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U-35美容医療入門ライブフォーラム
Cosmetic surgery Guidance for under 35age phisicians

初心者および経験浅いドクター向けビギナー編＆アドバンス編
患者満足度が高い、術後すぐわかる施術（講義・ライブ供覧）＆美容医師の適性とは？（フリートークディスカッション）

JAASアカデミー　第5回春季公開講座

2018年10月21日（日）AM9:30‐PM6：00
東京港区赤坂　味覚糖UHA館TKP溜池山王カンファレンスセンター　総参加枠100名（講義・ライブ中継映像配信　参加枠○R 席75名）

聖心美容クリニック東京院・六本木（会場で講義・午後より現地直視ライブ供覧　参加枠○S 席25名）　
参加対象3区分（U-35／オーバーエイジ／JAAS・経験者）

オーバーエイジ、経験者、JAAS参加枠も用意
講師および術者は、美容医療に転じる前の出身専攻科目もさまざま。知識と経験を積み美容形成、外科、皮膚科、美容
アンチエイジングをマスターしたDoctor達から、ビギナーそして中級者向けの「戻りにくい腫れ少ない埋没重瞼術」
｢仕上がり綺麗な眉下切開（たるみリフト）」「下眼瞼クマなどのプレミアムPRP皮膚再生療法」「新・特殊糸を使う鼻
形成術」「㎜単位の修正でリバースエイジングさせる全顔ヒアルロン酸注入テクニック」などを伝授していきます。

主催：JAASアカデミー　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

協力施設：（医）美翔会　聖心美容クリニックグループ　

　　　　　（医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科グループ

　　　　　（医）最匠会　光伸メディカルクリニック

聖心美容クリニック東京院（六本木）から、会場（溜池）に業務用放送機器（Microsoftオフィシャル）導入で高画質・音質の「完全生中継の全行程ライブ映像」を配信します。

【開催趣旨・概要・プログラム…2～3頁】【参加申込書…4頁】

 

  必須事項記入欄
 　　 ●１対象者（要ご記入）■生年月日　　年　　月　日　　■美容クリニック勤務年数　　ヶ月

　　　　　　　　　　　　　■大学研修・他科医局在籍年数　年　　■病院勤務年数　　年

  　　●２対象者（要ご記入）■生年月日　　年　　月　日　　■美容クリニック勤務年数　　ヶ月

　　　　　　　　　　　　　■大学研修・他科医局在籍年数　年　　■病院勤務年数　　年　 

  　　●３対象者（いずれかにレ点チェック）□JAAS会員もしくはJAASアカデミー受講履歴者

　　　　　　　　　　　　　□その他の美容医療経験者（ただしU－35、オーバーエイジ枠該当でも

　　　　　　　　　　　　　　JAAS、JAASアカデミー受講履歴のある医師は●３区分になります）

  現地直視ライブ供覧○S 席　□●１ 対象者　□●２対象者　□●３対象者
  カンファレンス会場供覧○R 席　□●１ 対象者　□●２対象者　□●３対象者

●○S 席　25席会場講義（昼食付）　午後　聖心美容クリニック東京院　現地直視ライブ供覧

  　　　●１定員5人 40,000円（税別）●２定員5人 50,000円（税別）●３定員15人 70,000円（税別）クリニック 

　　　　内での写真・動画撮影は一部可能です　JAAS会員「認定医」資格のための履修3単位　

　　　　＊○S席ご参加の方には、フォーラム終了後にライブ収録動画を配信します。

●○R 席　75席会場講義（昼食付） 会場内で全行程生中継ライブ映像供覧（双方向の質疑応答あり）

 　　　 ●１定員55人 15,000円（税別）●２定員15人25,000円（税別）●３定員5人35,000円（税別）すべて昼食つ

　　　　き会場内での写真・動画撮影はNGです　　JAAS会員「認定医」資格のための履修1単位

  　　　＊参加枠は、御参加費のお振込みをもって確定します（お申し込み後にご登録通知と御参加費ご請求書をご郵送）｡　

　　　　　　御参加費お振込み後のキャンセルはご遠慮ください。御事情の如何に関わらずお受けできませんのでご了承ください｡

U-35美容医療入門ライブフォーラム
Cosmetic surgery Guidance for under 35age phisicians

初心者および経験浅いドクター向けビギナー編＆アドバンス編
患者満足度が高い、術後すぐわかる施術（講義・ライブ供覧）＆美容医師の適性とは？（フリートークディスカッション）

