
マネキンを使い
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マンツーマン指導

マンツーマン指導

マンツーマン指導

マンツーマン指導

非会員及び
1回受講可

但し 歯科認定医
取得はできません

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

第4期美容歯科塾
準マンツーマン･ライブ講座（定員12名）

第 1 回 7月 5日（日）歯科におけるヒアルロン酸注入その ①（講義・実技）
第 2 回 8月 2日（日）歯科におけるヒアルロン酸注入その ②、BOTOX・プラセンタ注射（講義・実技）
第 3 回 9月 6日（日）水素点滴、VC点滴、歯科アートメイク術（講義・実技）
修了回 11月14日（土）- １５日（日）タイ・チュラロンコン大解剖センター 
　　　　　　　　　　　　　　　  医科歯科合同美容解剖・執刀トレーニング
 全 4 カリキュラム20単位で「歯科認定医」資格授与　受講者のみ（非売品）講義、ライブ収録動画を配信

7月5日（日）プログラム
◎ 受付AM9:30～　TKP池袋カンファレンスセンター（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00‐10:40　第4期第1回   法令遵守
 「医科・歯科の治療範囲と医療関連法令の解釈と口唇周辺（口輪筋）における注入
　範囲 ～ 厚労省技官への公開質問とその見解（HA注射等の表皮、顔面への治療に
　ついて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   京橋法律事務所　鈴木　英之　弁護士
◎ AM10:40‐PM12:30　第4期第1回   ヒアルロン酸注入　講義編
 「歯科が行う口唇周辺の基礎解剖と有害事象・合併症の対処と、歯科診療のおける
　HA、BTX注入治療の基礎マニュアル～口唇、口角溝、オトガイ唇溝、へのヒアル
　ロン酸注入およびマネキンを使った模擬注入　症例検討と施術動画」
　　　　　　　　　神奈川歯科大学　臨床講師、日本大学　兼任講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （熊本パール総合歯科）中村　朋美DDS

◎ PM12:00‐1:00　昼食休憩（お弁当お茶支給）および企業プレゼンテーション
◎ PM1:00‐1:20　送迎車にて、中村デンタルクリニックへ移動
◎ PM1:30‐2:00　第4期第1回   Live Therapy　術前の準備　マーキング
◎ PM2:00‐5:00　第4期第1回   Live Therapy
 「歯科で行う表皮からの口唇、口角溝、オトガイ唇溝へのヒアルロン酸注入術と、
　口腔内からの注入法ライブ供覧～希望者は手を添えて準マンツーマン指導」
　　　　　　　　　神奈川歯科大学　臨床講師、日本大学　兼任講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （熊本パール総合歯科）中村　朋美DDS
　　　オペ室に撮影モニターを設置　ライブ直視Gとモニター供覧G　同時観察
◎ PM5:00　修了認定証授与と記念撮影
　　　　　　　　　神奈川歯科大学　臨床講師、日本大学　兼任講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （熊本パール総合歯科）中村　朋美DDS

本シリーズ第４期では、矯正歯科・口腔外科機能改善と審美治療としての口唇・鼻唇溝・口角溝・オトガイ唇溝
・口腔内・側頭筋下部・表情筋群の基礎解剖と実技、合併症の対応、アートメイク術、歯科における点滴療法の
知識を学び、美容歯科としてのスキルを磨きます。歯科自費部門となる美容歯科術（ヒアルロン酸、BOTOX、プラセンタ、
口角リフト、ガミースマイル修正と小顔術（顎関節症矯正）・上唇小帯切除術・バッカルファットなど）、点滴療法などアンチエイジング内
科、審美のための口唇アートメイク術などの「治療・施術学」を網羅。ライブ供覧に加え、希望者には準マンツーマン指導を行い、タイバン
コクでの寄贈検体SoftCadaver使い解剖・治療シミュレーションする歯科解剖ミッションも行います（裏面スケジュール参照）。

ヒアルロン酸注入の法令解釈、治療範囲の理論づけ、副作用リスクヘッジさらには安全で上達
できる注入・施術スキルを中村専任講師が準マンツーマンを交え熱血指導します。歯科ならで
はの「口腔内からの注入術」＊リップリフト効果、＊上口唇短縮効果も公開する。ヒアルロン酸、
BOTOXなど注入ライブでは、口唇周辺の老化症状を解剖学的にとらえ、そのメカニズムを解説しながら、注入法で
は穿刺、方向、深度、刺入角、注入量の目安、埋入時の左指の動作などを、各部位それぞれ伝授していく。マネキン
を使ってのシミュレーション注入、そしてライブ供覧をしながら専任講師の中村DDSからマンツーマンで熱血指導を
していただく。

