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Before After

9月30日（日）プログラム
◎ 受付　AM9:30～　西新宿カルチャープラザ D
◎ AM10:00～AM11:00　DR中村光伸の  HA注入術　No1　講義編・動画解説
  「HA注入で知っておくべきルール～術野における適正なHA製剤と種類、適用と注入量の違
　い～40,000症例からみる顔のしわ、たるみ、陥凹部位のボリュウム、ほうれい線ゴルゴ線の
　改善、鼻、顎、額、唇、涙袋の注入術と「しわ一本」「㎜単位」の修正をするテクニック、
　症例検討と施術の動画解説」
                                  　　　   （医）最匠会　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
◎ AM11:00～PM11:30　DR中村光伸の  HA注入術　No2　講義編・動画解説
  「マルチレイヤーテクニックについて～症例検討と施術の動画解説」
                                  　　　   （医）最匠会　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
◎ AM11:30～PM12:30　DDS中村朋美の  HA注入術　講義編・動画解説
  「歯科口腔外科における歯科治療の範囲とその注入術～ビギナーのための全顔解剖、施術の
　カウンセリング、必要資材、機材、撮影用カメラ・iPhoneの使い方、注入針の選択、局所、
　浸潤麻酔法、インフォームドコンセント、注入可能な皺、陥凹の見分け方、合併症の対処
　法そして実際の注入テクニック　一部施術動画の解説」
                 （医）徳朋会　中村デンタルクリニック　中村　朋美DDS（神奈川歯科大学  助教）

◎ PM12:30～1:30　昼食・休憩（お弁当・お茶支給）
◎ PM1:30～2:30　DR 中村光伸の  Live供覧　
    ムンテラ、デザインマーキング、ライブ供覧
　　術者：（医）最匠会　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
 　　　　　　　オペ室にモニター設置　ライブと映像同時観察
◎ PM2:30～3:30　DDS 中村朋美の  Live供覧　
    ムンテラ、デザインマーキング、ライブ供覧
　　術者：（医）徳朋会　中村デンタルクリニック   中村  朋美DDS（神奈川歯科大学  助教）
 　　　　　　　オペ室にモニター設置　ライブと映像同時観察
◎ PM3:30～4:30　DR中村光伸　DDS中村朋美の  準マンツーマン指導　
　医師2名、歯科医2名に対するマンツーマン指導　モデル同伴（他受講者は供覧となります）
　　指導医：（医）最匠会　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
　　指導医：（医）徳朋会　中村デンタルクリニック   中村  朋美DDS（神奈川歯科大学  助教）
 　　　　　　　オペ室にモニター設置　ライブと映像同時観察
◎ PM4:30～5:00　修了認定証書授与と記念写真の撮影
　　指導医：（医）最匠会　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
　　指導医：（医）徳朋会　中村デンタルクリニック   中村  朋美DDS（神奈川歯科大学  助教）

JAASアカデミー美容皮膚科講座　 非会員1回受講のみも可

ヒアルロン酸注入　徹底マスター塾
準マンツーマン指導ライブ講習会

HAプチ整形パイオニアの一人・中村光伸医師と、
歯科口腔におけるHA注入のスペシャリスト・中村朋美歯科医が“即戦力スキル“を伝授します｡
個人指導スクールの入門編となる本マスター塾では、①講義、ライブ供覧（マンツーマンは供覧）参加枠16名　②講義、ライブ供覧､

準マンツーマン指導の受講枠4名を用意。指導を受ける医科、歯科医はモデル同伴（医師、歯科医を除く）が条件となる。

定員限定20名・受講者のみ（非売品）に講義、ライブ供覧の収録動画を2週間後に進呈
9月30日（日）AM10時－PM5時　講義：西新宿カルチャープラザ D　ライブ：光伸メディカルクリニック

JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与　手術撮影モニターを設置、ヒアルロン酸注入の施術をライブと同時に観察します

たかがフィラー注射、されどHA注入術。ルールを会得すれば上達間違いなし。光伸MDからは
｢マルチレイヤーテクニック」も伝授してもらう。整形外科医・光伸MDだからこそできるリバースエイジング治
療。骨格、筋肉の構造を熟知し10年後、20年後の加齢顔に対抗できるヒアルロン酸注入術をし続けプライマリーそして他院修正な
どその注入実績は40,000症例を超える。顔のしわ、たるみ、陥凹部位のボリュウム、ほうれい線ゴルゴ線の改善、鼻、顎、額、唇､
涙袋と「しわ一本」「㎜単位」の修正をする。とりわけ独自の注入法「マルチレイヤーテクニック」には評価が高い。数種類の製
剤を数層に分けて重ねて注入する施術テクニックで、本ライブおよび準マンツーマン指導でたっぷりと供覧する。

