
肌や髪だけでなく、血管や骨、さらに脳などトータルに美と健康をサポートする
サプリメントに注目が集まっています。

サッと飲むだけなので負担にならず、副作用もないから安心。
日々のエイジングケアにぜひ取り入れていただきたい、3つのサプリをご紹介します。

春からはじめる、
新エイジングケア習慣

成長ホルモンは30代頃から急速に減少し始めると
いわれ、それと同時に体の老化が進みます。
「GHRP2PRO」は"成長ホルモン放出ペプチド"を主
成分とし、服用するだけで体内の成長ホルモンの自
然な生成を増幅させ、様々なエイジングケアが可能
になります。さらに外部から投与する合成成長ホル
モン剤などと違い、空腹感を引き起こす副作用がな
いため安心して服用していただけます。

従来、成長ホルモンは子どもの成長
や筋肉強化に関わると考えられてい
ました。しかし近年、代謝を調節し、
免疫機能や認知機能などにも作用
することが判明。エイジングケアの治
療として注目されるようになりました。

豊富なビタミン類を配合
美肌や疲労回復、老化防止にも

コラーゲンの生成を促して美肌へ導
き、抗酸化作用で老化を防止、免
疫・ストレスにも働くビタミンCをたっ
ぷり配合。さらに炭水化物の代謝を
活発にして集中力を高め精神を安
定させるビタミンB群、ビタミンの働き
を助ける核酸（DNA）も配合した、美
肌と健康に役立つ医師監修のビタミ
ンサプリです。飲みやすい顆粒状で、
錠剤が苦手な方にもおすすめ。

飲むだけカンタン！
クリニック専売品
サプリメント

60錠 2万4,800円（税込2万7,280円）

GHRP2PRO（メディカルサプリ）

肌のエイジングケア 白髪・脱毛対策 加齢による筋骨格の強化

加齢による性的機能の衰え改善 内臓器官の若返り

成長ホルモンの自然な生成で
老化を防止する“新しい若返り治療”

成長ホルモンは
大人にも必要不可欠！

60包入り 1万500円（税込1万1,340円）
30包入り 5,500円（税込5,940円）

抗酸化サプリメントで
ずっと“さびない”若 し々い身体へ

体内の酸化を防ぐ「抗酸化力」をも
つ成分（システインペプチド、還元型
コエンザイムQ10など）をバランスよ
く配合したサプリメント。肌が酸化す
るとシワやシミが増え、脳が酸化す
ると物忘れがひどくなるなどの症状
も。EQエナジーを摂取することで体
内の酸化を効率的に防ぎ、美白・美
肌、疲労回復、デトックスなどの効果
が期待できます。

8カプセル×7袋入（約1週間分） 3,500円（税込3,780円）
8カプセル×30袋入（約1ヶ月分） 1万2,000円（税込1万2,960円）

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 -1-24 ラピロス六本木3階
TEL : 03-5770-5292  MAIL : point-club@biyougeka.com
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2014年に再生医療法が施行され
ると、そこから美容医療を含む再
生医療が加速度的に普及してい
きました。当時は再生医療という
と細胞を使った治療でしたが、そ
のうち細胞を使わない治療も出て
きました。細胞を使った治療をし
ていくうちに、実は細胞から分泌
される成長因子が重要な役割を
担っていることがわかってきたから
です。成長因子（サイトカイン）と
いうのは細胞を含まないから、再
生医療法には縛られない。そこで
成長因子に付随する様々な製品
が、再生医療に準ずるものとして
世の中に爆発的に出てきました。
細胞を使う「狭義の再生医療」か
ら、細胞でないものを使う治療も
含めた「広義の再生医療」へと領
域が広がり、聖心では現在、細胞

系と非細胞系の両方の治療を
行っています。

細胞には「自家と他家」という考え
方があります。自家というのは自
分の細胞を使うこと。これは細胞
を抽出するため、時間や様々な制
約がかかります。しかし他家、人
の細胞ならどうでしょう？ 人、それ
も若い人の活性度の高い細胞を
もらって増やしておけば、自分たち
が欲しいときに良い細胞をすぐ使
えます。近年、他人の幹細胞を使っ
て治療しても免疫拒絶反応が起こ
らないことがわかってきて、この治
療も可能になりました。実は今年
からロート製薬が他家の細胞治療
をビジネス化します。その提供元
に当院もエントリーしており、他家
細胞の可能性はますます広がって
いくと考えています。