2018年10月21日（日）AM9:30‐PM6：00
東京港区赤坂　味覚糖UHA館TKP溜池山王カンファレンスセンター　総参加枠100名（講義・ライブ中継映像配信　参加枠○R 席75名）

聖心美容クリニック東京院・六本木（会場で講義・午後より現地直視ライブ供覧　参加枠○S 席25名）　
参加対象3区分（U-35／オーバーエイジ／JAAS・経験者）

JAASアカデミー　第5回春季公開講座



美容医療への需要に伴い、美容医師も増加の一途
転身、転職の動機さまざまでも、「理想と現実」のギャップも

技能や適正など、向き不向きを考える機会として参加を
ビギナー編、そして少し難易度の高い美容医療術を公開。中継中、双方向で質疑応答

　JAAS では、年次総会を兼ねた JAAS 東京ライブフォーラム（第 9 回 2018

年 11 月 10 日（土）11 日（日）に加え、従来の学術団体では例を見ない美

容医療に関わるライブ講座 JAAS アカデミーを開校し受講医師らがスキル研

さんに努めている。本年も春、第 4 回公開講座を開催し美容医療を志す、あ

るいは他科診療から美容医療を導入しようと考える多くのドクター達が集っ

た。今回開催の運びとなった「U-35 美容医療入門ライブフォーラム」では、

あえて 35 歳以下の若き臨床医に対して美容医療の魅力と役割そして、自ら

の適性を考える上でもぜひ、参加の場を提供したいとする考えから本公開ラ

イブ講座を設けた。興味はあっても医学会では敷居が高く、また学術発表だ

けでは物足りないあるいは、大学、病院に在職してはいるものの症例数や施

術、手術のメニューに限界があり市場経済で動く美容医療の本当の知識、ス

キルを供覧する機会がない。他科診療から転身したいがまだ自信がない、な

ど不安を抱える医師たちは少なくない。そんな不安、あるいは興味関心はあっ

ても自らの向き不向きを確認する意味でも、本ライブフォーラムに足を運ん

でいただきたい。

　参加枠にはもちろん U-35 だけでなくオーバーエイジ枠、美容医療経験、

JAAS 受講経験者も一部設けたが、35 歳と年齢区分を設定したことをお許し

◎受付　AM9：00～味覚糖UHA館TKP溜池山王カンファレンスセンター

◎AM9：30　挨拶　開催にあたって　
（医）美翔会　聖心美容クリニック統括院長　鎌倉　達郎MD

◎AM 9:45‐10:15　午前の部　講義編
　　　　　 「皮膚科学からみた美容皮膚診療の心得えと少ないダウンタイムで効
　　　　　　果だす治療～トレチノイン療法、レーザーなどいかに患者の適正を考
　　　　　　えた施術を選択していくか」
　　　　　　　 自らもきれいになりたい、どうしたら綺麗になれるのか？そんな皮膚科学の学問の
　　　　　　　 面白さにひかれ、美容医療に転身していく。「美容医療として必要なのがセンスと
　　　　　　　 患者の話に耳を傾けること」として、医師目線だけで美の施術をするのではなく、
　　　　　　　 患者本人が美しいと思える治療をすることをモットーにあげる。本人が美しいと本
　　　　　　 　当に思えたとき、その表情こそが女性の本当の美しさであるとも強調する。そんな
　　　　　　 　小林医師から投げかける美容皮膚診療の知識と治療術をお話しいただく。東京女子
　　　　　　 　医大卒業後、同大大学病院皮膚科勤務。のち愛知医大皮膚科に勤務し、医療法人に
　　　　　　 　て皮膚科専門医として従事する。2006年よりブレッツァ聖心美容クリニック（熱海
　　　　　　 　院）に転職、2013年同院院長に就任。現在に至る。