ビギナーから経験者まで、注入治療の基礎からアドバンス編までの詳細な施術プロトコール開
示！ 刺入点、刺入角度・方向、各部位の注入量、埋入深度、スレッド・パンクチャー、ファン
など注入テクニックを解説する。ヒアルロン酸注入治療におけるプロトコールを、両中村MD、DDSから開示いただき､
いわゆるメーカー主導のハンズオンにみられる「製剤ありき」の指導を排除。各種HA製剤の特長と適用を公平に論じていただきな
がら、それぞれの術野に最適な製剤を解説、ライブで使用していく。ビギナー向けあるいは経験者の復習の意味でも、全顔解剖、
施術のカウンセリング、必要資材、機材、撮影用カメラ・iPhoneの使い方、注入針の選択、局所、浸潤麻酔法、インフォームドコ
ンセント、注入可能な皺、陥凹の見分け方、合併症の対処法なども丁寧に解説してもらう。



※お申込後・ご入金後のキャンセルはご遠慮ください。

  ■ 9月30日（日）
《定員：限定20名》

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

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

Third Study　

○  9月  2日（日）歯科アンチエイジング美容塾　第3期第4回 (終了)

○  9月  9日（日）Minimal Invasive Plastic Surgery東京ライブ講習会（二重RF､ヒアルロン 酸

　　　　　　　  豊胸術、最新フィラー製剤によるアンチエイジング術）ライブ講習会

○  9月30日（日）ヒアルロン酸注入　徹底マスター塾準マンツーマン指導ライブ講習会

〇10月21日（日）U－35およびオーバーエイジ、経験者のための美容医療入門ライブフォーラム

○11月10日（土）11日（日）第9回JAAS東京ライブフォーラムin Shinagawa

○11月12日（月）スペシャルシンポジウム   美容医療と性別適合手術   日・タイ医師による

　　　　　　　  手術、症例発表と手術動画放映

○11月16日（金)－18日（日）第21回JAAS解剖・執刀トレーニング　医科・歯科合同　タイバン

　　　　　　　  コク　チュラロンコン大　美容外科解剖＆ベトナムホーチミンクリニック視察

〇11月25日（日）6パック吸引移植術と膣縮小術ライブ講習会

〇12月1日2日間（予定）ソウル小顔形成術ライブ講習会（新RFマシン・糸併用による施術）

○12月6日（木)－9日（日）スペインバルセロナ・最新フィラー製剤・ピーリング治療・ス

　　　　　　　  レッドテクニックを学ぶ研修ツアー

〇12月初旬予定）の鼻形成術ライブ講習会は2019年に順延しました。

＊過去のライブ講習会、ライブフォーラム（2007年～2017年）のレポートは、JAAS公式　サイト
（http://www.jaas-online.com/）のアーカイブスに掲載中です。

First Study　

○  1月27日（土）28日（日）DRパクの新・非切開咬筋退縮術ソウルライブ  (終了)

○  2月18日（日）医科・歯科美容形成術　ｱｰﾄﾒｲｸ・小顔形成・歯ぎしり矯正術 (終了)

○  2月25日（日）DR田中DR　Younの明日からできるスレッドテクニック (終了)

○  3月24日（土）25日（日）Dr Namの糸を使わない超プチ重瞼術ソウルライブ講習会 (終了)

○  4月15日（日）歯科アンチエイジング美容塾　第3期第2回　ヒアルロン酸注入ライブ (終了)

Second Study　

○  5月  9日（水）緊急セミナーネット医療広告・新ガイドライン徹底マスター講座 (終了)

〇  6月10日（日）歯科アンチエイジング美容塾　第3期第3回　ヒアルロン酸、BOTOX注入ライブ (終了)

○  6月17日（日）日韓共演　東京ライブ　韓流Minimal Invasive Plastic Surgery　江南スタイル

　　　　　　　「糸を使わない超プチ重瞼術」 (終了)

○  6月24日（日）第4回JAAS春季公開ライブ　日韓仏英スレッドフォーラム (終了)

○  7月  1日（日）Dr 鎌倉､ Dr 柿崎の下眼瞼形成術ライブ講習会 (終了)

〇  7月  7日（土）8日（日）ヒアルロン酸豊胸　注入術ソウルライブ講習会 (終了)