今後の聖心でやっていきたいこと
のひとつは、今やっている毛髪や
肌、豊胸などの治療を進化させて
いくこと。そしてもうひとつは、再
生医療を美容内科の領域にも広
げることです。老化する肉体を、
内側から衰えないようにキープして
いく。そういった治療によって患者
さまの生活の質（Quality of Life）
を上げていきたい。それは聖心の
理念である「共に生きる、より良く
生きる」の「より良く生きる」につな
がるものです。またこれから少子
高齢化が進んで、ますます若返り
治療が求められると予想されます。
聖心では今まで以上にドクター同
士で情報を共有し、切磋琢磨しな
がら技術を上げ、より質の高い再
生医療を提供していきたいと思い
ます。

僕は九州大学の第二外科※を出て
いるのですが、九州大学の教授を
退官されて九州中央病院の院長
に就任された恩師の杉町圭蔵先
生に声をかけていただき、2006年
に乳がんの術後の再建手術をお
手伝いしたんです。脂肪から幹細
胞を抽出する機器「セリューション

システム」を使う手術で、それが僕
と再生医療との出会いでした。こ
のあと僕は、セリューションって美
容に可能性があるんじゃないか、
聖心にも導入できないか、と強く
思うようになって。まだ再生医療
について法的な整備もできていな
い時代でしたが、それに先んじて、
聖心で幹細胞治療をやるにあたっ
て倫理的な問題がないかなど審議
をしていきました。そうやって土台

作りをしたうえで、2007年に世界
初となる「セリューション豊胸術」
を聖心でスタートさせました。その
ときには記者会見もしたんですよ。

ヒトの細胞を用いて身体機能を回復させることを目的とする再生医療は、
深く広く進化を遂げ、今では美容分野にも欠かせないものとなりました。
美容における再生医療の先駆者として走り続けてきた
聖心美容クリニックの過去と現在、そしてどんな未来へ向かうのか。
当院の再生医療を牽引してきた統括院長 鎌倉達郎医師が語ります。

九州大学医学部附属病院にて外科全般を習得後、乳がんの研究にも携わる。
大手美容外科を経て聖心美容クリニックに。2007年にいち早く脂肪由来幹細
胞を用いた豊胸術に着手した美容における再生医療の先駆者。

幹細胞治療を含む再生医療を提供するためには、国へ治療内容を届け出ることが法律で義務付けられており、厳しい審査を経て認定

されます。当院ではセリューションシステム・kaneka細胞濃縮洗浄システムなどを使った豊胸術やプレミアムPRP皮膚再生療法などを届

け出ています。一方で、細胞を使わず成長因子やエクソソーム（細胞で分泌される、メッセンジャーRNAなどを含む物質）を使うものも

あり当院では現在、毛髪治療などを行っています。今後は幹細胞上清液を使用した治療や点滴なども提供していきたいと考えています。

鎌倉 達郎　　統括院長 Profile

再生医療との出会いは
「セリューション」
再生医療との出会いは
「セリューション」

狭義の再生医療から
広義の再生医療へ
狭義の再生医療から
広義の再生医療へ

細胞における「自家と他家」
の壁がなくなってきた
細胞における「自家と他家」
の壁がなくなってきた

再生医療を内面にも広げ
QOLを上げていきたい
再生医療を内面にも広げ
QOLを上げていきたい

聖心美容クリニック 再生医療ヒストリー

はじまり 聖心でスタート！ 治療の広がり 論文掲載 法律が整う 実績数を重ねる
九州中央病院でセ
リューションシステム
を用いた「脂肪由来
幹細胞による乳房再
建プロジェクト」に当
院の鎌倉統括院長が
執刀医として参画。

幹細胞豊胸875症例、プ
レミアムPRP皮膚再生療
法で66,237症例と美容
再生医療に置いて全国
トップクラスの実績
（2022年1月現在）

セリューションシステムを導入し、
美容医療初の脂肪由来幹細胞
によるセリューション豊胸術の臨
床応用を開始。再生医療による
若 返り治 療
「PRP皮膚再生
療法」を開始。

