
イオン化ミネラルは体への吸収が非常に良く、持続性に優れているこ
とから、従来品より少ない量で効果が期待できます。
ミネラル不足が引き起こす生理不順や貧血、不定愁訴など、女性のさ
まざまなお悩み改善におすすめです。

サラッとした液体タイプ。時間を決
めて1日1包を目安に水や飲み物
に混ぜてお召し上がりください。

カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛など

の必須ミネラルは、ビタミン同様、美容と健康に大

切な栄養素として知られています。現代人はビタミ

ン不足といわれますが、一方でミネラル不足を自覚

している人は少ないのではないでしょうか？  ミネラル

は体の調子を整えるために欠かせない栄養素であ

り、不足するとさまざまな不調につながります。

しかし体の中で合成することができないため、食事か

イオン化により吸収率がアップ！

ミネラルエナジーイオン　60包（2ヶ月分） 
ミネラルエナジーイオン 鉄プラス　60包（2ヶ月分）

おもな原材料：植物種子、びわ葉、
ひばまた、ミネラル含有酵母

※月経がある方は鉄プラスをお選びください。

ミネラルを賢く摂ってヘルシー美人に

その不調、ミネラル不足が原因かも！？

ミネラルエナジーイオン
ミネラルエナジーイオン 鉄プラス

近日発売開始

ら摂取する必要があります。ところが現代人の食生

活は偏りがち。ストレスも多いことから慢性的なミネラ

ル不足に陥っているといえます。そこでおすすめした

いのがサプリメントでのミネラル摂取。これまでのミ

ネラルサプリメントは吸収効率が低く、効果実感が

得にくいうえに、1日あたりの摂取量が多くなってしま

いがちでした。しかし、イオン化することで吸収率が

高まり持続性も維持できることがわかりました。

個包装

ミネラルエナジーイオン 鉄プラスミネラルエナジーイオン

ミネラルエナジーに含まれる代表的なミネラル

1日1包で飲みやすくなった

カルシウム マグネシウム カリウム 亜鉛 マンガン 鉄 銅

各商品のお問い合わせはこちらから。 0120-977-041

聖心美容クリニックは、
ISO 9001:2015の
認証を取得しています。

●本冊子に関するお問い合せ先 ： セイシンポイントクラブ事務局 東京都港区六本木6-6-9 ピラミデ2F　TEL : 03-5770-5292
MAIL : point-club@biyougeka.com   担当：太田・小河原・内藤

“すっぴんDr.”小林医師の美肌レクチャー

特集

「この夏、肌を老けさせない」

明日はもっと美しい［ミュウ］
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お悩み改善Q&A
Coming Soon! 究極のRFマシン

「POTENZA」登場
ポテンツァ



Sunburn...Cover 
with a cloth

SPF50+ 
PA++++

SPF50 
PA++++

もし日焼けしてしまったら…

ひどい日焼けの場合はやはり冷やすこと。
抗酸化力のある化粧品をたっぷり使用し
て肌を休ませ、抗酸化力のあるサプリや
食品をしっかり摂取。そして保湿も！強い
マッサージや、お風呂でごしごしこすった
りするのはNG。日
に焼けて過敏に
なっている肌は優し
く扱いましょう。

「すっぴんDr.」としてノーファンデーション主義を貫
く聖心きっての美肌の持ち主。日本皮膚科学会専門医。

この夏、肌を 老けさせない熱海院院長 兼 美容皮膚科指導医 
小林 美幸 医師監

修

「光老化」という言葉があります。人間は生きていれば年をとり生理
的に老化していきますが、光を浴びることによりさらなる老化を引き起
こします。光老化はシミ・シワ・たるみなど美容上の問題だけではな
く皮膚がんを起こす可能性もあるので、年齢性別に関係なくきちんと
対策すべきだと思います。太陽光線のなかで、もっとも注意しなけれ
ばいけないのが紫外線です。地上に届く紫外線はUVAとUVBの2種
類あり、UVBはパワーが強く真っ黒になるような日焼けを起こします。
一方UVAは窓ガラスも通ってしまい、すぐに黒くなることはなくても、じ
わじわと浴び続けるうちに光老化を助長させます。

