
St.Mary’s Hospital

11月25日（土）プログラム
◎ 東京・大阪・名古屋・福岡など各自、バンコク空港へ

◎ PM4:30　空港待ち合わせにて　送迎シャトルでバンコク市内ホテル（5星）へ

◎ PM6:30～8:30　ホテルカンファレンスルームにて

　 解剖実習前の講義及び実習班に分かれ事前打ち合わせ

  「上眼瞼形成術」「下眼瞼形成術」「フェイスリフト」「鼻形成」「フィラー注

　 入」それぞれの美容解剖学と各種術式、修正症例・初期症例など適応を比

　 較しながら最適なオペレーションを解説　及び解剖の基礎

 　　　　　　　　　　　　　　　   DR 鎌倉　DR 水野　DR Choi（日英通訳）

◎ PM9:30　講師を交えてのWelcomeDinner

◎ ホテル泊

11月26日（日）プログラム
◎ 朝食後、7:30　ロビー集合、送迎車にてChula Soft Cadaver 解剖センターへ

◎ AM9:00　記念撮影・トレーニング準備

◎　　～PM12:00　全顔解剖（血管・神経走行、各Layerなど）による全体実習

　（1班）自主執刀・解剖実習（2班）眼瞼形成　Dr鎌倉 Dr水野 DrChoi （日英

　 通訳）による同時進行での手術体験（執刀プログラム）（3班）鼻形成 Dr水

　 野 Dr鎌倉による同時進行での手術体験（執刀プログラム）（4班）フェイスリ

　 フト、フィラー注入 Dr 鎌倉による同時進行での手術体験（執刀プログラム）

◎ PM12:00～1:00　昼食・休憩

◎ PM1:00～4:45　解剖・執刀トレーニング継続

◎ PM4:45～5:00　指導医3人より修了認定メダル授与

◎ PM6:30　講師を交えて夕食会

11月27日（月）プログラム
◎ AM9:00朝食後、チェックアウト　送迎シャトルにてYanhee Hospitalへ

◎ AM10:00　病院　施設見学および病院紹介のプレゼンテーション（日英通訳）

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yanhee Hospital Dr

◎ PM12:00　ランチ

◎ PM1:00　ライブ供覧　手術室から供覧ルームへ中継映像をみる眼瞼形成・鼻形成

◎ PM3:00　市内観光後に空港へ　各自フライトにて帰国へ

Yanhee Hospital
見学・ライブ供覧

非会員及び
本トレーニ
ングのみ
1回受講可

1）25‐26日タイ人の寄贈検体SoftCadaver使い、詳細な美容形成に関わる解剖と「眼瞼形成」「鼻形成」
　  「フィラー注入＆糸リフト」の施術・執刀シミュレーションを実施
2）27日バンコク・ヤンヒー美容整形総合病院で施設見学と眼瞼形成・鼻形成2症例のライブ供覧
　　　　　　　  Dr 鎌倉　Dr 水野　Dr Choi の3人の指導医から修了認定の記念メダルを授与します

1）眼瞼形成　2）鼻形成　3）フェイスリフト・フィラー
4）自主トレーニングの研修4コース

第20回JAAS解剖・執刀トレーニング

タイバンコク美容外科解剖＋　　　　　　　
                                                                Soft Cardaver Dissection Workshop for Cosmetic&Plastic Surgeons in Thailand

2017年11月25日（土）ー 27日（月）　28日（火）早朝帰国　Chula Soft Cadaver Surgical training center in King Chulalongkorn univesity 

　　　　　　　　　2人1検体、募集人員・限定20名（JAAS会員は認定医資格のための履修5単位も重複授与）

　　　　　　　　◎シリーズ初のタイ解剖！王立チュラロンコン大の解剖専用トレーニング施設
　　　　　　　（解剖専用の架台・照明ユニット80台超もつ世界有数のセンター）で解剖

ChulaSurgicalTrainingCenterでかつてない高いクオリティのSoft Cadaver
（鮮明な組織、血管・神経走行）使い、実際のオペ感覚で全顔解剖観察、多彩な執刀手技を学ぶ！  
◎王立チュラロンコン大学 Chula Soft Cadaver Surgical 
training center　タイでトップレベルを誇る王立チュラロンコ
ン大学に政府支援のもと設立された同センターは2フローに80台を
超える解剖専用のユニットが設置され、年間300の寄贈検体が確保
されている。 世界でも有数の規模と設備をもつ解剖センターのセ
ンター長　タンサティット 医師に昨年よりコンタクトと折衝を続
けたなかで、今春JAASアカデミーとして初めてミッション団の許
可がおりたことから 11月にタイで初めての美容外科解剖・執刀ト
レーニングを実施することになった。