世界的形成外科専門
誌に鎌倉統括院長の
「脂肪由来幹細胞に
よる豊胸術」に関する
研究論文が掲載。

再生医療関連法施行。

2007年当時の記者会見の様子

※九州大学大学院消化器・総合外科（第二外科）

幹細胞バンキングシステム
「Stem Source®幹細胞バ
ンク」を東京院で開始。

世界的な医学誌「PRS」に掲載された、鎌
倉達郎医師及び当院医師陣による「プレミ
アムPRP皮膚再生療法」の論文が「ベスト
ペーパーアワード2016」の栄誉に輝く。美容
外科領域において、日本人医師初の受賞。

毛髪再生外来を開設。再生医療
を中心としたAGA治療を導入。

再生医療を進化させ
よりよい未来を届けたい

History

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

再生医療の広がり
豊胸術にKaneka細胞濃縮洗
浄システムが導入され、患者さま
の選択肢が増える。また幹細胞
コスメ「レチノステムM.D.シリー
ズ」の開発や、次世代の毛髪再
生療法「リッシェゾーム」をスター
ト。今後は非細胞治療メニュー
の拡大を視野に入れています。

2020 2021 2022

2006 2007 2008

未来への一歩2010

2011 2014

2016

2019 2020～

権威ある賞を受賞！

Special Talk

特集特集特集

聖心の
再生医療
聖心の
再生医療
聖心の
再生医療

特集特集

聖心の
再生医療
聖心の
再生医療

Column 細胞／非細胞の治療とは？
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再生医療の最前線選択肢が増え、より効果的になった

ご自分の幹細胞で、自然でやわらかなバストを

聖心から始まり進化を遂げた

やせ型の人におすすめ！

当院人気NO.1の若返り注入治療

幹細胞がダメージを受けにくい

2007年の導入以来多くの症例を重ねた当院オリジ
ナルの治療。一人ひとりの症状や肌質に合わせて濃
度や注入量等を微調整するオーダーメイ
ド方式で、優れた効果を実現。

幹細胞を自動で分離・抽出する「セリュー
ションシステム」を使う実績ある豊胸術。
「ピュアグラフト」で濃縮した脂肪とともに
注入するため効果が持続します。

幹細胞豊胸術（セリューション豊胸術）

幹細胞豊胸術（セルチャー豊胸術）

ご自身の脂肪から抽出した幹細胞を培養して脂肪と
ともに注入。脂肪採取量が少量で済むためやせ型の
方でも受けやすく、体への負担も軽減できます。

国内大手化学メーカーが開発した「kaneka細胞濃
縮洗浄システム」を使用し幹細胞を抽出。脂肪ととも
にダメージの少ない良質な幹細胞を注入できます。

幹細胞豊胸術（Kaneka細胞濃縮洗浄システム）

プレミアムPRP皮膚再生療法

170万円（187万円）幹細胞豊胸術（セルチャー豊胸術）120万円（132万円）幹細胞豊胸術（Kaneka細胞濃縮洗浄システム）

185万円（203万5,000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）
幹細胞豊胸術（セリューション豊胸術）