まずは日焼け止め！！　化粧下地クリームに日焼け止め効果があるか
らそれでいいという方もいらっしゃいますが、日焼け止めは必ず塗る
べきです。それも少量ではダメで、しっかり適量を塗らないと
SPF/PA表示通りの効果は望めません。そして汗をかいたら塗りなお
す。スポーツ時などは汗に強いタイプの日焼け止めを使うとか、布で
覆うなどのガードが必要です。いわゆる飲む日焼け止めサプリも活用

するとよいでしょう。またサンバイザーだ
けでは頭頂部も日焼けしますから、帽子
や日傘を。さらに地面からの照り返しを
考えて、あご下や耳などにも日焼け止め
は忘れずに。外出先で日焼け止めを塗り
なおすのが難しい場合は、汗を軽くティッ
シュオフしてスプレータイプの日焼け止め
を使ったり、パウダータイプの日焼け止め
を重ね塗りするなど自分の生活スタイルに
合った方法をみつけてください。基本的
に私自身は夏の暑い時ほど外では肌を露
出せず、室内では脱ぎます。紫外線は免
疫力も低下させ、疲れやすくなりますが、UVカット素材のウエアで皮
膚を守ってあげれば後の疲労も違います。そしてサングラスで目も守
ること。逆に、太陽光によりビタミンDが合成されるため、完全遮光を
している方はビタミンDをサプリや食品から摂取するようにしましょう。

家にいるとメイクもせず気を抜きがちです。とくに気をつけたほうがよ
いのはリビングなどに多い南向きの窓！ UVAは窓ガラスをも通過しま
す。最近では紫外線以外の光線も老化の原因といわれていますから、
窓辺で無防備に日に当たらないよう気をつけてください。家にいると
きも基礎化粧品後に必ず日焼け止めをつけること。これは冬でも同
じです。また職場で日当たりのよい席にいる場合もきちんと日焼け止
めをつけ、サプリも活用して一年中対策しましょう。またネイルでの
UVの照射も紫外線ですから、爪以外には紫外線が当たらないように
工夫したり、日焼け止めを手に塗るなどしてほしいと思います。

きちんとした紫外線対策で、光老化を防止

室内での日焼けにも注意しましょう

私自身の光老化対策を紹介します

人は太陽光を浴びることでダメージを受け、
肌も老化します。そこで今回は、光老化を防ぐ
ための紫外線対策についてお話します。

太陽光に含まれる近赤外線は波長域が広く、肌に対してよい結果を
出す近赤外線を利用した美容機器もあります。たとえば熱海院にあ
る、たるみ治療マシン「タイタン」もそのひとつ。しかし外で浴びる近
赤外線は、紫外線よりもさらに奥の筋肉にまで届き、影響を及ぼすと
いわれています。奥まで届くということは、美容的に考えるとたるみ
の原因になるということ。近赤外線は日焼
け止めではほとんど防げず、布で覆うなど
が必要です。今後、近赤外線対策の日焼
け止めなども開発されることを期待します。

植物由来で安全性が高く、日
焼け止めが塗れない頭皮や
目などの紫外線対策にも◎。
朝2粒の摂取で一日中効果が
持続。日焼け後の摂取でも
肌の赤みを軽減させることが
わかっています。紫外線対策
に有効な抗酸化成分を配合。

全身のUVケアが
カンタンに！ 飲む日焼け止め

スポーツやリゾートでは、汗で
落ちにくいエムディアUVシル
キープロテクションを。国内
最高数値のSPFとPAで光老
化から強力にガードします。
またメイクの上からさっとスプ
レーして重ね塗りできるミスト
タイプも、ぜひお試しください。

アウトドアでもしっかり！
汗に負けない日焼け止め

プロテクトエナジー 
トリプルブロック

近赤外線は布で覆って防御する

Dr.小林
スキンケア
レクチャー

vol.2

recommend

子どもの運動会での私。
光老化予防啓蒙のため
毎年続け、今ではマスク
仲間もできました。

30粒 5,800円（6,264円）
120粒 2万1,000円（2万2,680円）

エムディア UVシルキー
プロテクション

ラロッシュポゼ
UVイデアXL
プロテクションミスト

3,800円（4,104円）

2,500円（2,700円）

「塗る」 「飲む」 「覆う」  紫外線対策で
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眼球を支えるハンモック状の靱帯が加齢とともに緩んで
眼球が下垂。それによって眼球下部の眼窩脂肪が圧迫
され前方に飛び出し、クマやたるみになります。