◎ 指導医：鎌倉、水野、Choi医師（日英通訳）　自然な重瞼
術＆下垂修正、眉毛下切開の下垂修正、埋没、最小切開の眼瞼挙筋
の縫縮術、目頭切開、下眼瞼経結膜脱脂、切開・経皮的除皺術など
　　◎ 指導医：水野、鎌倉医師　Tip surgery（クローズド＆オ
ープン骨移植、耳介軟骨移植、Alar base surgery、シリコン隆鼻術､
Hump resectionなど　 ◎ 指導医：鎌倉、水野医師　フェイスリ
フトSMAS短縮・スレッドリフト、ヒアルロン酸・BOTOXなど注入
術
研修4コースは事前に希望を聞き「解剖ペア」を組みます

主催：　　　　　　　　JAASアカデミー　　後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

第18 回より

2014年ヤンヒー病院にて

世界有数の解析センター世界有数の解剖センター

募集〆切
9月25日



参加登録 ≪お申込書≫ 　　 JAAS  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。

○ 参　加　対　象　■美容整形・皮膚科、形成・整形外科、眼科、内科・婦人科系の医師および美容医療併設の歯科医（JAAS会員・非会員問わずすべて対象）
○ 講義･執刀･ライブ見学　■25日（土）PM6時30分よりレクチャー　26日（日）終日　2人1組での解剖・執刀トレーニング及び指導　27日（月）ヤンヒー病院施
　　　　　　　　　　  設見学及び午後眼瞼形成と鼻形成のライブ供覧　27日（月）夜便にて28日（火）早朝に各自空港に帰国へ
○ 修了認定証発布･資格取得  ■DR鎌倉DR水野DRChoi連名で終了後、参加者全員に修了記念メダルを授与、JAAS会員には認定医資格履修のための5単位も授与
○ 参　加　費　用　■JAASアカデミーライブ講習会ならびに解剖実習　受講履歴者240,000円（税別）受講履歴のない方250,000円（税別）（検体解剖に関
　　　　　　　　　　  わる諸経費、実習費、指導費、5星ホテル2泊分、ヤンヒー病院ライブ供覧、通訳、移動におけるシャトルバス送迎、土曜日夕食、日
　　　　　　　　　　  曜日昼食、夕食、月曜日昼食）航空代金は各自ご負担）
○ 主 催：JAAS日本アンチエジング外科・美容再生研究会　〒104-0041 東京都中央区新富1- 8 -11- 3F   tel 03 - 6222- 3121   URL : http://www.jaas-online.com/
○ 後 援：一般社団法人　JAAS日本アンチエイジング外科学会

　ライブ受講歴あり（会員・非会員）240,000円 （消費税別）×　 名＝　　　　円

ライブ受講歴なし（会員・非会員）250,000円 （消費税別）×　 名＝　　　　円

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

病院・施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

ご住所

■ 11月25日（土）～ 11月28日（火）朝帰国
定員20名

修了証

1回毎の受講で修了

  2017年
11月25日（土）ー28日（火）

第20回
JAAS解剖・執刀トレーニング

タイバンコク美容外科解剖
＋Yanhee Hospital見学・ライブ供覧

タイ･バンコク

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

早朝帰国

第20回JAAS解剖・執刀トレーニング　　　
タイバンコク美容外科解剖＋Yanhee Hospital見学・ライブ供覧

Soft Cardaver Dissection Workshop for Cosmetic&Plastic Surgeons in Thailand
2017年11月25日（土）ー 27日（月）　28日（火）早朝帰国　Chula Soft Cadaver Surgical training center in King Chulalongkorn univesity  

2人1検体、募集人員・限定20名（JAAS会員は認定医資格のための履修5単位も重複授与）
◎シリーズ初のタイ解剖！王立チュラロンコン大の解剖専用トレーニング施設（解剖専用の架台・照明ユニット80台超もつ世界有数のセンター）で解剖