※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

※FGF添加

Price

Price

155万円（170万5,000円）

ご自分の脂肪を吸引して
幹細胞を抽出し、幹細胞

を活性化させてから脂肪
と混ぜてバストに注入す

る

幹細胞豊胸術。さわり
心地が自然でしこりのリス

ク

も抑えた安全性の高い
施術で、異物を入れるの

が

不安な方にもおすすめで
す。2007年に「セリューシ

ョ

ン豊胸術」をはじめた幹
細胞豊胸術の第一人者

である当院には、現在３
つの施術があります。

PRP治療は、ご自身の
血液（血小板）を利用し

、

組織を再生させる成長因
子の働きによってあらゆる

シワや凹み、目の下のた
るみなどを改善するエイジ

ン

グケア注射です。注入
後のしこりや膨らみすぎな

ど

のリスク、持続力などに課
題があると言われてきまし

たが、それを克服したの
が当院の「プレミアムPR

P

皮膚再生療法」です。

毛髪再生医療とは、発毛
に有効な成長因子や患

者

さまご自身の幹細胞を使
って毛髪の再生を促す治

療

法で、ここ数年めざましい進
化を遂げています。当院に

は使用する薬剤も発毛メカ
ニズムも違う３つの治療法

が

ありますので、医師とのカウ
ンセリングにより、もっとも患

者

さまに適した治療法をお
選びいただけます。なおご

紹

介する施術はすべて、男女
どちらの薄毛も改善します

。

幹細胞を培養した後

の培養液である幹細

胞エキスや、幹細胞

培養上清液を利用。

肌そのものの細胞を活

性化させて美肌へ導

く画期的なコスメです。

ご自身の血液で、シワやくぼみを改善

最新の技術で多角的にアプローチ

注目の成分を使ったこれからの発毛法！

実績ある薄毛進行予防治療

日本人女性のために開発された

国内では当院だけの治療！
KERASTEM（ケラステム）毛髪再生

純国産の幹細胞エキス×レチ
ノールで“相乗効果”を発揮。保
湿力が高いだけでなく、小ジワ
や肌荒れ、くすみを改善します。

幹細胞培養上清液から抽出されたエクソ
ソームを主成分とした薬剤「リッシェゾーム」
を頭皮に注入。発毛・育毛効果を促進しま
す。さまざまな安全性試験もクリアした注目
の治療法です。

RichExosome（リッシェゾーム） 

薄毛の原因が成長因子の不足であることに着目。高
濃度の成長因子を頭皮に補う治療法です。成長因子
「KGF」を従来の約70倍含んだ薬剤を使用。

ご自身の幹細胞を脂肪とともに頭皮に注入し、眠ってい
る毛包幹細胞を刺激して毛周期のサイクルを改善。同時
に脂肪も注入し、より発毛に適した頭皮環境に整えます。

プレミアムグロースファクター再生療法

レチノステムM.D.シリーズ

ダーマスタンプ法 1回 6万5,000円（7万1,500円）
プレミアムグロースファクター再生療法

RichExosome（リッシェゾーム） 
1回 8万円（税込8万8,000円）
6回コース 43万2,000円（47万5,200円）

ほうれい線、目の下、マリオネットラインなど 各29万円（31万9,000円）
プレミアムPRP皮膚再生療法 8,000円（8,800円）

レチノステムM.D.シリーズ

4,500円（4,950円）ボディローション
ブースター美容液

話題のエイジングケアクリーム

1回 150万円（165万円）KERASTEM（ケラステム）毛髪再生

肌にも細胞レベルからの美肌ケア

※血液検査代別途※東京院限定※東京院限定

脂肪幹細胞培養上清を加水分
解して配合。肌に潤いを与え、
乾燥による小ジワを改善する
ロート製薬の美容クリームです。

ステムサイエンスM.D.

ステムサイエンスM.D.
3万円（税込3万3,000円）

Price Price PricePrice

Price

Price Price

豊胸術 毛髪再生

若返り 幹細胞コスメ

細胞
あり

細胞
あり

細胞
あり

細胞
あり

細胞
あり

細胞
なし

細胞
なし

細胞
なし

特集特集特集

聖心の
再生医療
聖心の
再生医療
聖心の
再生医療

特集特集

聖心の
再生医療
聖心の
再生医療

細胞
なし
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施術前に時間をかけてしっかりとカウンセリングを行う
のが聖心スタイル。擬似的に二重のラインを作るブジー
を用いてご希望のラインが見つかるまでシミュレーショ
ンを繰り返すので、仕上がりがイメージしやすく、安心し
て施術を受けていただけます。

１mm単位の調整で
理想の目もとを手に入れる

料
金

20代女性。術後4ヶ月。平行型の二重になり理想的なアーモンドアイに。
まつ毛も上を向き、抜群の目力に。

理想の二重ラインにより近づけたい場合は、ふたつの
手術を同時に行う「組み合わせ治療」を。「二重切開
法」は、目の上の余分な皮膚を取り除くことで二重の
ラインをデザインする施術。まぶたが厚い方や幅広の
並行二重をご希望の方に適していて、半永久的な効
果があります。この二重切開法に加え「目頭切開」を
行い目の横幅を広げ、蒙古ひだを取り除くことで、さら
にあか抜けた印象の目もとになります。目もとの印象
は1mm単位で変わるため、医師の技術力が問われ
ます。当院では経験豊富な医師が仕上がりイメージに
合わせて、わずかな変化のご要望にもお応えします。