脂肪のふくらみが原因なら                         　  がおすすめ

くぼみが原因なら、ハリを出せる                                              を

濃いシミが消え、若 し々い肌に。目立つシミに適したマシン治療です。

Before After

目の下のクマやたるみ、ふくらみは加齢とともに目立ってきま
す。その原因となっているのが眼窩脂肪（がんかしぼう）と呼
ばれる、眼球の下の脂肪がはみ出すことで起こる下まぶたの
ふくらみで、目袋とも言われています。経結膜下脱脂法では、
下まぶたのふくらみの原因となる脂肪をまぶたの裏側から
取り出すことでクマやたるみを改善。皮膚表面を傷つけるこ
とがなく、術後の腫れもわずかです。当院ではバランスよく脂
肪を取り出し、滑らかに仕上げるための工夫をしています。

同じお悩みでも原因やご希望によって選択する
治療は変わります。あなたにピッタリなのはどれ？

Before

After

After

クマの原因がくぼみの場合は、減ってしまった組織を補う
治療を行います。「プレミアムPRP皮膚再生療法」は、ご自
身の血液中に含まれる血小板を利用した聖心オリジナル
の若返り注射です。ほうれい線から手の甲まであらゆるシ
ワや凹みを改善、目の下のクマやくぼみにも効果を発揮し
ます。ヒアルロン酸のようにシワを埋めるだけの治療とは違
い、肌の細胞を活性化させコラーゲン等の組織を増やすた
め見た目の仕上がりも自然。効果も3年以上と長く続きま
す。当院では蓄積されたノウハウから、あらゆる症状に対応
できる“聖心メソッド”を確立。一人ひとりの症状に応じて微
調整するオーダーメイド形式により、高い効果と満足度を実
現しています。経結膜下脱脂法との併用もおすすめです。

料
金

料
金

3ヶ所から脂肪を取り出し、美しい目元へ

30万円（32万4,000円）
経結膜下脱脂法（目の下の脂肪取り）

Beauty Menu Line-up

30代女性。術後1年。注入のみですっきりとした目元に。赤グマも改善。

40代女性。術後1年。膨らみによる影が無くなり、涙袋が綺麗にでるように。

Before

※表示金額の（　）内は税込価格です。

最近、目の下のクマ・たるみが気になってきました。

目の下、目の上、こめかみ ※両側 各29万円（31万3,200円）
1cc追加 +7万円（7万5,600円）

プレミアムPRP皮膚再生療法

より効果が高い

FDAに認可されたたるみ治療マシ
ンを使い、真皮深層～皮膚深部の
SMAS層に強力なエネルギーが到達。
タンパク質の引き締めとコラーゲン増
加の２段階の効果で、たるみにしっか
り作用。半年～1年効果が持続します。

レーザーをシミに照射することで、メラニン色素を破壊
し治療します。照射後数日でかさぶたが剥がれ1ヶ月ほ
どで周囲の皮膚になじみます。当院ではPICOレーザー
をはじめとする最新のマシンで治療を行っています。

料
金 直径1mm 5,000円（5,400円）　直径5mmまで 1万円（1万800円）
※PICOレーザーは札幌・東京・大阪・広島・福岡院のみ導入

シミ取りレーザー

30代女性。照射2回後。そばかすと赤ら顔が改善、肌質もなめらかに。

Before After

薄いシミやそばかすの改善、さらに美肌効果も期待で
きます。幅広い波長の光（IPL）を顔全体に照射するた
め混在した症状を同時に改善。日本人向けに開発さ
れたマシンで、ダウンタイムもありません。

料
金 顔全体 1回 3万3,000円（3万5,640円）
ライムライト

50代女性。術後3ヶ月。あごから首にかけてのたるみが軽減。

Before After

料
金
ウルセラシステム

HIFU治療が顔のたるみに効果的と聞きました。

自分のシミにはどんな治療がよいのわかりません…。

レーザーピンポイントの濃いシミには ライムライト

表皮

真皮

皮下
組織

SMAS
筋肉

ピンポイント
で照射

超音波

顔全体 24万円（25万9,200円）　中顔面 18万円（19万4,400円）

より痛みの少ない

照射スピードが速く施術時間が短い
ため、痛みも最小限で快適に治療が
可能。時間が取れない方や、ウルセラ
システムが苦手な方にもお受けいた
だける施術です。半年に1回の治療
が目安となっています。