非会員及び本トレーニング1回受講可

　JAASアカデミー、JAAS共催のもと過去18回にわたり開催してきた美容外科解剖・執刀トレニーングは、今年6月にソウルカトリック

に続き、11月タイで初の解剖トレーニングを実施する運びとなった。2009年からスタートしたJAASアカデミーの解剖実習のミッション

は一貫して「アジア人の寄贈検体を使う」ことにこだわり続けていることから、過去行われてきた中国 大連、桂林から今年もところ変

われど、韓国そしてタイとアジア人のCADAVER DISSECTINは変わらない。近年、アメリカなどコーカソイド系の寄贈検体を使った解剖

実習もあるが「解剖実習で得られる体験、検証は日常診療、手術に還元していくこと。であるならば日本人の骨格、皮下組織、組織構

造などにより近いアジア人の検体を使うことこそ近道」といった声も少なくない。こうした日本の美容外科、美容皮膚ドクターに応え

るかたちでタイ美容解剖が開催されるが、一方でJAASアカデミー美容解剖ならではの「解剖による観察のみならず執刀シミュレーショ

ンにより、明日からの手術や治療に大いに役立つ」点も他に類をみないミッションになることはいうまでもない。

  コーカソイド系ではなく日本人の骨格、組織構造により近い
             アジア人のCADAVERを使うことが日常診療に生かす近道
　指導にあたる講師陣には、美容解剖、執刀トレニーンクにおいて知識、経験値そして高いスキルをもつ、水野　力医師、鎌倉　達郎

