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主催：JAASアカデミー  http://www.jaas-academy.com/　後援：一般社団法人日本アンチエイジング外科学会

6月19日（日）プログラム
◎ 受付  AM9:30～ TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンス（詳細地図はお申込時）

◎ AM10:00～11:00　Aqualift豊胸術   講義編
  「①開発経緯とゲル製剤AQUALIFT/AQUAFILLINGの組成・有効性・安全性の同一生
　と吸収示す論文データを示す　②過去の類似製剤による医療事故とその真意　③
　Oreg医師、Kim医師から得た知見と注入テクニックのポイントにつて　④28000人
　の症例報告（乳房発育不全、豊胸、左右非対称の補正、下垂の修正と術後データ）
　症例報告と施術手技とウクライナでの豊胸、フェイスボリュム、ヒップアップの
　施術動画」
　　　AQUALIFT　テクニカルアドバイザーSCクリニック福岡院院長　中間　健MD

◎ AM11:00～PM12:30　シルエットソフト   講義編
  「シルエットソフトと他の糸リフトの種類とその特徴／各術野と症例に沿ってリフ
　トのポイントを概説～ブローリフトほか新しい適用とその症例」
　　 　　 JYクリニック院長（韓国ソウル）Choi Junyoung MD, PhD
　　　　 コメンテーター　(医)英僚会　あきこクリニック理事長　田中　亜希子MD
　　　　 通訳　SCクリニック福岡院院長　中間　健MD　日・韓逐次通訳

◎ PM12:30～1:00　昼食（お弁当）休憩　（企業プレゼンテーションあり）

◎ PM1:00～1:30　全員で秋葉原UDXjヒラハタクリニックへ移動

◎ PM1:30～3:30　Aqualift豊胸術   Live Surgery　
  「ゲル製剤の作り方と準備～Live Surgery　供覧」
　　　　 術者　豊洲佐藤クリニック院長　佐藤　政広　MD
　　　　 テクニカルコメンテーター　SCクリニック福岡院院長　中間　健MD
                                            モデル1名
                オペ室にビデオ設置　ライブ直視＆モニター供覧

◎ PM3:30～5:00　シルエットソフト   Live Therapy　
　　　　 術者　(医)英僚会　あきこクリニック　田中　亜希子MD
　　　　 施術指導医　JYクリニック院長（韓国ソウル）Choi Junyoung MD, PhD
　　　　 通訳　SCクリニック福岡院院長　中間　健MD　日・韓逐次通訳
                                            モデル1名
                オペ室にビデオ設置　ライブ直視＆モニター供覧

◎ PM5:00～5:30  「CelTick○R 」 ヒアルロン酸注入　デモ実演　
                                            参加者よりモデル希望者　1名
                オペ室にビデオ設置　ライブ直視＆モニター供覧

◎ PM5:30～　修了証授与および記念撮影

非会員も受講ができます、JAAS入会は http://www.jaas-academy.com/ から

JAASアカデミー　DR中間の美容アンチエイジング塾

安全宣言の豊胸術＆新術式のシルエットソフト
LIVE SURGERY

1）AQUALIFT豊胸術「注入スキルが肝！｣   2）シルエットソフトけん引術「進化するリフト術野と術式！｣
＋本邦初！最軽量・液漏れなし・最安値のポータブル・フィラーインジェクター「CelTick○R」注入デモ実演

東欧（2月ライブ）・韓国（4月ライブ）2人の医師に師事した佐藤MDがAugmentation　Mammaplasty
韓国No1の施術数もつChoi Junyoung医師 VS． 国内有数の症例もつ亜希子MDが競演

受講者全員に施術動画（AQUALIFT・江南ビューティークリニック・Kim医師／シルエットソフト施術動画）プレゼント
定員限定20名・　認定医資格のための履修単位3単位授与　非会員1回のみも可

6月19日（日）AM10時-PM5時30分［講義］TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンス［ライブ供覧］秋葉原UDXヒラハタクリニック
手術撮影用モニター（SurgiArm）を設置、直視と同時にモニター映写される映像も供覧できます。

3度目のライブ講習会！親水性ゲル・インプラントAQUALIFTの拘縮・移動・片寄りをさせ
ないための注入テクニック（乳腺下への埋入法・術後処置）を学び、自然な弾力もつ触感！
5年以上の持続力！修正時ゲルカプセルの吸引法を会得する JAASカデミーによる2回のゲルインプラ
ント注入による豊胸術ライブ講習会から、その安全性とAQUAFILLINGと同一の組成（ポリアクリルアミド＝ポリアミド）、
持続性と継時的なカプセルの吸収を確認したAQUALIFTの施術スキル、その完成版ともいえるテクニックを伝授する。