○  7月21日（土）22日（日）第20回JAAS解剖・執刀トレーニング　ソウル・カトリック医

　　　　　　　   大2日間徹底トレーニング (終了)

○  8月26日（日）第2回名古屋ライブ講習会　Dr水野Dr高橋の上眼瞼形成術ライブ講習会 (終了)

2018年　JAASアカデミーLive Surgery and Therapy Training  Course

修 了 証

1回受講ごとに修了証授与

○受  講  対  象　■美容整形・皮膚科、形成外科および美容医療を始めてまだ日の浅い医師・整形外科、婦人科､

　　　　　　　　   眼科、麻酔科、内科など他科専門医、美容歯科医（JAAS会員および非会員問わずすべて対象）

○資  格  取  得　■9月30日受講のみで中村医師、中村歯科医より修了証授与（JAAS会員は3単位重複授与）

○定員･参加費用　■限定20名／医師60,000円（税別）準マンツーマン受講の医師（2名限定  70,000円税別）歯科

　　　　　　　　   医50,000円（税別）　準マンツーマン受講の歯科医（2名限定　60,000円税別）

〇準マンツーマン規定　■指導の際に指導医が手を添えて準マンツーマン指導しますが、指導時間は20分とさせてい

　　　　　　　　   ただきます。その際に、受講者自身がモデルを同伴してください（ただし医師、歯科医は除く）

○受講者全員に　■参加者全員に当日の講義・ライブ供覧の収録動画を配信します。（終了後2週間）

　　　　　　　　   なお本動画は参加者のための自宅学習用のため、非売品です。

○主　催：JAASアカデミー　東京都中央区新富1-8-11-3F　tel 03-6222-3121　http：//www.jaas-academy.com/

○後　援：一般社団法人　JAAS日本アンチエイジング外科学会

JAASアカデミー美容皮膚科講座　 非会員1回受講のみも可

ヒアルロン酸注入　徹底マスター塾
準マンツーマン指導ライブ講習会

９月３０日（日）
手術撮影モニターを設置、ヒアルロン酸注入の施術をライブと同時に観察します　  JAAS会員は「認定医」資格単位３単位を重複授与

　2018年JAASアカデミーのライブ塾はThied Studyを迎える。9月30日のライブ講習会は、準マンツーマン指導を交えたヒアルロン酸

注入　徹底マスター講座と題して医科・歯科合同での技能講習会とした。講師、指導医に中村光伸医師そして中村朋美歯科医をお迎

えして、初心者そして経験者でも十分研さんできるライブ内容となる。昨今の美容医療においてその主流となった感のある非侵襲系

の施術であるが、とりわけヒアルロン酸（HA）注入術は施術頻度においてスレッドリフト術と双璧をなすまでになった。JSAS調査に

よる2017年美容医療の施術件数190万件のうち非外科的施術は実に162万件と8割を超え、なかでもヒアルロン酸注入が圧倒しているこ

とがその証左だ。他科診療から美容医療に転身あるいは自費診療部門として導入しようというドクターにとっても、HA注入術は習熟

しやすい。しかし「たかがフィラー注入、されどHA注入術」といわれるようにその施術テクニックは決して侮れない。そんなヒアル

ロン酸注入治療をビギナーはもちろん経験者にとってももう一度、確かな知識とスキルを復習する意味でも、本講習会で研修してい

ただきたい。改めて施術プロトコールを両中村MD、DDSから開示いただき、いわゆるメーカー主導のハンズオンにみられる「製剤あ

りき」の指導を排除。各種HA製剤の特長と適用を公平に論じていただきながら、それぞれの術野に最適な製剤を解説、ライブで使用

していく。全顔解剖の基礎、施術のカウンセリング、必要資材、機材、撮影用カメラ・iPhoneの使い方、注入針の選択、局所、浸潤麻

酔法、インフォームドコンセント、注入可能な皺、陥凹の見分け方、合併症の対処法なども丁寧に解説してもらう。
  
「凹んだ上眼瞼」「凹んだコメカミ」「若々しく張りある唇」「ゴルゴ線を自然になくす」

「クマ退治」「小顔を際立たせるフェイスライン、顎リフト」など注入法も解説。
ライブ供覧、準マンツーマン指導で一部公開へ

　中村光伸医師には、整形外科医だからこそできるリバースエイジング治療としてのHA注入テクニックをプライマリーそして他院修

正などその注入実績40,000症例をもとに、顔のしわ、たるみ、陥凹部位のボリュウム、ほうれい線ゴルゴ線の改善、鼻、顎、額、唇､

涙袋と「しわ一本」「㎜単位」の修正をする施術法を伝授いただく。とりわけ数種類の製剤を数層に分けて重ねて注入する施術テク