二重切開法 ＋ 目頭切開

目頭切開／目上切開で蒙古ひだを解消

目頭にかぶさる皮膚を“蒙古ひだ”といいます。「目頭切
開」で目頭部分の皮膚を切除することでひだを解消でき、
目を大きく見せると同時に離れ目も改善できます。一方、
目頭切開によって寄り目がちになってしまう人には、目の
上の皮膚の一部を切除する「目上切開」が適しています。

二重切開法　両側 30万円（税込33万円）
目頭切開／目上切開　20万円（税込22万円）

AfterBefore

切らない施術で叶える
憧れの二重まぶた

料
金

20代女性。術直後。幅の広い末広型でご希望通りの二重になりました。
腫れが引くとさらにスッキリします。

新生活を前に目もとのイメージを変えたい。でもダウ
ンタイムのための休みは取れない…という方にぴっ
たりなのが、まぶたを医療用の糸で留めて二重まぶ
たをつくる“埋没法”。メスを使わないため痛みやダウ
ンタイムも少なく、施術は短時間で終わります。なかで
も当院オリジナルのマイクロメソッド＋αは、心臓血
管外科などで用いられる高価な医療用縫合糸
PVDFと、刺通性の良さと組織ダメージの軽減を実現
した両端針を採用。さらに麻酔や縫い方など細部に
までこだわって腫れにくさをとことん追求し、多くの方
にご満足いただいている人気の施術です。

仕上がりイメージをシミュレーション！

通常の口角挙上は上唇の縁の一部を
三角形に切開しますが、プレミアム口角
挙上は上唇と下唇の皮膚と粘膜をVの
字に切開し挙上します。傷口が唇の中
で、外から見えにくいのもメリットです。

傷口が見えにくい

AfterBefore

マイクロメソッド＋αアルファ

2点留め（両側） 16万5,000円（税込18万1,500円）
3点留め（両側） 18万5,000円（税込20万3,500円） 

マイクロメソッド＋α
（PVDF糸）  

注入と同様の手軽さで
シャープな美しい鼻筋に

料
金

20代女性。術後3ヶ月。G-Meshを4本鼻先から挿入しました。鼻筋がき
れいに通っていることがわかります。

特殊な形状の溶ける糸を鼻の先端から挿入して鼻筋
を高くする、メスを使わない手軽な施術です。鼻筋が
通ることで、マスクを取った時の顔に自信が持てます。
腫れや痛み、ダウンタイムがほとんどなく、傷跡の心配
もありません。また挿入する糸の本数によってボリュー
ムの調整も可能。使用するのはPCL（ポリカプロラクト
ン）という安全性が高い素材のメッシュ状の糸。柔軟
で生体適合性が高いため異物感が少なく、安心して
施術を受けていただけます。自然な仕上がりで、効果
は約2年にわたり持続。ヒアルロン酸の注入治療と比
べてはっきりとしたラインができるのもメリットです。

G-Mesh（Gメッシュ）

細胞の再生を促すメッシュ状の糸

フルーツを保護するネットから発想を得た、特殊なメッ
シュ状の糸を使用。網目は細胞の再生を促すのに最も
適した150umの間隔で組まれており、
この糸の内側の空間で組織が生成し、
自身の組織に置き換わっていきます。

G-Mesh（Gメッシュ）　1本 5万円（5万5,000円）
追加1本（同日のみ） 3万円（3万3,000円）

AfterBefore

口角を上げて印象アップ！
表情もやわらかに

料
金

40代女性。術後2年6ヶ月。自然な仕上がりで口元の印象がアップしまし
た。長期経過でも後戻りが少ないことが特徴です。

真顔でも不機嫌そうに見えてしまう、口角が下がった
「への字口」を改善したり、「おちょぼ口（小さい唇） 」
を横に広げて、微笑んでいるような魅力的な唇にする
施術です。口角近くの皮膚を切開し、口角を上げる
筋肉を短縮することで直接口角を持ち上げることで
唇の形を整えます。効果は半永久的に続きます。さら
に明るい印象にしたい、M字の可愛い唇にしたいと
いう方には、M字リップ（キュートリップ）との併用をお
すすめしています。

