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第1回　2月18日（日）　定員限定　16名

歯科美容形成術LiveSurgery　

①歯科アートメイク術 ②新RFマシンによるリバウンドなし小顔形成（顎関節症）・歯ぎしり（Bruxism）矯正術
 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）

全5カリキュラム20単位で「歯科認定医」資格授与　　第2期～3期またがっての単位取得ができます
   □◆ 講義：（AM10時－PM1時）　TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原

   □◆ ライブ供覧＆マンツーマン指導：秋葉原UDXヒラハタクリニック（PM1時30－PM5時・ライブ直視と施術映像をスクリーン放映） 

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

歯科医のための　JAASアカデミー  第3期 歯科美容アンチエイジング塾　
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2月18日（日）プログラム
◎ 受付AM9:30～　TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00～10:20　第1回   口腔外科機能機能改善・審美治療、口腔外科治療
  「医科・歯科の治療範囲と医療関連法令の解釈～口腔外科の治療範囲」
    　　　  医療法人社団　徳朋会　中村デンタルクリニック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （明海大歯学部・助教　JAAS認定医）中村　朋美DDS
◎ AM10:20～11:30　第1回   歯科アートメイク術の基礎と実際
  「日・韓アートメイク術の現状と歯科アートメイク～①インクの安全性と術前のデザイン・セオ
　リー、症例報告   ②麻酔および自動マイクロニードル注入のポイント   ③口唇および医科におけ
　る美眉、アイラインのつくりかた」
　　　 （医）徳朋会  中村デンタルクリニック（明海大歯学部・助教  JAAS認定医）中村  朋美DDS
◎ AM11:30～PM12:30　第1回   新RF歯科美容・歯ぎしり矯正術の基礎と実際
  「RFによるCalfReduction腓腹筋、ひらめ筋の神経遮断の問題点と、改良・進化させた新たなRFの
　作用機序（MortorPoint制御）による咬筋退縮（小顔形成、歯ぎしり）術～術前後のポータブル超
　音波エコーによる咬筋診断と施術の実際、症例報告」　（日韓  逐次通訳Aクラス）
　　　　　韓国SAMSUNG CLINIC院長（成均館大学　医学部形成外科・助教授）Young Jin Park MD

◎ PM11:30～1:00　昼食休憩・企業プレゼンテーション
◎ PM1:00　全員でUDXヒラハタクリニックに移動（徒歩5分）
◎ PM1:30～3:00　第1回   新RF歯科美容・歯ぎしり矯正術LiveSurgery
  「咬筋のMotorPoint制御（RF）による小顔形成（額関節症）と歯ぎしり矯正ライブ供覧～希望者
　は手を添えて準マンツーマン指導」　（日韓  逐次通訳Aクラス）
　　術者：（医）徳朋会  中村デンタルクリニック（明海大歯学部・助教  JAAS認定医）中村  朋美DDS
　　指導医：SAMSUNG CLINIC  院長（成均館大学医学部形成外科・助教授）Dr Young Jin Park
　　オペ室に最新の撮影モニター3台設置　ライブ直視Gとモニター供覧G　同時観察
◎ PM3:00～5:00　第1回   歯科アートメイク術、デザインシミュレーション・施術ライブ
  「Lips＆（以下は医科での参考デモ）Eyebrows & Eyeline Make-Up By Digital Microneedle 
　Puncture Machineのシミュレーション練習と指導」
　　術者：（医）徳朋会  中村デンタルクリニック（明海大歯学部・助教  JAAS認定医）中村  朋美DDS
◎ PM5:00～5:30　第1回目 修了認定証授与と記念撮影　（日韓  逐次通訳Aクラス）
　　　    SAMSUNG CLINIC  院長（成均館大学医学部形成外科・助教授）Dr Young Jin Park
　　　 （医）徳朋会  中村デンタルクリニック（明海大歯学部・助教  JAAS認定医）中村  朋美DDS
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本シリーズは、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、歯科における栄養療法の知識を学び、美容医師との連携をめざします。これから
の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・上唇
小帯切除術・バッカルファットなど）、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
すべて網羅。ライブ供覧とマンツーマン指導はもちろんのこと、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）。

第1回はアートメイク先進国！韓流アートメイクの口唇、美眉、アイライン施術をシェア
No1のDigitalPermanetMake-Upマシン使い実技、さらにはCalfReduction
治療を転用した新・RFによる咬筋退縮、歯ぎしり矯正術を考案した韓国
Park医師を招き、術者の中村専任講師と共にマンツーマンを交え、熱血
指導します。 整備された韓国のアートメイクの知識とスキルのプロトコール、インクの認証制や
充実したトレーニングスクールから改めて学び、実践する中村講師から、「顔のバランスを考えた口唇
のデザインとピグメント色の選択」を考えたアートメイク術などをデザイン練習とライブ供覧で指導す
る。また、BOTOXで起きるリバウンドや耐性の問題をクリアし顎関節症治療（小顔形成）、歯ぎしり
矯正をほぼ100％実現できるRF治療術をPark医師の指導を仰ぎ、供覧する。