医師、Choi Woon Chul医師をお招きして、JAASアカデミー解剖シリーズ恒例となった4班《眼瞼形成、鼻形成、フェイスリフト、注入》

に分かれての実習スタイルを踏襲することになる。指導では、丁寧できめ細かい教え方と「指導医と参加者が同時進行で解剖観察、執

刀シミュレーションをする料理教室」さながらの研修スタイルを貫くことは変わらない。現実の患者を触ることなくして手術習得はな

い、手術を体験せずして前進はない。本アカデミーでとくに大事にしていることである。しかし、現実的には患者に対して実習のよう

に試すことはできない。臨床に携わる医師のこんなジレンマを解決できるのは解剖実習に他ならない。今回の解剖ミッションは、タイ

でトップレベルを誇る王立チュラロンコン大学に政府支援のもと設立された解剖トレーニングセンターで実施することになるが、セン

ターは2フローに80台を超える解剖専用のユニットが設置され、年間300の寄贈検体が確保されている。世界でも有数の規模と設備をも

つ解剖センターのセンター長　タンサティット医師に昨年よりコンタクトと折衝を続けたなかで、今春JAASアカデミーとして初めてミ

ッション団の許可がおりた。ことから11月にタイで初めての美容外科解剖・執刀トレーニングを実施することになった。また、解剖実

習の翌日には、3年ぶりとなるヤンヒー病院での視察とライブ講習会も組み込まれている。毎回、解剖ミッションには参加希望の医師

が多いが今回はタイで初めての実施となり、寄贈検体の確保の都合もあり、早めのお申込みをお願いしたい｡

バンコク　ヤンヒー美容整形総合病院
今でこそ、美容先進国の名を冠する韓国

だが、そのパイオニアと言えばタイ・バ

ンコクであることは疑いもない。アジア

のみならず世界中から美容医療のツーリ

ズムを組んでこの国を訪れる。もちろん

性同一性障害の患者が大挙して性転換手

術を受けるところとしても有名だ。その

名を一躍有名にしたのが、今回ライブ見

学に訪れるヤンヒー病院である。性転換

に限らず、美容整形、美容医療に関わる

手術、施術の症例数は他を圧倒する（一

日の患者は1000人を超え、入院ベット数

は400床）。そして患者の多くがカップル

で受診しに来るというから驚かされる。

館内はクリニックというレベルではなく､

総合病院といっていい。ローラーブレー

ドを履いてカルテを運ぶ職員は、カウン

ターに座る十数名の受付嬢と共に､ ちょ

っとしたヤンヒーの広告塔の役割を担う｡

彼女たち、もちろん全員が美容整形を受

けている。そんなヤンヒー病院に3年ぶ

りに、JAAS視察団が「現地ライブ講習会

」として供覧することになる。今後も引

き続きJAASとの技術交流、提携を密にし

ていくことになる。

(医)美翔会　聖心美容クリニック統括
院長　鎌倉　達郎MD
第104回日本美容外科学会総会(JSAS）

の会長として、かつてないほどの世

界規模での大会となり国内はじめア

ジア、アメリカ、欧州各地の美容外

科学会と接触しネットワークを構築

しながら、過去最大の大会に導いた

。人柄は温厚で人望も厚く、聖心グ

ループの各院、各専門科のドクター

達のまとめ役として統括院長を務め

る。美容形成全般にわたり習熟し、

患者からの信頼も厚い。一方で聖心

再生医療センターの所長も兼任し再

生医療新法で今後本格的に稼働する

再建術＋美容形成における豊胸術の

普及に努めていく。JAASアカデミー

の解剖実習では、指導役として4に

わたり回参加、また海外でのFresh 

Cadaverミッションにも幾たびか参加

し、解剖実習の経験値は極めて高い

。眼瞼形成、鼻形成、フェイスリフ

トなど美容形成、皮膚でのオールラ

ウンドな知識と高いスキルをもつた

め、今回のタイ解剖実習では各セッ

ションを統括する役割を担っていた

だく。89年宮崎医科大卒。

アネシス美容クリニック院長　水野　力MD，PhD
美容外科・整形、二重まぶた、デカ目、鼻形成、あご・

えら・ほほ・まゆ骨削り、若返り、プチ整形、涙袋形成

など多岐にわたる美容医療術を提供するアネシス美容ク

リニックにあって、水野院長がこだわるのは「低価格治

療」をめざすこと。そして確かな技量、経験、整容的な

センスがともなっての治療費のコストダウンである。宣

伝、外観設備費など余計な経費を抑え、その分患者さん

に還元していきたいとする水野医師の信念がそうさせて

いる。クリニック名アネシスの語源はギリシャ語で「安

心」という意味。情報開示、リスク回避のための万全の

体制、無痛治療にできうる限り配慮し術後のアフターケ

アを誠実に行うなど、7つの「安心」をクリニックのポリ

シーに掲げる。多くの『学会』、『論文』発表をする水

野医師には、2016年「山本美容整形塾」で学会発表では

表現できない鼻形成術のポイントを伝授して頂いている｡

美容外科に転身する前は「病理医」でもあった水野医師

でもあることから解剖学には極めて高い知識があり、今

回の解剖実習で指導医として快くお受け頂いた。近年で

は愛知医大の柿崎　裕彦教授との共著で「眼瞼形成アト

ラス」の執筆者でもある。業界では「数多くの論文、学

術発表をし続けるアカデミックな医師であり、豊富な手

術経験値も備えていながら、非常に謙虚なお人柄」と、

ドクターらからの好感度は高い。日本美容外科学会専門

医、AACS会員、国際美容外科アカデミー認定医、名古屋

市立大(医)外科学出身。

Choi Woon Chul　MD PhD（Myoung Eye Surgery Clinic院長）
集患には日本以上に宣伝投資をする韓国にあって、クリニックのホームページさ

えMyoung Eye Plastic Surgeyにはない。しかし月曜から土曜にかけクリニックには患

者があとを絶たない。もちろんそのわけは韓国のみならずアジアでChoi医師の眼

瞼形成スキルがドクターから、そして患者から絶大な評価を受けるからに他なら

ない。開業から10年目、眼瞼形成に特化した治療で積み重ねた症例数はすでにカ

ルテNo.10,000に迫る。一方、国内外の学会やライブ指導のための眼瞼形成術の

講演は年間40回を超え、毎月二回のペースで発表をするというから驚かされる。

日々の手術、症例を国内外の医師に向けて投げかけ情報の共有をしながら、「より

高みを目指す手術」をドクター達と議論したいとするChoi医師の真摯な姿勢を物

語っている。JAAS、JAASアカデミーでは過去、ライブ講習会、ライブフォーラム

、解剖実習と幾度となく指導医として招聘し、その熱血指導は日本の医師らから

も感嘆の声があがるほどだ。 2017年3月には待望の美容眼瞼形成術のアトラス本

がJAASアカデミー出版から発刊されるが、その著作のテーマでもある「美容眼瞼

形成術＋機能再建術」としてのマイクロサージェリー・テクニックは圧巻だ。そ

してこの整容的な眼瞼形成と機能再建を重視するChoi医師にとってそのベースと

なる修学が解剖であることはいうまでもない。略歴：87年　韓国ソウル医科系大

学の名門であるカトリック医科大学を卒業、同年ソウルのSt. Mary病院に研修医

として着任。翌年から4年間、国民総徴兵制により韓国陸軍の従軍医として赴任

する。その後2002年までカトリック医大の勤務医として働き、同時に医学博士を

取得する。同医大では後に、2004年まで助教授職を務め、2005年には日本の浜松

聖隷病院にて研修医として赴いた。帰国後、さらに1年間、米国ユタ州立大の眼

科センターで研修医として赴任、帰国後に現在のMyoung Eye Plastic Surgeryを開業

する。クリニックの傍ら眼科関連の医学会のボードメンバーとしての重責を果た

す一方、韓国政府が推進する「海外からの医療ツーリズム」招聘にあたって、国

内の目瞼美容形成部門の審査委員も務めるなど、韓国でも著名な医師でもある。

募集〆切
9月25日