韓国No1の症例もつChoi医師招き、新生シルエットソフト（供給会社シンクレア社・ロ
ンドン）の新たなけん引法、術式を伝授 切開・固定型のSilhouetteリフトからリニュアルされた非切開型
シルエットソフト（吸収性PLAと非吸収性ポリプロピレンの2種）は、新たなメーカー（Sinclair Pharma社）と新規
の国内正規代理店（インポートメディカルジャパン社）体制に変わった。本ライブでは韓国VS日本のDR競演により、講
義とライブで新しいけん引術（ブローリフト）、術式が公開される。

Choi 医師

ブローリフト
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修了証

1回毎の受講で修了

  6月19日（日）

  DR中間の美容アンチエイジング塾

安全宣言の豊胸術＆
新術式シルエットソフト

 LIVE SURGERY

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。

■ 6月 19日（日）限定15名

○ 受  講  対  象　■美容整形・皮膚科、形成外科、整形外科、婦人科、眼科、麻酔科、内科などの
             　　　　      医師（JAAS会員および非会員問わずすべて対象）、本ライブ講習会は非会員1回のみの受講も可
○ 資  格  取  得　■受講者に術者・指導医から修了証を授与、またJAAS会員でJAAS認定の
             　　　　   「認定医」資格のための履修単位3単位も授与されます。
○ 定員・参加費用　■定員15名／75,600円　＊受講者全員に施術動画を提供（AQUALIFT シルエットソフト共）
● 3D派遣パーソナル指導　■Choi Junyoung医師が講習会翌日の2日間（6月20日､21日）に東京・関東近郊圏に
             　　　　     計6クリニックにシルエットソフトの派遣パーソナル指導をします。 受講者かつ
             　　　　     新規で導入するDRに限ります。 患者およびシルエットソフトは事前に施設にて
             　　　　     用意ください（指導時間：2時間　午前1施設　午後2施設を予定）
○ 主　   　   催　JAASアカデミー　〒104‐0041  東京都中央区新富1-8-11-3F　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　 AQUALIFT・シルエットソフト正規代理店　IMJインポートメディカルジャパン（大阪）　
             　　　　 施術指導／JYクリニック院長　Choi Junyoung医師（韓国）術者／豊洲佐藤クリニ
             　　　　 ック院長   佐藤  政広MD  　(医)英僚会  あきこクリニック理事長  田中  亜希子MD　
             　　　　 提供施設／秋葉原UDXヒラハタクリニック

　　参  加  費  用    　  　75,600円 ×   　名 ＝　　　 　円
クリニック派遣パーソナル指導  ＋ 32,400円 ×   　名 ＝　　　 　円

［講義］TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンス
［ライブ供覧］秋葉原UDXヒラハタクリニック