30代女性。施術直後。シャープなフェイスラインに。

Before After

料
金
ウルトラセルQプラス
顔全体 15万円（16万2,000円）　中下顔面 12万円（12万9,600円）

なぜクマ・たるみができるの？

原因によって対処法（治療法）が異なります。

Around the eyes

当院には2種類のマシンがあり、ご希望に応じて選択可能です。

症状に合わせてレーザーと光治療から選びます。

顔全体の薄いシミには

Q

A

Face

Q

A

経結膜下脱脂法
けい   けつ   まく   か    だっ   し     ほう

ウルセラシステム ウルトラセルQプラス

プレミアムPRP皮膚再生療法

外側 内側

POINT!

Skin

Q

A

お悩み改 善 Q &A

目の下の眼窩脂肪は3つの部位
に分かれています。1ヶ所からのみ
取り出すと、そこだけ皮膚がしぼん
でしまうことも。当院では3ヶ所か
らバランスよく脂肪を取り出すこと
で術後の凸凹を防いでいます。

（高密度焦点式超音波）

中央

1ショット
1.486秒
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人が手作業で行う方法に比べ、短時間
で一定の良質な幹細胞を抽出可能。厚
労省ヒト幹細胞指針での承認を受けた
臨床研究に採用、大学病院での臨床応
用にも使われている信頼のシステムです。

幹細胞は残したまま不純物を80％除去し、純度の高い濃縮脂
肪を精製できる特殊な高性能フィルター。当院が開発に協力、
現在は安全性と品質が認められ多くの国で使われています。

通常の脂肪吸引では刃
先の鋭利なカニューレ
（吸引管）を使用。しか
しベイザーリポ2.2はベ
イザー波でばらばらに
した脂肪細胞を刃のな
いカニューレを使って低
圧で優しく吸引、 周辺
組織を傷つけません。

脂肪を取り過ぎるとメリ
ハリのない貧相な体型
になってしまいます。当院
では、脂肪とその下の筋

肉のつき方も計算しながら残すべき脂肪を残した美しいラ
インをデザイン。患者様の理想のボディラインを叶えます。

リポセルはHIFU（ハイフ）を利用し、熱エネル
ギーを1点に集束させて患部に照射し、体内
に発生させた熱で脂肪細胞を破壊します。

脂肪のみの注入と比べ生着率は約5倍も高く（左下図）、また幹細
胞抽出機器4製品の比較では幹細胞の量・活性度などにおいてセ
リューションシステムが一番優れているという結果に。

さまざまな研究で効果を実証！

30代女性。術後4ヶ月。他院で処置した豊胸バッグを除去、脂肪吸引
は太ももより。トップのサイズはそのままで、柔らかい自然な仕上がりに。

料
金

                をプラス
した豊胸術が登場

脂肪の生着率がさらにアップ！

料
金

185万円（199万8,000円）

プレミアム幹細胞豊胸術
（プレミアムセリューション豊胸術）

120万円（129万6,000円）
プレミアムピュアグラフト豊胸術

１回で効果を出すには脂肪吸引がベストですが、
カウンセリングの上ご希望に添ったものをご提案します。

脂肪に含まれる幹細胞には、新しい脂肪や血管に生まれ変わる能
力があります。そこで脂肪から分離して活性化させた幹細胞を脂
肪に混ぜてバストに注入する「幹細胞豊胸術」が生まれました。再
生医療の技術を用いた身体の負担が少ない施術でしこりになりに
くいうえ、脂肪の生着率が高く、効果が長期間持続。当院では全自
動で幹細胞抽出を行う「セリューションシステム」を採用しています。

他院４製品との比較※2脂肪生着率※1

脂肪のみ 脂肪＋幹細胞 セリューションMulti-
Station

Cha-
Station

Lipokit
（コンデンス法）

細
胞
の
発
現
率

50

0

10

20

30

40

※1 デンマークCopenhagen大学病院のStig-Frederik Trojahn Kolle氏らが、Lancet誌で発表　※2 南カリフォルニア大学Aronowitz JA氏らが医学雑誌PRSで発表