下記が気になる方におすすめ！

AfterBefore

プレミアム口角挙上術

プレミアム口角挙上術　35万円（税込38万5,000円）

切開箇所

への字口 おちょぼ口

01Menu 03Menu

02Menu 04Menu

POINT

POINT

POINT

POINT

華やかな印象で新生活   をはじめましょうBeauty Menu LINE-UP 春のおすすめパーツケア特集
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若返り＆肌悩みを改善する

さまざまな肌悩みに効果を発揮！ 進化したマシンによる治療がSNSで話題となり、

多くの方にお受けいただいています。今回ご紹介の２機種は、どちらも痛みやダウンタイムが少なく、

気軽に受けられるのもポイントです。「ウルトラセルQプラス」は、改善がむずかしい「たるみ」を改善する

画期的なマシン。たるみが気になりはじめたら、ぜひお早めにお試しください。

「ポテンツァ」はお肌の多様なお悩みに一台で対応。薬剤の導入で、さらなる効果が期待できます。

で話題！

美肌づくりと若返り、
さらに肝斑治療も可能！

50代女性。術後1ヶ月。目の下から頬にかけて毛穴がつながり、
小ジワも目立っていたのが改善され、綺麗になりました。

聖心が国内で初導入したRF（高周波）マシンで、微
細な針（ニードル）から真皮に直接RFエネルギーを照
射します。11種類のチップを使い分け、照射の深さな
どを細かく調整して幅広いお悩みを改善。ドクター施
術による美肌治療は1回で効果実感が得られます。

薬剤導入でさらに効果アップ！
RF照射と同時に薬剤を導入することで、さらに治療
効果を高めます。美白の「新白雪注射」、エイジング
ケアの「サイトプロMD」などお肌の悩みに応じた薬
剤をご用意。小ジワが気になる方にはオプションで
ボトックス注入も可能です。

AfterBefore

切らない「たるみ治療」を
ドクター施術で効果UP!

料
金

50代女性。術後4ヶ月。フェイスラインがすっきりして、中顔面の
ボリュームが出ました。

HIFU（焦点式高密度超音波）とい
う超音波を使ったエネルギーを、た
るみの原因である皮膚深層部に
照射。強力な熱エネルギーでゆる
みを引き締め、肌の土台からたる
みを改善します。患者さまの症状
にあわせて複数のカートリッジを効
果的に使い分けるのも特長です。

ドクターの知識と技術を活かして

AfterBefore

美容クリニックのハイフ治療のメリットは、エステと比
べてより高い出力で照射できることです。さらに当院
では、解剖学を熟知したドクターのみが施術。患者
さまの肌にあわせて出力や照射角度などの微妙な
調整をすることにより、最大限の効果を狙います。

表皮

真皮

皮下
組織

SMAS
筋肉

ピンポイントで照射

超音波

ドクターハイフ（ウルトラセルQプラス）
頬+あご（リニア） 5万5,000円（税込6万500円）
中下顔面（ドット） 12万円（税込13万2,000円）
全顔（ドット） 15万円（税込16万5,000円）

料
金

顔または首１回 18万円（税込19万8,000円）
2回目以降 16万5,000円（税込18万1,500円）

薬剤導入の場合  +1万5,000円（税込1万6,500円）～

POTENZA（ポテンツァ）

ニードルで皮膚
に損傷を与えコ
ラーゲン生成

真皮層にRFをダ
イレクト照射し毛
穴を引き締め！

薬剤を皮膚に
導入して美肌効
果アップ！

「シゴト×ジブン」#6

クリニックでは患者さまにとことん向き合い、

家ではリラックス＆ハッピー。

充実した日々を送る

２人のドクターの登場です。

Doctor’s
Room
�eme

美容外科医としての信条は？

見た目を理由に、何かを諦める人が少しでも減って
くれるように。という気持ちで診療にあたっています。
これは私が形成外科という体表面の疾患を扱う診
療科出身であることも影響していると思います。

身体にいいことを何かしていますか？

妻と一緒に朝からピラティスをしています。そしてス
ポーツジムに寄ってストレッチと軽い筋トレ、シャワー
を浴びて出勤。また、さつま芋にはまっていて、昨年
は大量に購入し、せっせと干し芋作りをしていました。