                    （医）美翔会　聖心美容クリニック熱海院院長　小林　美幸MD　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（皮膚科出身）
◎AM10:15‐11:00　午前の部　講義編
　　　　　 「フィラー注入術を侮ることなかれ！ ㎜単位の修正でリバースエイジ   
　　　　　　ングさせる全顔ヒアルロン酸注入テクニックと合併症を起こさない基
　　　　　　本ルール」
　　　　　　 　整形外科やペイン治療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）最匠会　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（整形外科出身）
◎AM11:00‐11:45　午前の部　講義編
　　　　　　  「仕上がり綺麗な眉下切開（たるみリフト）とプレミアムPRP皮膚再
　　　　　　生術～デザイン、切開幅などそのセオリーと術式／35000 症例超え3
　　　　　　年以上の持続力、独自PRP療法（論文は2016年ベストアワード受賞）
　　　　　　の濃度、注入量、FGF添加など成分比率、注入の深度などそのメソッ
　　　　　　ドと症例」　　　　　　　
　　　　　　 　聖心美容クリニックならではの美容医療術2つのメニューを公開してもらう。眉下リ
　　　　　　 　フトそしてプレミアムPRP皮膚再生療法は昨年2017年12月と今年2018年7月に、JAASア
　　　　　　 　カデミーのライブ塾ですでに公開され、美容医療を実践している医師らがその術式
　　　　 　　　に魅了された。今回は、ビギナーにもコツさえつかめば施術可能、あるいは少し難
　　　　 　　　易度は高いものの修練すれば「モノ」にできる施術について初心者、一部経験者に
　　　　　　 　講義とライブ供覧で伝授していただく。講義では鎌倉医師が、施術は伊藤医師が担
　　　　　　 　当する。眉下リフトは左右差、下垂の状態、眉毛挙上や額前頭筋の緊張度合いなど
　　　　　　　 に即していかにデザインをして、切除幅を決定していくか？また術後の傷跡を目立
　　　　　　 　たなくさせ、ドックイヤを回避するための縫合もポイントになる。プラミアムPRPに
　　　　　　 　ついては多くの論文があるためまずは参加前に予習をしていただきたい。第104回日
　　　　　 　　本美容外科学会総会（JSAS）の会長として過去最大の大会に導いた。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。2017年春、横浜市大医学部臨床教授に就任した。89年宮崎医科大卒｡
　　　　　　 　JAAS理事。

                    （医）美翔会　聖心美容クリニック統括院長　鎌倉　達郎MD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外科出身）