自らのデンタルクリニックでインプラント、咬合治
療、審美、補綴、矯正そして歯科ヒアルロン酸治療
を行う徳三DDS。時には口腔内からの上唇小帯切除
や特殊糸による口角リフト術をしたり、美容形成に
よるヒアルロン酸注入では限界があるほうれい線を､
咬合治療を治していく。練馬にあるクリニックには､
周辺のみならず全国さらには中国などから患者が後
を絶たない。修業時代には政財界など著名人が受診
するデンタルアカデミーでインプラント始め包括治
療のインストラクターを行い、腕を磨いた歯科医師
だ。他院からの歯科における修正治療にも定評があ
る。一方、朋美DDSは小児歯科専門で今でも歯学部
の助教として後継の指導にあたる。こうしたなかで
最近とりわけ治療症例が多いのが「くいしばり」で､
その副作用である咬筋肥大やほうれい線に悩む患者
も少なくない。こうした中で主訴となる筋肉だけで
なく関係する顎関節、表情筋などに独自のデンタル
エステ術を考案、また口唇、口腔内への施術も実践
している。また審美歯科の領域も得意としており、
女性ならではの「美」に対するこだわりから、歯科
分野では歯科アートメイクのパイオニアとしてその
スキルを磨いてきた。口唇だけでなく眉、アイライ
ンなどデザイン性を重視したアートメイク術をマス
ターしている。JAASアカデミー歯科アンチエイジン
グ美容塾の専任講師としてマンツーマン指導も行う
などその「熱血指導」は受講者から評価が高い。

中村デンタル
クリニック
中村　徳三DDS
中村　朋美DDS



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・美容再生研究会

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。

非会員も受講ができます、JAASご入会手続きは http://www.jaas-online.com/ から

JAASアカデミー第3期歯科美容アンチエイジング塾

　歯科の現状は、歯科医院の過密・過剰の状態が大都市部から地方都市、さらには都市周辺部へと広がりつつある。歯科医院経営は、二極

化すなわち成功している歯科医院とそうでない歯科医院の状態が明確になり、歯科医師なら誰でも社会的な成功を収めるという旧来のスタ

イルが通用しなくなった。さらに、国は財政状態の悪化から健康保険制度における国の負担を圧縮、削減し、歯科においては診療報酬のマ

イナス改定とレセプトの審査強化、高点数指導の導入・強化により保険診療だけでは医院の経営、運営が極めて難しくなってきている。こ

うしたなか昨今、医科・歯科のヒアルロン酸注入などその治療範囲を巡り、議論がでているが、裏を返せば、もはや現行の歯科診療だけで

は経営に限界が生じてきた証左といえよう。

　一方、日本においては世界に類を見ない超高齢化が進行しており、歯科医師の役割も大きい。そうした中で、これからの歯科診療は歯科

の診療範囲を順守しつつ一方で、美容、アンチエイジングに寄与できる施術を取り入れていかなければならないのは当然だ。メディカルデ

ンタルエステなどの施術部門を場合によっては、美容皮膚科などの併設も視野に入れながら、「口からの若返り」に加えて、「顔と身体の

若返り」を発信できる歯科経営へと転換していくことも求められてきた。

　　　製剤、機器ディーラー主導のハンズオンとは一線を画し
                                    　「医科・歯科」の治療範囲、法令を順守
　つまり美容歯科、そしてサプリメントなどの栄養療法などその導入プランと収益性、そして施術スキルをマスターしていくことは、これ

からの歯科経営を考えるうえで避けられない。本コースでは中村徳三、中村朋美歯科医師を専任講師、指導医に招き、一方で海外の指導医

やアンチエイジング診療のスペシャリストや、現役の美容形成医を講師としても迎える予定だ。マンツーマン指導を交えたライブ講習は11

月の歯科解剖・治療実習まで「美容歯科」「アンチエイジング歯科」など合計5回の実践講座、ライブ、解剖実習を設けることにした。製剤

会社や資材ディーラーなどが主催するヒアルロン酸注入のハンズオンセミナーや、歯科診療の治療範囲を明らかに逸脱する糸によるフェイ

スリフト講習などとは一線を画し、治療、美容における法令解釈、理論づけ、ライブ研修に加え、医科との連携を重視しながら安全性の担

保するカリキュラムを組む。入会登録せず資格もめざすことなく1 回のみの受講も可能です。多くの歯科医、歯科スタッフのご参加をお待

ちしています。

BOTOX注射

マネキンを使い
注入シミュレーション

ヒアルロン酸注入

修 了 証

1回受講ごとに修了証授与

   2月18日（日）

第2期 歯科美容アンチエイジング塾
歯科美容形成術
LiveSurgery

第1回　2月18日（日）　定員限定　16名　東京・秋葉原
歯科(準)美容(マンツーマン)形成術(指導)LiveSurgery(ライブ講習会) ① 歯科アートメイク術

② 新RFマシンによるリバウンドなし小顔形成（顎関節症）・歯ぎしり（Bruxism）矯正術
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）