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。（受講及びシルエットソフト新規導入の施設に限る）

3月終了した第2回Liveの参加者
会員登録証

一般社団法人
日本アンチエイジング外科学会

ご入会手続きはホームページ 
http://www.jaas-academy.com/

ホームページまたは、お申込み書を
ご送付後、御請求書をご郵送します。

研究会の指定口座にお振り込み、
ご確認後左記の登録医（登録）証書を

お送りいたします。 

　バスト、ヒップそしてフェイスラインをより魅力的にする新世代のインプラントー親水性ゲル（軟組織皮膚充填剤）AQUALIFT（98％

水＋2％ポリアミド）は、2月にウクライナRomital美容形成センターのKopievskiy医師、4月には韓国の江南ビューティークリニックのキム

医師を指導医師に迎え豊胸術を実施した。そしてこの6月、両医師の注入スキルを自らも実施しつぶさに供覧した佐藤医師からその｢拘

縮・移動・片寄りをさせないための注入テクニック（乳腺下への埋入法・術後処置）」をライブで伝授してもらう。手術の肝は、1点穿

刺によりカニューレを扇状にわすかに剥離しながら同じレイヤーに注入しゲルインプラントをカプセル化していくことだ。昨年1年間で

100症例をこなしたキム医師によれば1･2カップの豊胸がまずは初めて行う医師にとっては最適という。また、2月4月で参加者から投げ

かけられたAQUALIFT主成分のポリアクリルアミドに対する「疑念」はすべて払しょくされ、製剤は安全宣言をしている（アクアフィリ

ングと同じポリアミドで継時的に吸収されていく）が、講義ではテクニカルアドバイザーの中間医師から改めて、AQUALIFTの開発経過､

22か国、28000人の症例を数えるまでになった症例実績や類似の製剤で問題となった肉芽種、拘縮などのクレーム、修正時の吸引のや

り方（カプセル内へ生理食塩水注入後）、さらには安全性、吸収性を担保する論文についても初めて明らかにしてもらう（製剤の特長

などは前回、前々回のライブ案内を参照のこと：公式サイトhttp://www.jaas-academy.com/上のバナーから）。

リフト術の派遣（Choi医師）パーソナル指導実施！ 受講者新規でシルエットソフト術を導入する施
設に限り講習会翌日から2日間　6月20日(月)  21日(火)　東京・関東近距離圏の計6クリニックに
  　シルエットソフトについては改めて説明する必要もないがあえて簡単に概説したい。メスを使わず糸を挿入することにより、顔を立

体的 (3D)にリフトアップさせる治療術で、生体分解性ポリマーの円錐状バイオコーンが付いた完全吸収性の糸を使う（糸は約1年半､

コーンは約1年で全て吸収される）。向かい合うように付いたコｰンが皮下組織をがっちりとつかみ込み、糸の中心を支点にお互いが引

っ張り合うように作用するため立体的に引き上がり、効果的なボリュウムアップが期待できる。骨膜固定をしないため、切開の必要が

なく容易に挿入が可能で、低侵襲で痛みも少ないため、ダウンタイムも短く、腫れが少ないのも大きな特長だ。また、挿入後、糸やコ

ーンの周りにコラーゲン生成が促進されるため、糸やコーンが吸収された後も長期に渡って、肌再生効果・美肌効果が期待できるとも

いわれる｡シルエットソフトはすでに多くのクリニックで採用されているが、新規のメーカーシンクレアファーマ社、新規の国内代理店

IMJ社となり、その記念ライブ講習会でもあることから日・韓双方の施術を知り尽くしている2人の医師に新たな術式も加えていただきな

がら競演していただく。なお、パーソナル指導は受講者でなおかつ初めて導入する医師（受講対象にはすでに3D採用の医師も含まれ

ます）に限ってお受けすることになっている。ライブ供覧のスペースの関係上、限定15名の定員枠ということもあり、早めのお申込み

をお願いしたい。  

非会員でも受講可、JAASご入会手続きは ht tp : / /www. jaas-academy.com/ から

JAASアカデミー Dr中間の美容アンチエイジング塾
6月19日（日）安全宣言の豊胸術＆新術式シルエットソフト LIVE SURGERY

1）AQUALIFT豊胸術「注入スキルが肝！」　2）シルエットソフトけん引術「進化するリフト術野と術式！｣
＋本邦初！最軽量・液漏れなし・最安値のポータブル・フィラーインジェクター「CelTick○R」注入デモ実演

受講者全員に施術動画（（AQUALIFT・江南ビューティークリニック・Kim医師／シルエットソフト施術動画）プレゼント
認定医資格のための履修単位3単位も授与  非会員1回のみも可　手術撮影用モニター（SurgiArm）を設置、直視と同時にモニター映写される映像も供覧できます｡

　　　　　　　韓国ソウル JY Clinic院長 
　　　　　　　Choi Junyoung MD
　　　　　　　　韓国国内で最もシルエッ
　　　　　　　トソフトの症例をもつ Choi
　　　　　　　医師だが､  新旧の多種多様
　　　　　　　な糸リフトについても見識
そして施術経験もある。供給メーカー・シン
クレアファーマの韓国のキードクターでもあ
るChoi 医師に、講義と施術指導によって、韓
国でいま最も流行るシルエットソフト術を伝
授してもらう｡
1998年PhD, Department of Medicine, Kyungpook 
National University, Daegu
Internship - March 8 2000 to March 8 2002 at 
National Medical Centre, Specialist Trainee - 
March 9 2002 to March 6 2006 at National Medical 
Centre,Director, BES Plastic Surgical Clinic, 2006 
to December 2007 Director, JUNEIS Plastic 
Surgical Clinic& Anti-ageing Center, 2008 to 
December 2013　Director, IP Healing Center/ 
Antiaging Center from 2014 to 2015 
Director,PooreunMaum Clinic, Gyeonggi, from 
2015 to 2015 Director, JY clinic, Seoul, from Nov 
2015 till present
Licenses Physician in Republic of Korea on March 
8 2000 ( License number :  69197)
Specialist of Plastic and Reconstructive Surgery on 
March 6 2006 ( License number : 1368)