09

群馬県出身。東北大学医学部医学科卒業。形成外科領域の経験
が豊富で、患者さまに寄り添った誠実で丁寧な診療には定評がある。
休日はアクティブに動き回り、かつプロレス好きという意外な一面も。

東京院・福岡院※ 梅山 広勝 医師
File.12

最近印象に残っている施術は？Q1

Q3

未来の美容医療のイメージは？

よりシビアに結果を求められるようになるでしょ
う。とことん真面目に勉強、修行した本物の美容
外科医だけが残っていく未来になってほしいし、
その中心にいられるよう日々精進していきます。

Q5

Q2

切開法による二重術。ダウンタイムを乗り越え、理想の目もとになっ
た患者さまの笑顔は嬉しいものです。もう一つは妻のほうれい線
などに行ったプレミアムPRP皮膚再生療法。満足してもらえました。

美容外科医としての信条は？

適正な美を提供することを信条としてい
ます。また「至誠一貫」相手の立場になり
真心を尽くすという精神で、患者さまに笑
顔になっていただけるよう努めています。

Q3

大切にしている「宝物」が
ありますか？

愛犬と過ごす時間を大切にして
います。ブログやInstagramでも
たびたび登場しているので、よろ
しければご覧ください。

Q5

散歩です。いろいろなことを考えなが
ら歩いているとリフレッシュできます。森
林浴も好きで、歩いている途中で公園
など緑を見ると、つい入ってしまいます。

Q4 お気に入りのリフレッシュ方法は？

青森県出身。昭和大学医学部卒業。きめ細やかな
カウンセリングが好評。自らも施術を受けドクターと
患者さま両方の目線で診療を行っている。外科領
域のみならず、婦人科領域や脱毛施術にも注力。

File.11

一番嬉しかった患者さまからの一言は？

「家族にもすすめます」と、身内の方へ紹介し
ていただけたこと。信頼を得られたことがわ
かり、嬉しく思いました。

Q2

身体にいいことを何かしていますか？

キックボクシングです。休日はキックボク
シング（韓国語レッスンも）をしています。
乗馬も好きです。リフレッシュできます。

Q4

東京院・横浜院・S-Labo渋谷院

川守田 詩乃 医師

最近印象に残っている施術は？

女性のデリケートゾーンの手術。「ずっと悩んでいたことをスッキリ解決で
きた、自信がもてる」と患者さまにお喜びいただき、やりがいを感じました。

Q1

POTENZA（ポテンツァ）ドクターハイフ（ウルトラセルQプラス）

はコレ！

毛穴のたるみ ニキビ 肝斑小ジワたるみ 毛穴 小ジワ二重アゴ

POTENZAのトリプル効果
1 2 3

※福岡院には2022年4月より勤務08 09



　　　　 美容皮膚医学「BEAUTY #31」
にて札幌院前多院長が執筆を担当

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

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

QRコードから登録方法は3パターン！
Check

!

「@seishin」
で検索

友だち追加1 公式アカウント

「聖心美容クリニック」
で検索

2

3

LINEのお友だち登録はもうお済みですか？

画面下の「LINE予約」ボタンから、表示される質問に
そって情報を入力いただくだけで簡単に予約ができます。

Point1.

Point 2. Point3.

Point4.

簡単スピーディ予約

保有ポイント照会 簡単電話問合せ

ショップカードで豪華特典ゲット

全院にて「Curon（クロン）」でリモート診療対応中 オンライン診察開設

当院の安心・安全対策！ オンラインで診察・相談ができます

ウイルス感染症拡大防止に伴い、新規
お問い合わせの患者さま専用のオン
ライン診察をスタートいたしました。新
規お問い合わせいただいた際、オンラ
インにて相談が可能と判断された場
合はオンライン診察のご案内をします。