※ HIFUとはHigh-Intensity Focused Ultrasound （高密度焦点式超音波）の略称。

吸引した脂肪から、高性能フィルター「ピュアグラフト」を用いて不純
物を取り除き、高い純度で濃縮した脂肪をバストに注入する豊胸術
です。濃縮した純粋で良質な脂肪を注入することで脂肪の生着率
が向上し、炎症やしこりのリスクが低くなる安全で優れた施術です。

当院では患者さまご自身の血液から採
取したPRPを併用するプランもご用意し
ています。血小板には体の細胞を元気
にして若返らせる成分
があるため、注入した脂
肪の生着率の向上が期
待できます。

料
金

90万円（税込97万2,000円）
※脂肪吸引・脂肪注入・ピュアグラフト・麻酔・処方薬・アフターケア費用を含む。血液検査代別途
ピュアグラフト豊胸術

ピュアグラフトとは？

AfterBefore

After

30代女性。術後2ヶ月。ダイエットとの併用で、綺麗なウエストラインに。

Before
AfterBefore

※表示金額の（　）内は税込価格です。

安全性も効果も最高峰の

濃縮した純度の高い脂肪を注入する

幹細胞の量や
質がダントツ約5倍！

低圧吸引でダウンタイムを軽減

ダウンタイムを避けたい人は  　　　　　 を。  

ベイザーリポ2.2は、ベイザー波という脂肪細胞だけに反
応する特殊な超音波で、大きく肥大した脂肪細胞を一粒
一粒バラバラにしてから脂肪を吸引していく優れたマシ
ンです。 密集している脂肪細胞を緩め、周辺組織からも
離された状態で吸引するため、筋肉・神経・血管など周
辺組織へのダメージは最小限。安全で回復が早く、患者
さまの負担が軽い脂肪吸引が行えます。

リポセルは腹部をはじめ二の腕、太もも、お尻、背中など脂
肪がつきやすい部分への痩身効果が期待できる超音波
マシンです。HIFU※テクノロジーによりターゲット層の脂肪
細胞を破壊して体外へ排出。切らずにサイズダウンでき、リ
バウンドの心配がありません。また高度なクーリング機能に
より痛みが軽減されるためハイパワー照射が可能。施術の
際は1ヶ所につき3回連続で照射を行い、徐々に温度を上
げて脂肪細胞を効率よく破壊。さらに気になる部位の脂肪
の厚さに合わせて3つのヘッドを使い分け、ピンポイント照
射することで理想的なパーツ瘦せが実現します。腫れや痛
みなどのダウンタイムがなくバランスのよい治療法です。

料
金

1部位  25万円（27万円）
手技料（1回あたり）  ＋8万円（+8万6,400円）
※血液検査代別途

脂肪吸引（ベイザーリポ2.2）

50代女性。術後3ヶ月。ダイエットと併用し、さらに効果が高まった結果に。

腹部 1回30サイト（90ショット） 28万円（30万2,400円）
リポセル 

New

幹細胞豊胸術（セリューション豊胸術）

リポセル

でメリハリのある美ボディラインに。脂肪吸引（ベイザーリポ2.2）

ピュアグラフト豊胸術 PRP注入  

お悩み改善 Q&ABeauty Menu Line-up

昔入れた豊胸のバッグを取り出して、自然な胸にできますか？ 1回でサイズダウンできる痩身治療を教えてください。

脂肪注入をおすすめします。
以前と比べてしこりになりにくく、長持ちする方法です。

Bust

Q

A

Body

Q

A

セリューションシステムとは？POINT! 医師の技術力で美しい仕上がりにPOINT!

HIFUテクノロジーとは？　POINT!

POINT!

生着率
50-60%

生着率
70-80%

料
金

幹細胞豊胸術（セリューション豊胸術）
155万円（167万4,000円）
※セリューション操作・脂肪吸引・脂肪注入・ピュラグラフト・麻
酔・処方薬・アフターケア費用を含む。血液検査代別途

脂肪細胞

血
管

筋
肉

繊
維
組
織

カ
ニ
ュ
ー
レ

皮膚
スキン

プロテクター

皮膚のたるみガタガタのライン

ストローで吸うように優しく吸引
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「POTENZA（ポテンツァ）」は、真皮に直接RF（高周波）エネルギーを
照射し肌のお悩みを改善するマシンです。独自のテクノロジーにより、
高い効果が得られるほか、従来のマシンと比べて痛みやダウンタイムが
格段に少ない点が特長です。針の長さや仕様が違う12種類のチップを
使い分け、照射の深さやエネルギーの強さ・照射範囲を細かく調整する
ことで、肌質や症状に応じた幅広いお悩みに対応。同時に、正確で均
一な薬剤導入（ドラッグデリバリー）も可能です。またPOTENZAは、肝
斑治療にも有効！マシンによる肝斑治療の欠点克服に成功しました。