ニックである、独自の注入法「マルチレイヤーテクニック」を本ライブおよび準マンツーマン指導でたっぷりと供覧する。また中村

朋美歯科医には、厚労省の検討会「歯科口腔外科の領域における診療範囲」で明らかになった口唇周辺の口輪筋で裏打ちされた治療

範囲～口唇、オトガイ唇溝、人中、口角、ほうれい線に対するHA注入のテクニックをわかりやすく伝授してもらう。「審美歯科を行

う歯科医にとって最も歯科治療で重視するのがシンメトリー。それは顔の美容治療においても全く変わらない」として、歯科医なら

ではの視点でヒアルロン酸注入術のポイントを投げかけていただく。

　参加枠は20名だが、準マンツーマンを希望する医師、歯科医はあわせて4名までとし、ライブ供覧の後半に同伴いただくモデルに対

して、指導医が手を添えて注入術を指導していく。マンツーマンをされない受講者も最後まで、供覧していだくことになっている。

（医）最匠会　光伸メディカルクリニック院長
中村　光伸MD

整形外科やペイン療法でのフィラー注入から、やがて美容皮膚領域のヒアルロ

ン酸注入術を修学。プレオペ用の注入剤だったヒアルロン酸を「プチ整形の治

療｣  として世に広めた一人でもある。ヒアルロン酸を手術部位に注入し患者に

具体的にイメージをさせたところが始まりで、患者がヒアルロン酸注入後のラ

インを見て、「この治療だけでいいです」となり、美容整形としての注入療法

が始まった。今や 4万症例の美容医療での施術実績を重ね、「シワ1 本の改善｣

など細かなオーダーにも応えている。後継の医師たちにと、年間5回に及ぶヒ

アルロン酸マンツーマン指導のセミナー「目回り明るく」「唇を若々しく」「凹

んだコメカミを美しく」「気になるゴルゴ線をなくす」「まずはクマ退治！」「小

顔を際立だせる」など開催。まずはこの入門でそのテクニックをみてほしい。

北里大学医学部卒業後、北里大学病院整形外科に入局し、ドイツ・フンボルト

大学、台湾・チャンガン大学へと留学。その後北里大学病院整形外科専任講師､

救命救急センター整形外科部長を経て、美容クリニックに勤務。その後、現ク

リニックを開業。

（医）徳朋会　中村デンタルクリニック
中村　朋美DDS（神奈川歯科大学　助教）

JAAS歯科アンチエイジング美容塾の選任講師として、長年指導医を務めている

中村　朋美歯科医。曽の熱血指導には定評がある。専門は小児歯科であること

から岐にわたる歯科診療の知識と経験値をもつ。歯周病、補綴、インプラント､

咬合治療、審美、矯正、歯科アートメイク術そして、歯科診療におけるヒアル

ロン酸、BTXなどだ。とりわけ、ヒアルロン酸治療術は、歯科業界のなかでも

先んじて治療メニューに導入したパイオニアである。小児歯科で多くの症例を

もつ「くいしばり」がその副作用で咬筋肥大やほうれい線に悩む患者も少なく

ないことから、そうした口腔歯科治療で副次的な生じた顔面の変化をヒアルロ

ン酸やボトックス注射で改善するようになった。厚労省の検討会「歯科口腔外

科の領域における診療範囲」で明らかになった、口唇周辺の口輪筋で裏打ちさ

れた治療範囲に限り、積極的な美容歯科治療を実践、指導する。今回の講義、

指導でも、口唇、オトガイ唇溝、人中、口角、ほうれい線に対するHA注入のテ

クニックをわかりやすく伝授してもらう。「審美歯科を行う歯科医にとって最

も歯科治療で重視するのがシンメトリー。それは顔の美容治療においても全く

変わらない」として、歯科医ならではの視点でヒアルロン酸注入術のポイント

を投げかけていただく。神奈川歯科大学   常勤   助教、日大歯学部兼任講師｡

□  医　　　　　師　　60,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
□  医師マンツーマン希望　　70,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
□  歯　　科　　医　　50,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
□  歯科医マンツーマン希望　　60,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円

講義：西新宿カルチャープラザ D
ライブ：光伸メディカルクリニック

9月30日（日）
JAASアカデミー美容皮膚科講座

ヒアルロン酸注入
徹底マスター塾

準マンツーマン指導ライブ講習会