開 催 概 要

名　称：JAASアカデミー　第5回春季公開講座　U-35美容医療入門ライブフォ

　　　　　 ーラム Cosmetic surgery Guidance for under 35age phisicians 初心者お

　　　　　 よび経験浅いドクター向けビギナー編＆アドバンス編

副　題：患者満足度が高い術後すぐわかる施術（講義・ライブ供覧）＆美容医

　　　　　 師の適性とは？（フリートークディスカッション）　オーバーエイジ、経験　

　　　　 　者、JAAS参加枠も用意

主　催：JAASアカデミー　東京都中央区新富1-8-11-3F 　電話03-6222-3121

　　　　　FAX03-6222-3125　　URL: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

ライブ会場協力：聖心美容クリニック東京院

会　場：東京都港区赤坂　味覚糖UHA館TKP溜池山王カンファレンスセンター

　　　　　（講義○R 席○S 席・ライブ中継映像配信会場○R 席）　港区六本木　聖心

　　　　　 美容クリニック東京院（現地ライブ供覧会場○S 席）

日　時：2018 年10月21日（日）AM9:30－PM6:00

参加対象：●１U－35（美容クリニック勤務年数1年未満、大学研修医、他科医局

　　　　　 在職、病院勤務で美容医療未経験医師）●２オーバーエイジ（美容クリ

　　　　　 ニック勤務年数1年未満、大学研修医、他科医局在職、病院勤務で　

　　　　    美容医療未経験医師）●３ JAAS、JAASアカデミー受講者およびその他

　　　　　 の美容医療経験者（ただしU－35、オーバーエイジ枠該当でもJAAS、　

　　　　    JAASアカデミー受講履歴のある医師は●３区分になります）

受講枠・参加費：○終日会場にてライブ中継映像配信での参加枠○R 席　定員

　　　　　 75名：●１対象者定員55人 15,000円（税別）●２対象者定員15人25,000円

　　　　   （税別）●３対象者定員5人 35,000円（税別）すべて昼食つき （講義およ

　　　　　 び全行程ライブ映像を会場にて供覧します。  双方向質疑応答あり）　

　 　　　　会場内での写真・動画撮影はNGです　　JAAS会員「認定医」資格のた

　　　　　 めの履修1単位

　　　　　 ○午前講義は会場、午後のライブ供覧は聖心美容クリニック東京院で

　　　　　 の参加枠○S 席　定員25名：●１参加者定員5人40,000円（税別）●２参加    

　　　　　 者定員5人50,000円（税別）●３参加者定員15人70,000円（税別）すべて  

　　　　　 昼食つき（講義・昼食は会場／ライブ供覧は現地にて直視及び手術室 

　　　　　 モニターにて供覧します）クリニック内での写真・動画撮影は一部可能

　　　　　 です　JAAS会員「認定医」資格のための履修3単位　＊○S 席席ご参加の

　　　　　 方には、フォーラム終了後にライブ収録動画を配信します

　　　　　 同時入会でのご参加：非会員であっても参加申し込みと同時に入会さ

　　　　　 れる場合、入会金5,000円は免除となり、年会費10,000円のみとなりま 

　　　　　 す。＊入会申し込みは、公式サイト http://www.jaas-academy.com/か

　　　　　 ら「入会のご案内」クリックして手続きをお願いします。

10月21日（日）プログラム

◎AM11:45‐PM12:25　午前の部　講義編
　　　　　 「たかが埋没されど埋没　本家・戻りにくい腫れ少ないMT式埋没重瞼
　　　　　　術／新・形状の特殊糸2種を使った鼻尖、鼻翼縮小／タイトニングマ
　　　　　　シンによる二重顎治療」
　　　　　　　たかが埋没、されど埋没！JAASアカデミーで2017年に開催した「切らない眼瞼下垂｣
　　　　　　  「腫れ少なく戻りにくい埋没重瞼」のライブ塾では、瞼板法？挙筋法？とその手技と
　　　　　　　効果、持続性などにわたり議論が白熱した。そのライブ塾で術者を指導したのが池
　　　　　　　田医師である。本家・戻りにくい腫れ少ないMT式埋没法は、瞼板と眼瞼挙筋の移行
　　　　　　　部から埋没糸を埋入して、ほどけにくい結紮をするもの。そのメルマークについて
　　　　　　　講義とライブで供覧する。また、新・形状の特殊糸2種を使った鼻形成術では、この
　　　　　　　7月ソウル美容外科解剖で、池田医師が検証してきた術式で、プチ形成でありながら
　　　　　　　切開系に負けず劣らない効果をだす施術だ。タイトニングマシンによる二重顎治療
　　　　　　　術とあわせて3つのライブをおみせいただく。池田医師は、JAAS発足から会の前進に
　　　　　　　情熱と努力を注いできたことは誰の目にも疑いはない。形成外科の専門医ゆえに新
　　　　　　　米団体に対する偏見とけん制にもなんら動じることなく、自らの信じる道を淡々と
　　　　　　　歩んでいるその原動力は、常に新たな美容手術、施術を探究する情熱なのだろう。
　　　　　　　今もってその探究心と行動力は衰えをしらない。美容術を極める形成外科医である
　　　　　　　ことから､切開系の手術はもちろんのこと、「今時の美容形成ニーズ」をいち早くと
　　　　　　　らえ、日々進化するヒアルロン酸注入術、糸を使った眼、鼻、フェイスへの最新の
　　　　　　　プチ形成術などを次々に考案し、治療に生かしている。大阪医大卒業後、形成外科
　　　　　　　医として研修。故・田嶋定夫教授、東海大・谷野隆三教授に師事し、形成外科専門
　　　　　　　医を取得する。現在、東京皮膚科・形成外科グループは、大阪、銀座、品川、日本
　　　　　　　橋の4院を展開する。学閥、派閥、出身科にとらわれず、ただ「美容医療の発展」の
　　　　　　　ために惜しげもなく自らの技術を公開する池田医師の周りにはおのずと大勢のドク
　　　　　　　ター達が集いあう。JAAS理事長。