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



お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

歯科医院施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

3月終了した第2回Liveの参加者

JAAS              検  索

日本アンチエイジング外科
美容再生研究会

登　録　証

日本アンチエイジング外科・美容再生研究会は
   所定の手続きを完了し、登録を受理しました。

よって、
貴殿を本研究会の登録会員として認めます。

日本アンチエイジング外科・美容再生研究会

　理　事　　久保　隆之
　　　　　　池田　欣生
　　　　　　中間　  健
この登録証をJAAS会員原簿に登録しました。
　　　　　 　 　　　事務局長   岡野  英男

登録番号･資格／Certificate number & qualification

有効期限／Expiration Date

      

本登録証の所有権はJAASに帰属します。当研究会より返還請求があった場合は速やかに返却してください。

会員登録証
一般社団法人 JAAS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-online.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。 

主催：JAASアカデミー　http : / /www. jaas-academy.com/ ※お申込・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

修 了 証

1回受講ごとに修了証授与

■ 第1回　 7月 5日（日）5単位　講義＆ライブ＆準マンツーマン指導 50,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 第2回 　8月 2日（日）5単位　講義＆ライブ＆準マンツーマン指導 50,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 第3回 　9月 6日（日）4単位　講義＆ライブ＆準マンツーマン指導 50,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 修了回  11月14 ●土～16 ●月    6単位　タイ・チュラロンコン大解剖トレーニング 250,000円（税別）×　  名＝　　　　円　

熱血指導にあたるのは、歯科インプラント、上唇小体切除術、バッカル
ファットやヒアルロン酸、ボトックス注射、アートメイク術など豊富な
治療実績をもち、第1期～3期のJAASアカデミー歯科アンチエイジング美
容塾専任講師として後継の歯科医のために自らの知識とスキルを惜しげ
もなく伝授してきた中村　朋美歯科医にお願いした。過去数回のJAAS美
容歯科、口腔インプラント解剖トレーニングの指導医も務めていただい
ている。過去実施した歯科医向けの解剖コースでは、参加歯科医全員か
ら「従来の歯科解剖のコンテンツとは明らかに違い非常に勉強になった｣､
｢インプラント治療の技術はもちろん、口腔内ではない外側からの解剖ア
プローチを学べたことは大きい」など評価は高かった。修了講座として
開催する解剖実習では、過去数回の指導をお願いしたが、類似の解剖実
習に参加経験をもつ歯科医からは、「寄贈された献体の保存状態（Fresh 
Cadaver）は今までで最も良かった」という声もあり、密度の濃い歯科解
剖実習になるはずだ。とりわけインプラント埋入手術は、メスによる切
開を行ない、骨を削除し、金属（インプラント）を埋入するため、医科
の手術と何ら変わりがなく、血管、神経などを損傷しないことが鉄則で
ある。そのためには『顎・顔面のオペを行なう医師が知っておくべきこ
とは、インプラントオペをする歯科医師も知っていなければならない』｡
そこでまず、基本的な上顎骨、下顎骨の解剖構造を実際のCadaverを使
って公開、歯科医でも知っておかなければならない軟組織中の重要な血
管・神経についてコーチングしてもらう。その範囲は外頸動脈、舌動脈
にまで及ぶことはいうまでもない。とりわけ朋美DDSから集中的に解剖
指導、注入指導がされるところは、HA、ボトックス注射で、疑似注射液
を使いながら、注意すべきポイントをシミュレーション施術していく｡そ
して前半の３回のライブ講座では、１期～３期で実施してきた内容をさ
らにバージョンアップして講義と準マンツーマン指導のライブをお願い
している。

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

JAASアカデミー第４期美容歯科塾
準マンツーマン・ライブ講座（定員12名）

第1回7月5日（日）歯科におけるヒアルロン酸注入その①　第2回8月2日（日）歯科におけるヒアルロン酸注入
その②、BOTOX・プラセンタ注射　第3回9月6日（日）水素点滴、VC点滴、歯科アートメイク術　修了回
11月14日（土）-15日（日）タイ・チュラロンコン大解剖センター医科歯科合同美容解剖・執刀トレーニング

全４カリキュラム20単位で「歯科認定医」資格授与　非会員および１回受講可（但し歯科認定医取得はできません）

第4期　JAAS美容歯科塾　日程　全4回シリーズ　20単位制

　○第 1 回　7月  5日（日）ヒアルロン酸注入術    ………………………………………… 5単位

　○第 2 回　8月  2日（日）ヒアルロン酸注入術その二、BOTOX注入術  ……………… 5単位

　○第 3 回　9月  6日（日）水素点滴、VC点滴、歯科アートメイク術  ………………… 4単位

　○修了回  11月14日（土）- 15日（日）16日（月）早朝帰国　タイ・チュラロンコン大
　　　　　解剖トレーニングセンターSoft Cadaver 美容外科・歯科合同の解剖実習 … 6単位