　　　　　　　(医)英僚会 あきこクリニック
　　　　　　　理事長　田中  亜希子MD
　　　　　　　　切開系の美容外科はいうに及
　　　　　　　ばず、シルエットソフトやスプ
　　　　　　　リングリフトといったリフトア
　　　　　　　ップ関連の施術も、毎週多くの
患者が来院するあきこクリニックは、とりわけシ
ルエットソフトでは国内有数の症例数を数えるの
美容クリニックである｡日本人女性の場合、リフト
アップといっても｢劇的に変える」のではなく、気
付かない程度に自然にあげる方が断然多い。自然
なアップのためダウンタイムが短いのも特徴だ。
その代わり数年に一度は来院して「自然な」リフ
トアップ術を定期的に行う患者が少なくない。患
者は、関東圏に限らず関西や近畿方面からも押し
寄せるが、飛行機に乗って注入系の施術に来院す
る女性の中には、「なかなか来る機会がないから｣
と複数の施術を一気に行って帰ることもある。
　全国的に知名度が高い理由は、毎日欠かさず書
くというブログ効果からで、新規患者の8割が ｢ブ
ログをみて」来院する。東京大学医学部医学科卒
業後、東京大学医学部附属病院（産婦人科）勤務｡
その後、大手美容外科に転身。水戸院、千葉院な
どの院長に就任。その後独立し、2009年あきこク
リニック開院。 日本美容外科学会認定専門医､
JAAS認定医。

　　　　　　　美容アンチエイジング塾塾長   AQUALIFT
　　　　　　　テクニカルドクター 中間　健MD
　　　　　　　　本校では主に幹細胞療法の実践ライ
　　　　　　　ブ講習を担当する中間医師だが、Stem 
　　　　　　　Cell Therapyクリニックで疾患治療やアン
　　　　　　　チエイジング診療を行う傍ら、美容形
成の施術、手術も行う。略歴をみれば一目瞭然、異色の
医師といっていい。九大工学部で宇宙工学を学ぶも一転､
アフリカの医療支援へとその志はかわり従事するなかで､
医師の道をめざす。そして韓国中央大 (医)に入学。医師
免許取得後、腎臓移植専門医として関連病院で数多くの
移植手術に関わる。やがて日本に帰国後、東京医大に編
入。国内での移植症例数の少なさから麻酔科に入局。日
本の医師免許も取得したが、その後、美容医療に関心を
もち、国内外数多くの美容形成クリニックに〝武者修行
〝に出た後、池袋、青山さらに金沢などでクリニックを
開業し、持ち前のスキルセンスと知識、経験から患者に
高い評判を得る。最新美容医療の情報をいち早くキャッ
チし、今でも単身海外に出向くバイタリティは健在であ
る。日本、韓国、オーストラリアと3か国の医師免許取
得し、韓国での医学部生時代、そのカリキュラムにおい
て解剖学の知識、実習を徹底的に修学したことから､美
容医療で求められる解剖学には熟知。新旧の美容外科ス
キルとりわけロシア、東欧そして韓国の美容整形術や糸
リフト術にも精通し自らも学んできた。
日・韓の語学力はバイリンガルの持ち主である。

　　　　　　　豊洲佐藤クリニック院長
　　　　　　　佐藤　政広MD
　　　　　　　　国立旭川医科大学を卒業後、乳
　　　　　　　腺外科・消化器外科を専門として､
　　　　　　　自治医科大学付属病院とその関連
　　　　　　　病院で約10年間勤務。その後 、大
手美容クリニックに転職し院長を歴任する。首都圏
の分院ではグループ全体で上位5傑にはいる業績を
つくる。2014春、東京のベイエリア豊洲に保険診療
を兼ねた美容医療クリニックを開設し、まずは「敷
居の低い低侵襲の美容術」を主な治療メニューにお
き、関東一円や全国から患者が訪れる。佐藤医師、
独立開業前の勤務医時代におよそ4年間、休日を利
用して本アカデミーの看板ライブ講習会である「山
本美容整形塾」の塾生としてトレーニングに励んだ｡
ライブ講習会に加え、マンツーマンコースもおよそ
1年間受講し、塾長・山本医師からそのスキルの上
達ぶりを褒められた優等生でもある。日本乳がん学
会認定医、マンモグラフィ読影認定医でもあり乳腺
外科のスキルも高く、インプラント豊胸術やヒアル
ロン酸などのフィラー注入には経験値が高い。2月
第1回目のAQUALIFTライブ講習会ではウクライナの
Oleg医師から、また2回目となった4月には、江南ビ
ューティークリニックのKim医師からの指導で実施
された池田医師によるライブをつぶさに供覧してそ
の注入のコツを会得している。
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