毛穴・凹凸・ニキビ跡・キメの乱れ・トーンアップ・
小ジワ・タイトニング・肝斑・ニキビ

イントラセル POTENZA

適応症状

微細なニードルにより皮膚に損傷
を与え、創傷治癒を促すことでコ
ラーゲンを産生。RF照射により肌
を引き締め、組織再生。さらに適
切な薬剤を肌の奥まで正確かつ
均一に導入する「ドラッグデリバ
リー」によるボリュームアップ効果。
これら3つのアプローチにより、肌
質改善の効果がアップします。

痛み・ダウンタイムのない肌再生治療
今まで難しかった肝斑にも効果を発揮

5月中旬より順次、全院に導入。詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

RFによる予期せぬ肝斑改善例が見
られたことから、研究を重ねた結果、
肝斑治療に最適な熱量と時間を発
見。これまでマシンによる肝斑治療
は悪化や色素沈着などのリスクを伴
い、効果を出すことが難しいとされ
ていましたが、POTENZAは独自テク
ノロジーにより、肌質にかかわらず安
全かつ効果的な治療が可能です。

Coming Soon!

個人差や部位により異なるイ
ンピーダンス（電気抵抗値）を
常にモニタリング・調整するこ
とで正確なエネルギー照射が
可能に。またニードルごとに異なる電極を持つことで照
射がより均一に。これらの技術が肝斑治療に効果を発揮。

聖心でも人気の「イントラセル」の
メーカーが開発。同じニードルによ
るRF照射マシンですが、痛み・ダ
ウンタイムがほぼ無く、治療の適
応範囲が広がった点がポイント。

表皮に熱ダメージを与えないことに加え、
使用する針の本数も少ないため。

深さやエネルギーの細かい設定が可能で、 
症状に応じた調整ができるため。 

ここがPOINT! ここがPOINT!

聖心が
国内初導入！ POTENZA

毛穴 小ジワ ニキビ跡 肝斑 などに！

究極のRFマシン

登場
ポテンツァ

トリプル効果で美肌を実現！

痛み・ダウンタイムがない理由

効果が高い理由

一定の熱量と時間、均一なエネルギー照射

What is Potenza?

「仕事の流儀」#2

「仕事の流儀」をテーマに、聖心美容クリニックの

ドクターにお話を聞く「ドクターズルーム」。

好きな施術ややりがい、今後の目標なども語って

もらいました。

私が医師として大切にしているのは、患者さまご本人が幸せになる治
療を提供すること。周りに言われたからではなく、自分自身の負担と、
なりたいゴールのバランスがうまくとれるかを常に考えて、納得できる
選択をしていただけたらと思っています。
もっとも好きな施術はプレミアムPRP皮膚再生療法です。さまざまな箇
所の幅広い悩みを解決できて、喜んでいただけることがとても多いから。
最近いちばん嬉しかったのが、77歳でプレミアムPRP皮膚再生療法
を行った患者さまが5年ぶりにご来院くださり、前回治療した部位の
肌の質感が5年前よりずっと良かったことです。意欲と治癒力、人の
無限の可能性を感じました。また、「いぼを取るならここで」とわざわざ
電車で来院される91歳の男性の患者さまもいらっしゃいます。美容医
療とは、 性の別なく人生のお供です。老いていくのが愉しみになるよう
な、人生の伴走者になれればと思っています。今後の目標としては、
横浜で一番相談しやすい美容クリニックを目指します！