　第3期　歯科アンチエイジング美容塾　日程　全5回シリーズ　20単位制
　○ 第1回　2018年2月18日（日）　（講義＆ライブ＆準マンツーマン指導）
　　　　　　　　　　　　歯科アートメイク術・新RFマシン小顔形成・歯ぎしり矯正術……5単位
　○ 第2回　4月（日）（講義＆ライブ＆準マンツーマン指導）
　　　　　　　　　　　　ヒアルロン酸注入その一……4単位
　○ 第3回　6月（日）（講義＆ライブ＆準マンツーマン指導）
　　　　　　　　　　　　ヒアルロン酸注入その二、ボトックス、プラセンタ注射　、各種点滴術、審美……4単位
　○ 第4回　9月（日）（講義＆ライブ供覧のみ）
　　　　　　　　　　　　バッカルファット、サプリメント・有害金属キレーション……2単位
　○ 第5回　修了ミッション11月　タイ・チュラロンコン大解剖トレーニングセンター＆ベトナム
　　　　　　　　　　　　Soft　Cadaver　美容外科・歯科合同の解剖実習……5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　■JAAS会員登録で、第3期コースの第1回～第5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）

　　　　　　　　　  なお、第2期～3期にまたがっての受講では、不足単位での受講で20単位以上を履修し資格申請がで

　　　　　　　　　  きる。（資格をめざす対象単位には、秋のライブフォーラムは含まれません。認定医資格者はライ

　　　　　　　　　  ブフォーラム参加は原則必須です）

■ 定員・参加費用　■定員各16名／第1回　70,000円（税別）、第2回・第3回　60,000円（税別）、第4回　30,000円（税別）、

　　　　　　　　　  第5回（後日詳細を発表）

■ 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　日本アンチエイジング外科学会　http://www.jaas-academy.com/

■ 第1回　 2月18日（日）5単位　講義＆ライブ＆準マンツーマン指導 70,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 第2回 　4月（日）　  4単位　講義＆ライブ＆準マンツーマン指導 60,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 第3回 　6月（日）　  4単位　講義＆ライブ＆準マンツーマン指導 60,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 第4回 　9月（日）　  2単位　講義＆ライブ供覧のみ　　　　　　 30,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 第5回  11月（日）　  5単位　タイ・チュラロンコン大解剖トレーニング（後日発表します）×　　名＝　　　　円　

【DrYoung Jin ParkとRFマシン概要 】
学識に加えその高いスキルもあってかつてはソウル大形成外科の次期教授！との

呼び声も高かったが、一転美容形成医として熾烈な競争社会の真っただ中に身を

置く。学問に身をおくよりも実践と検証そして何よりも患者にとってベストな治

療術を提供することに魅力を感じたからだという。いまやソウル大ではない成均

館大学医学部形成外科の助教授も兼任する実力者だ。国内外で多くの症例発表、

学術論文を出し続けながら眼瞼形成、鼻形成、フェイスリフト、輪郭矯正、豊胸

､医療痩身などその美容形成術は幅広い。そしてSAMSUNG CLINICを一躍著名な美

容クリニックに育て上げてきた。多彩な才能は、マーケティング術にも及び「ユ

ーザーニーズ」を捉えた美容医療の新たな治療術の開発に余念がない。DR Parkと

技術協力、共同開発した医療機器メーカーRF(Radio Frequency)手術マシンを専門に

開発、生産、販売するところ。マシンはKFDAのみならずCEの認証も得ISO13485､

ISO9001を保有する製造ラインをもつ。RF本体の電気手術機器はもちろん高周波､

高周波熱上発生器まで外注せず一貫開発、製造する。取引先は整形外科、皮膚科

を中心に、腫瘍 (癌を含む)治療、神経治療さらには歯科分野にまでこのRF機器を

供給しており国内の大学病院など1000ヵ所あまりに収めている。こうしたなかで､

美容医療分野でのRF応用機器を、DR Parkと共に3年の臨床試験をもとに改良、進

化させた特異なRFマシンを完成させた。咬筋委縮術もみならず歯ぎしり、いびき

(口腔内穿刺）治療など口腔内からアプローチによる手術も可能で、歯科分野にも応

用できる。現職SAMSUNG CLINIC院長（成均館大学医学部形成外科・助教授）。

【BOMTECH社のデジタルアートメイクマシン 】
BOMTECH社のデジタルマイクロニードルパンクチャーマシンや韓国環境庁が認可

するインクは、日本以上に安全性を重視した検査体制から許可されたもので、も

ともとアメリカやドイツ製のマシンを使っていた韓国だが、ボムテック社はじめ

数機種の韓国製が最近開発されてきた。その操作性、品質はともに欧米製を超え

ており価格も抑えた機種が市場にでまわるようになっている。KDBMAが推奨し

治療で使いだしたボムテック社製マシンは、稼働時の音も極めて小さく、穿刺す

るたびにインクをつける旧来品ではなく「万年筆タイプ」のニードルを装着でき

る優れものだ。これにより充填したインクがなくなるまで、穿刺できインク漏れ

もないことから施術に要する時間は大幅に短縮できる。(詳細は

http://www.jaas-academy.comのJAASライブアーカイブのレポートを参照願いたい)

東京・秋葉原
TKPガーデンシティPREMIUM
秋葉原UDXヒラハタクリニック


