てず鼻
中隔延長と鼻尖縮小術を公開する。下垂を回避するためプロテーゼ代替えのコ
ラーゲンブロック挿入。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第6回目は、第3回
で伝授した韓流DR Son直伝の第2弾！ストラッドを立てずにナチュラルなアップノーズをつくる鼻形成だ。今回もあえてオープン法で供覧
できるため、細部での手技のプロセズは見やすいはずで、一方で講義、ライブ中、酒井MDからのコメントにも注目してほしい。下垂回避の
ために寄贈ヒト無細胞真皮マトリックス・ブロック（コラーゲンブロック）を挿入しつつ、鼻尖縮小、猫手術に耳介軟骨も併用していく。

鼻唇角矯正（猫手術）には鼻柱基部の陥没に対しANSを出す。一方、口唇縮
小術では、理想的な唇のかたちへ唇粘膜を切除しながら唇のボリュームを抑え
ていく。恒例の重本医師一押しの3D Spiral Lift 併用での若返りと立体リフ
トアップでは、リガメント強化ECM製剤を注入する。口唇縮小術では「唇の粘膜は皮膚よりも
修復力が高い。そのぶん傷の治りも早く傷痕も目立ちにくいため、ビギナーでも十分に導入できる」とジョウ医師。また恒例の重本医師一
押しの3D Spiral Liftと共にHugel社の新しい製剤「JALUPRO SuperHydro」（リガメント強化のためのECMリモデンリング製剤）を併用した
若返り、リフトアップを実施してもらう。

今回のモニター



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

 7月10日（日）

第6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6回 Dr Joeの美容整形ライブ塾
　7月10日（日）　「①鼻中隔延長・鼻尖縮小」「②猫手術（鼻唇角形成）

「③口唇縮小術」「④3Dリフト＋リガメント強化ECM製剤注入」　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。
〇懇   親   会　◆終了後17:30～19:30　重本、酒井両医師を囲んでの懇親会
　　　　　　　（自由参加：途中退席も可、ひとり当たり6～7,000円（ドリング別）です）
○主　　  催：JAASアカデミー　　東京都中央区新川2-21-15-1007     tel  03‐6222‐3121

○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

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

「匠の技」第5弾！を供覧（前回ライブ講座レポート）
　5回目は、ジョウ医師の手技の理論とポイントを聴講者により伝わるように、酒井　成身医師（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）にコメンテーター役をお願いした。ライブ塾では供覧しただけで
は技能の習熟は難しい。そのためにはライブに入る前にJAASアカデミー恒例の午前の講義が必須となる。「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酒井医師から、前回の水野医師同様、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。そんな酒井医師には世界的な評価を得る「酒井法術式・陥没乳頭修正術」の講演が講義編の後半行
われることになる。
　そしてまずはジョウ医師から今回のライブ塾のテーマである①ハイブリッド豊胸術「他院シリコン入替＋PURE-
GRAFT®」②初心者からできる「人中短縮術」③3D Spiral Liftについて講義が始まった。豊胸手術の基礎解剖につ
づきシ乳腺下、大胸筋膜下、大胸筋下などシリコンバック挿入位置についての解説と受講者との意見交換を交わし
ながら、本ライブ塾では乳腺下法を選択していく。シリコンバック豊胸術の手術プロセスについては、第1回目（シ
リコンインプラントを挿入したまま脂肪注入、最後にバックを摘出する方法をとる）と同じような順序となる。そ
の理由として。「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」からだと話す。今回は、脂肪吸引→ピュアグ
ラフト処理→注入→バック抜去→バック入れ替えとなる。

　　 　酒井医師から「豊胸術での剥離に迷いがない」
　　　　　　　　　　　  とジョウ医師に称賛のコメント
　このプロセスは、午後からのライブ供覧で惜しみなく公開されることにな
るが、コメンテーター酒井医師からは「剥離と注入（マルチプルインジェク
ション法）の手技が非常に上手である」と称賛の声があがった。とりわけ
「豊胸術で最もポイントとなる剥離がジョウ先生は見事で、その手技に迷い
がない」との評価を得ることになる。参加医師からは「吸引のコツ」につい
て講義そしてライブでも質問が相次ぎ、重本医師からは「筋膜を傷つけずにいかにカニューレを滑らせていくか」
との回答を寄せた。ハイブリッド豊胸術のレクチャーでは症例供覧に加えて今回のモニターの事前症例検討を行っ
た。「人中短縮」では、術後最大の合併症である「醜状瘢痕」を防ぐため、ジョウ医師からは「皮膚や筋組織を切
除して縫合するだけの単純な手術ではない」と指摘。皮膚・皮下組織・口輪筋・粘膜下層を個別に処理し、上口唇
全体を挙上することが重要であると強調した。デザイン、皮膚切開、皮下脂肪層処理、口輪筋・粘膜下層の処理な
ど一連の手術の手順を説明し、症例を見ながら解説していった。最後に、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

（第５回）　バック入替によるハイブリッド豊胸術

（第５回）　人中短縮術

懇親会　□参加　□参加しない
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