人生の伴走者としての美容医療を目指して

外見の美しさは、前向きな心につながる

美容手術は魔法ではありませんし、絶対というものでもありません。し
かし外見に少し医学的な手を加えることによって、精神面も前向きにな
れることのお手伝いをできれば、と日々 思っております。好きな施術は、
目や鼻の手術です。患者さまの元々の状態や希望によって、デザイ
ンなど細かく調整し、こだわりを持って提案、手術を行います。目指
すのは派手さではなく、顔全体のバランスのとれたナチュラルな仕上
がりです。そして術後、患者さまから「イメージしていた通りの仕上りに
なった」との声をいただいたときはもっとも嬉しく感じます。
大阪院でもアンチエイジング施術が人気ですが、高齢化社会が
迫っている中でますます需要は高まっていくでしょう。いまは手術だけ
ではなく、マシン、注射、内服などダウンタイムの少ない選択肢が増
えてきています。敷居が下がっていますのでぜひご検討ください。また
今後は日本で国を挙げて推進している再生医療を応用して、美容
分野でも再生医療を発展させるために貢献したいと考えています。

Doctor’s
Room
�eme

ニードルが
皮膚に

損傷を与え、
再生を促進

ニードル RFエネルギー 薬剤導入

RF照射
による
引き締め&
組織再生

深部への
浸透による
ボリューム
アップ効果

1 2 3

横浜院 佐々木 直美院長

大阪府出身。大阪市立大学医学部医学科卒業。女
性ならではの丁寧な治療と親身なカウンセリングで患
者さまから定評がある。プライベートでは母としてPTA
活動にも従事。聖心きっての映画通。

File.3

大阪院 大井 弘一診療医長
兼副院長

広島県出身。琉球大学医学部卒業。勤続20年を迎え
る聖心のベテランドクター。患者さまのなりたいイメージ
をデザインする治療を得意とし、多くの症例と経験を誇る。
趣味はスキューバダイビングで沖縄を頻繁に訪れている。

File.4

肝 斑美肌・アンチエイジング

↑1回の施術。術
後4週間。ニキビ跡
のでこぼこが改善
され、赤みも解消。

After

Before

After

Before
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WEBムービー「＃RealUgly 本当の醜さにメスを。」公開記念

正しい美容医療クリニック
選びの啓蒙イベントを実施

NEWSINFO
Special

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

※表示金額の（　）内は税込価格です。

会報誌Mieuxが、パソコンやスマートフォン
からもお楽しみいただけます。ぜひアクセス
してください。

URL : www.biyougeka.com/mieux/

詳しい内容については、下記まで
お問い合わせください。
※ご購入は、当院におかかりの患者様に
　限ります。ご了承ください。
メール : ec.seishin@mediclude.jp
電 話 : 03-6693-6944
   受付:10時~18時（土日祝除く）

①右のQRコードから
　sh.biyougeka.com にアクセス
②患者様認証コード「6944」を入力
　し「送信ボタン」を押してください。

公式通販サイトでは、クリニック内で
扱っている一部商品（コスメ、サプリメ
ント、シャンプーなど）をパソコン・ス
マートフォンからお気軽にご購入いた
だけます。

聖心美容クリニック公式通販サイトのご案内 会報誌Mieuxを電子ブックで公開中！

ご利用方法

活動報告
CSR

聖心美容クリニックではCSR活動の一環としてNPO共生フォー
ラムの活動に賛同し、カンボジアでの支援プロジェクトに参画し
ています。このたび、児童養護施設「共生の家」が無事完成し、
2019年3月にシェムリアップ州政府関係者や地域の方などのご
参列により竣工式が行われました。皆さまから温かいご支援を
いただき、心より御礼申し上げます。
竣工式には当院の鎌倉統括院長、札幌院 前多院長、広島院 
中辻院長も参列。あわせて当院が開設および医療協力を行っ
ている「アンコール共生病院」「クヴィアン小学校」「カンボジア日
本友好技術教育センター」のほか、現地の孤児院も訪問しまし
た。孤児院では炊き出しやレクリエーションを実施し、明るく元
気な子供たちとふれあいました。

［お問い合わせ］ NPO法人 共生フォーラム事務局  
電話 : 048-644-0880  URL : www.tomoniikiru.or.jp

「共に生きる」という理念を基に、長寿社会における高齢者に対する支援や海外
への教育支援、そして被災地への支援などを行っています。

NPO法人 共生フォーラムとは 

第107回 日本美容外科学会に参加
4月17日、18日に第107回日本美容外科学会（JSAS）がANAインターコンチネンタルホテル東京で開催され
ました。「現状の美容医療とその今後…」をテーマにさまざまなプログラムが開催され、当院医師も参加しまし
た。シンポジウムでは、鎌倉統括院長が豊胸術関連の2テーマで座長を務めたほか、東京院 伊藤院長が
「脂肪注入による豊胸術」、札幌院 前多院長が「下眼瞼形成」に関する発表を行い、一般演題においても、
広島院 中辻院長が「毛髪幹細胞治療」、大阪院 寺町院長が「リポセルの効果」について発表を行いました。