 　　　　　（医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科グループ総院長　池田　欣生MD   
　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （形成外科出身）
◎PM12:25‐1:00　午前の部　フリートークディスカッション
 　　　　　「美容医師の適正を考える～美容医療に向く医師、向かない医師とは
　　　　　　？」
　　　　　　  「自費診療のため高収入、高待遇」「救急などがないため勤務時間が一定」あるいは
　　　　　　　純粋に「美の創造を医療でできるため患者に喜ばれる」「マイナスを0にする病気を
　　　　　　　治す医療ではないため、患者をよりプラスに転じることができる」など美容医を志
　　　　　　　す動機はさまざまだが、決して描いたとおりの理想通りにはいかない。技能のみな
　　　　　　　らず、美的センス、コミュニケーション、美醜ニーズを読み取る感性、トレンドを
　　　　　　　キャッチする感覚そして何よりも患者の要望をいかに応えるか、美容医師として資
　　　　　　　質も問われることはいうまでもない。4人の医師の経験も交え、会場の参加者と共に
　　　　　　　議論の輪を広げていただく。

                    （医）美翔会　聖心美容クリニック統括院長　鎌倉　達郎MD
                    （医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科グループ総院長　池田　欣生MD
                    （医）美翔会　聖心美容クリニック熱海院院長　小林　美幸MD
                    （医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科　白石　美緒MD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（麻酔科　出身）

◎PM1:00‐2:00　昼食休憩（お弁当とお茶を支給）展示社　プレゼンテーション
◎PM2:00‐6:00　午後の部　ライブ供覧（○S 直視・○R 映像配信）
　　　　　　＊ライブの術者、コメンテーターおよび○S 席参加の受講者は、会場か
　　　　　　ら東京皮膚科・形成外科（銀座）ライブ会場へ移動します。○R 席参加
　　　　　　の受講者はそのまま会場に。
　　　　　　会場内進行およびコメンテーター　（医）美翔会　聖心美容クリニッ
　　　　　　ク統括院長　鎌倉　達郎MD
　　　　　 「ライブ供覧その一　ヒアルロン酸注入術」
　　　　　　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

　　　　　 「ライブ供覧その二　眉下切開＆プレミアムPRP皮膚再生術」
　　　　　　術者：（医）美翔会　聖心美容クリニック東京院院長　伊藤　康平MD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外科、救急医療　出身）
　　　　　 「ライブ供覧その三　MT式埋没重瞼術／2種スレッドによる鼻形成術
　　　　　　／タイトニングマシンによる二重顎治療術」
　　　　　　術者：東京皮膚科・形成外科グループ総院長　池田　欣生MD

◎PM6：00　終了

会場：味覚糖 UHA 館 TKP 溜池山王カンファレンスセンター

住所：東京都港区赤坂 2-12-13　UHA 味覚糖赤坂ビル

TEL：03-5575-3650（事務所直通）

アクセス：

●東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11 番出口 徒歩 1 分

●東京メトロ南北線 溜池山王駅 11 番出口 徒歩 1 分

●東京メトロ千代田線 赤坂駅 2 番出口 徒歩 5 分

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-uha-tameikesanno/access/

願いたい。研修、医局に在職し関連病院への勤務を経て、ちょうどこの年代

あたりで医師として新たな道を模索する分岐点となるケースが多いことから

独断と偏見で年齢区分を設けている。

　近年、美容医療の需要は増加の一途をたどり、2017 年に実施された美容

手術、施術は 24 万件（JSAPS 実態調査を参考）にのぼる。一方平成 20 年

から追跡されている医師の転職統計などにみる美容医師の数もまた年々増加

傾向にある。「自費診療のため高収入、高待遇」「救急などがないため勤務時

間が一定」あるいは純粋に「美の創造を医療でできるため患者に喜ばれる」「マ

イナスを 0 にする病気を治す医療ではないため、患者をよりプラスに転じる

ことができる」など動機はさまざまだが、決して描いた理想通りにはいかな

い。技能のみならず、美的センス、コミュニケーション、美醜ニーズを読み

取る感性、トレンドをキャッチする感覚そして何よりも患者の要望をいかに

応えるか、美容医師として資質も問われることはいうまでもない。

　講義、ライブでは患者満足度が高い術後すぐわかる施術を、初級編と少し

難易度の高い美容医療術を公開していただくが一方で、現役美容医師による

フリートークセッション「美容医師の適性とは？美容医療に向く医師、向か

ない医師」も企画し会場の参加者とともに大いに議論してもらう。