■ 受  講  対   象　■歯科医、歯科衛生士、歯科技工士（JAAS会員および非会員問わず、1回受講も可）
■ 資  格  取   得　■受講は非会員、1回でも可JAAS会員登録で、第３期コースの第1回～修了回の講座を受講
　　　　　　　　し20単位以上を取得した後、申請審査のみで資格授与となります（詳細はhttp://www.jaas-　
　　　　　　　　academy.comの認定制度を参照）
■ 受 講 者 の み 　（非売品）講義、ライブ収録動画を配信
■ 定員・参加費　■定員各12名／第1回～3回　50,000円（税別）　修了回
■ 解 剖 参 加 費　■修了回解剖　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
　　　　　　　　1泊分朝食つき、通訳、移動におけるシャトルバス送迎、金曜夕食、土曜夕食、日曜昼食）
　　　　　　　　航空代金は各自ご負担　詳細は後日ご案内
■ 主　　　　催　JAASアカデミー   〒104‐0041  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　http://www.jaas-academy.com/

神奈川歯科大学　臨床講師
日本大学　兼任講師

（熊本パール総合歯科）　
中村　朋美DDS

第4期　美容歯科塾
○第 1 回　7月  5日（日）
○第 2 回　8月  2日（日）
○第 3 回　9月  6日（日）

　○修了回  11月14日（土）-15日（日）16日（月）

　11月、JAASアカデミーの歯科アンチエイジング美容塾の第3回「ヒアルロン酸注入ライブ・マンツーマン講習会」が開催
された｡講義では充実した教則本、教材をもとにフィラー注入の基礎から実践までの詳しい解説が専任指導医である中村　
朋美歯科医から行われた。医科におけるヒアルロン酸注入の講義でもここまで「手取り足取り」の詳細な講座はほかに例
がない。受講した歯科医たちは真剣に教則本にメモをとり、午後のライブに備えた。講義では、朋美専任講師の前段で ｢歯
科医療における口唇周辺の治療範囲」について、最近の厚労省の見解をもとにその解釈とボーダーライン（歯科における
口唇周辺の治療範囲は赤唇部だけでなく口輪筋に裏打ちされた皮膚部も含まれる）が示されたが、「とにかくJAASでは法
令を順守することを徹底したい」として、同団体が掲げる医科歯科連携を尊重しながら、それぞれの治療区分の範囲でヒ
アルロン酸注入をし、協調、補完しあうことを確認した。第2期ではこの後も、来年6月の解剖学実習まで講義、ライブ研
修、マンツーマン指導を通じて歯科アンチエイジング美容術を学んでいく（第2期途中からの受講でも第３期に未受講科目
を受講し20単位以上の履修で歯科認定医の資格が取得できる）。

中村DDSの変わらぬ熱血指導で歯科医としてのスキル習熟はかり、
一方で法令順守を徹底していく

　第1期から3期まで終えたJAAS美容歯科塾のシリーズが7月から第4期目を迎える。
　7月5日開催される第1回目では、充実した教本、教材を使ってヒアルロン酸注入の基礎から実践までを選任講師の中村　
朋美DDSからレクチャー、模擬実習そして、ライブ供覧、準マンツーマン指導とつづく。教える範囲は、注入材料の基礎
的な知識、注入に用いる器材、材料、注入針、神経ブロック、湿麻、外用剤冷却などの麻酔法の基礎、注入深度・量、マ
ーキング法、インフォームドコンセントの具体的なフォーマット、術前の問診や前処置、顔面解剖、合併症の具体的な対処
など、およそ100ページ余りの「教科書」をもとに、スライドで説明していった。なかには術前、術後の撮影に誰でも使
える簡単なiPhoneの機能を活用したくだりもあり、「手取り足取り」のこうした詳細なヒアルロン酸講座は他に例がない
だろう。また一方で、歯科だからこそできる「咬合高径での注入」や「上顎骨劣成長」などの矯正を伴う外形の変化を整
容的に補正する注入症例を示して、歯科治療にも大いに活用できる事例を投げかけていく予定だ。
　歯科医としての朋美講師が、とりわけヒアルロン酸注入でとりわけこだわることがある。
　美容医と同じように、歯科医も「口唇周辺の美しさの基準とその整容的な治療センスを覚えることが大事」といって憚
らない。こうした信念は、講義でもふんだんに盛り込まれるはずで、口唇と全顔との美的バランス、各部位の美の評価基
準さらには口唇周辺の老化症状を解剖学的にとらえ、そのメカニズムをわかりやすく解説してもらう。実際のヒアルロン
酸の注入法については、穿刺、方向、深度、刺入角、注入量の目安、埋入時の左指の動作などを、各部位それぞれ図解と
数字で示しながら伝授し、そののち､マネキンを使ってのシミュレーション注入のトレーニングをしていただく。とりわけ
注入での修正が難しいといわれるリップの縦じわ、またあひる口の作り方や人中形成、下口唇の形成についても指導しつ
つ、注入法（スレッド、パンクチャー、ファン、クロスハッチング）についても自らマネキンを使って受講者に供覧させ
ていく予定だ。
　第4期は案内のとおり、全4回のカリキュラムを組み20単位制をとり、履修者には「歯科認定医」の資格が授与される。
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