学会報告

ふっくら透明感のある唇へ導く大人のリップ美容液

ベイビーリッププランパー R＋
新色登場

当院美容皮膚科指導医の小林美幸医師監修のもと開発された唇用美容液「ベイビー
リッププランパー R+」にカラーバージョンが登場。唇をふっくらさせるだけでなく、使い続
けることで小ジワやくすみの改善効果も。鮮やかな発色の「ローズレッド」と、やさしい印象
の「サクラピンク」をぜひお試しください。

32

1

54

　 共生の家の竣工式の様子 　 色とりどりに飾られた会場
　 竣工式には多くの方が参列した 　 孤児院での聖心医師陣の炊
き出しの様子　  子供たちとスイカ割りや長縄跳びなどを楽しんだ

1
3

2

5

4

1本（6.5ml）
各5,800円
（6,264円）

聖心美容クリニックでは、消費者の方々の慎重なクリニッ
ク選びを推進するための啓蒙活動を実施しています。近
年、美容医療が身近になってきた一方で、トラブルや被害
の報告も多く聞かれます。当院ではそのような現状をふま
え、患者を喰いものにする悪徳美容クリニックの醜さを
「Dr.Beast」として擬人化。自分たちへの戒めの意味も込
め「私たちは絶対に、醜くなるな」をメッセージにWEBムー
ビーで発信しています。
その一環として2019年3月25日に恵比寿ガーデンプレイス
で「正しい美容医療クリニック選びの啓蒙イベント」を実施
しました。当日は安田大サーカスのクロちゃんがDr.Beast
のアフレコを担当。紅蘭さんを患者さま役に悪徳クリニッ
クのカウンセリングを再現し、鎌倉統括院長がその実態と
正しいクリニック選びのポイントや大切さを伝えました。

聖心美容クリニック・W E Bムービー
「＃RealUgly 本当の醜さにメスを。」

URL : https://www.drbeast.jp

2

 悪徳クリニックの現状について
説明する鎌倉統括院長
 アフレコを担当したクロちゃん・
紅蘭さんと悪徳医師「Dr. Beast」
 私腹を肥やしたDr. Beastがフェ
ラーリに乗って都内をめぐる、車両プ
ロモーションも実施

1

3

2

1

3

聖心美容クリニック公式LINEアカウント
とお友だちになってくれた方がお使いい
ただけるLINE上のポイントカードです。
初回カードは3回来院した方全員にEQ
エナジー3包（1,500円相当）をプレゼン
ト。さらに、ランクアップカードでポイントを
貯めていくと、豪華特典がゲットできます。
ぜひご登録ください！

公式
アカウント

「聖心美容
    クリニック」

  で検索

友だち追加 「@seishin」
で検索

QRコード
から

LINEショップカードとは？こんなコトができる！ ショップカードで
商品プレゼント！

クリニックのQRコードを
読み込むだけ！

登録方法は3パターン！ 
さらに!

1

2

3

LINEのお友だちになるとイイコトたくさん！

施術に関する
お問い合わせ

コスメやサプリの
プレゼント企画

モニター・
新施術のお知らせ

カンボジアの子供たちから元気をもらおう！大作戦

児童養護施設
「共生の家」が完成

よりご満足いただける誌面をつくるため、ぜひアンケートにご協力ください。今後の
参考にさせていただきます。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、
「ベイビーリッププランパー R＋」の新色を10名さまにプレゼントいたします。

メイクもすっぴんも底上げする！ 高機能リップ美容液

「ベイビーリッププランパー R＋」をプレゼント！
アンケートはこちらから

URL :  questant.jp/q/
 mieux3

アンケートに答えて
応募しよう！ 

※当選者は、回答者の中から厳正な抽選のうえ決定します。色の指定はできません。なお、当選の発表は賞品の発送
をもってかえさせていただきます。アンケートに関するお問い合わせにはお答え致しかねますので、予めご了承ください。

2019年7月7日（日）まで
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