スマホで受診可能。
待ち時間がなくなります。

1.待ち時間をゼロに
診療後、ご自宅に医薬品が
郵送で届きます。

2.お薬の手間をゼロに

場所や時間を問わないので、
継続的な治療が可能に。

※ご利用にはクロンのアプリが必要です。
　詳しくはクリニックスタッフまでお問い合わせください。

※オンラインにて確認可能な部位・施術メニューが対象となります。
　詳しくはクリニックスタッフまでお問い合わせください。

3.通院の負担をゼロに

対象メニュー（一部）：毛髪、痩身、美容皮膚科、
美容内科、美容漢方、多汗症の診察・処方 相談内容： 顔の施術全般、毛髪治療など

新規患者さま向け

2021年10月29日（金）発売の美
容皮膚医学  BEAUTY #31号
「機器によるたるみ治療」特集
に、札幌院  前多一彦院長執筆
の記事が掲載されました。たるみ
治療のひとつである超音波を用
いた「HIFUリフト」についてのメ
カニズムや実際の効果などを解
説しています。

NEWS

2021年11月9日（火）に宮の森フランセス教
会にて開催された「札幌コレクション2021 
ONLINE WINTER Edition」聖心ステージ
の動画が当院公式YouTubeにてご覧いただ
けます。公開は、2022年2月26日（土）まで
の期限付きですので、まだご覧になられてい
ない方はお早めに！

札幌コレクションの
聖心ステージ動画を
公式YouTubeにて公開中

新着情報のお知らせ

INFO
Special

寺町院長が受けた施術

2021年12月14日（火）に東京にて、ドクターの院内勉強
会「第3回 聖心美容塾」が全国8院とオンラインでつない
で開催されました。第3回目は「鼻」の手術について。東
京院の牧野副院長がモデレーターとして実際の症例を
用い、どんな術式が
美しい鼻になるか、多
くの議論が交わされ
活発なディスカッショ
ンが行われました。

昨年11月に大阪院 寺町英明院長
が受けた若返り施術の動画が当院
公式YouTubeにて公開中です。カウ
ンセリングから施術風景、術後1ヶ月
までの経過を寺町院長自ら余すこと
なくレポートしています。

ミネラルエナジーionが飲みやすいフレーバータイプに
なり、そのままでも直接お飲みいただけるようになりま
した。吸収しにくいミネラルをイオン化し、効率よく鉄や
亜鉛等のミネラル成分を摂取できます。鉄分の摂取が
必要ない男性や閉経後の女性にもおすすめです。

第3回
聖心美容塾を開催

大阪院 寺町英明院長の挑戦！
アラフィフドクターがどこまで若返るのか？

ミネラルエナジーion（イオン）が
近日発売 リベルサスは、2型糖尿病治療薬とし

て日本で承認を受けたダイエット効
果のある医薬品です。血糖値を下げるインスリンの分泌を促進
するほか、胃腸の動きを調整し食欲の抑制が可能です。そのた
め通常よりも少ない量で満腹感を得られるようになります。

リベルサス導入

微細な針で肌に高密度に穴を開けて、肌
の自然治癒力の働きにより、コラーゲンや
エラスチンを増やし、肌トラブル・肌老化の
改善が期待できるマシンです。従来（ダー
マペン3）よりも針の本数が増え、スピード
や針の深度等も進化。話題のヴェルベット
スキンもお受けいただけます。詳しくはクリ
ニックまでお問い
合わせください。

ダーマペン4
全院に近日導入

カンボジアの子供たちから元気をもらおう！大作戦

　 聖心美容クリニックではCSR活
動の一環としてNPO法人共生フォー
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。引き続き、皆さまのあたたかいご
支援を、心よりお待ちしております。

［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

NPO法人 共生フォーラムとは  「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。

● プレミアムPRP皮膚再生療法   ● 眉下リフト  ● マイクロメソッド＋α  
● G-メッシュ  ● ドクターハイフ（ウルトラセルQプラス）

医学書掲載

新規導入

リニューアル 新規導入

https://youtu.be/z1tcJodKyhY

※動画内のプレゼントキャンペーンは
終了しております。ご了承くださいませ。

ぜひ、寺町院長の変化をご覧ください！

ミネラルエナジーion
亜鉛：アップル風味 / 亜鉛＋鉄：ピーチ風味

CSR
活動報告

10日分（1シート）
3mg 
7mg  
14mg 

30日分（3シート）
5,000円（税込5,500円）
1万円（税込1万1,000円）
1万4,000円（税込1万5,400円）

1万5,000円（税込1万6,500円）
3万円（税込3万3,000円）
4万2,000円（税込4万6,200円）※詳しくはクリニックまでお問い合わせください。
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