
JAASアカデミー
〒104-0041 東京都中央区新富1-8-11-3F   電話 03-6222-3121　FAX 03-6222-3125
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　参加申込書　申込（締切：定員になり次第）
　お申込は　FAX03－6222－3125まで   

●○S 席　会場内講義（昼食つき）・品川 イーストワン皮膚科クリニック　現地直視ライブ供覧
　　　　参加枠10席　50,000円（税別） 写真・動画撮影は一部可能
　　　　会員は3単位授与（終了後、収録動画を配信）

●○R 席　会場内講義（昼食つき）・会場内全行程生中継のライブ映像供覧（双方向の質疑応答）
　　　　参加枠90席　JAAS会員／20,000（税別）､ 非会員／25,000（税別） 　看護師／10,000（税別） 
　　　　会場内写真・動画撮影はNGです　会員は1単位授与

＊本講習会の御参加枠は、ご参加費のお振込をもって確定します（お申込の後、JAASより登録・会場地図と
　ご参加費請求書をご郵送）。ご参加費お振込み後のキャンセルはご遠慮ください。ご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。

○院内直視ライブ供覧○S 席　○カンファレンス会場映像供覧○R 席　

□JAAS会員（○R 席1単位・○S 席3単位） □非会員　

□非会員で同時入会（○R 席1単位・○S 席3単位）  ○看護師

【 プログラム 】　【 参加申込書（最終ページ） 】

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。

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

美容外科･内科再生医療ハンズオンフォーラム
International JAAS ACADEMY Hands-On WORK SHOP Up-to-date Regenerative Medicine for cosmetic & plastic surgeons & AntiAging physicians by Equipments and supplements

2019年5月26日（日）AM9:00‐PM6:00
東京TKP品川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90名）

東京品川イーストワン東京皮膚科形成外科（会場で講義・午後より現地直視ライブ供覧　参加枠○S 席10名）
＊○R席聴講者は撮影NG  ○S 席聴講者は終了後　収録動画を配信

美容医が学ぶ「プチ再生内科療法」、
そしてアンエイジングDRでも実践できる「プチ美容形成」2019年話題の治療術公開！

JAASアカデミー　第6回春季公開講座

日 韓 独 ニュージーランド

 演者・術者：DR池田　欣生　東京皮膚科・形成外科G総院長

①｢戻りにくく腫れ少ないMT式埋没二重＋医療アートメイク・アイラインによるBeuaty Eyes形成術｣
② ｢スレッドリフトに併用で炎症抑えダウンタイム短縮、しわの軽減など

～神経幹細胞培養上澄み製剤ベビーペプチド＋Gコグリフト｣
演者・デモ指導：DR 辻　直樹　辻クリニック院長　臨床水素治療研究会代表理事

仮題 ｢抗老化：Anti-Senescence治療とナノバブリング水素療法と点滴療法併用の臨床的作用の考察｣
演者・指導：DR Markus Bora,CEO Scientific BioTech GmbH術者国内医師

ドイツ来日記念「再生医療法の承認フリー　PRPに替わる新・サイトカイン療法
ACRS自己血サイトカインリッチ血清による美肌、発毛作用｣（日独通訳）

演者：DR 古賀　祥嗣　江戸川病院 泌尿器科部長兼移植・再生医療センター長

ニュージーランド発：｢乳歯歯髄幹細胞培養上清（SGF）とテロメラーゼ活性物質（TAM）による
キュアエイジング療法そしてテロメア生物学的年齢の診断の必要性｣

演者・点滴指導医　術者：DR 松山　淳　松寿会松山医院理事長　A4MジャパンCMO

｢医師裁量権で治療に導入できる脂肪幹細胞・臍帯幹細胞培養上清による点滴療法、局所注射、マイクロニードル穿刺
～多種成長因子セクレトームとエクソソームExosomeによる肌老化抑制などアンチエイジング療法の実際｣

演者：Jaewoon Shin PhD, Biomedical Engineering, Yonsei Univ　演者・指導医：DR Joo Youn Kim JOO YOUN Plastic&Dermatology　院長　術者国内医師

韓国来日記念「新・糸を使わないプチ重瞼術　第二弾！ハンディ型プラズマアーク特殊機器ですべての症例に適用｡
リスクなく数分で二重ライン作成＋タトゥー除去も｣（日韓通訳）

演者：三木　健輔准教授　横浜市立大学　長寿科学研究室

「アーユルヴェーダにおける性の学問～強精療法（ヴァジーカラナ）および自然妊娠力を高める処方と投与法」

Jaewoon Shin PhDDR池田　欣生 DR 辻　直樹 DR 松山　淳 DR 古賀　祥嗣 DR Markus Bora DR Joo Youn Kim

美容外科･内科再生医療ハンズオンフォーラム
International JAAS ACADEMY Hands-On WORK SHOP Up-to-date Regenerative Medicine for cosmetic & plastic surgeons & AntiAging physicians by Equipments and supplements

2019年5月26日（日）AM9:00‐PM6:00
東京TKP品川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90名）

東京品川イーストワン東京皮膚科形成外科（会場で講義・午後より現地直視ライブ供覧　参加枠○S 席10名）
＊○R席聴講者は撮影NG  ○S 席聴講者は終了後　収録動画を配信

JAASアカデミー　第6回春季公開講座

日 韓 独 ニュージーランド

三木　健輔准教授



開催概要

5月26日（日）プログラム
◎ 受付　AM8:30～TKP品川カンファレンスセンター
◎ AM9:00 -   挨拶　開催にあたって　

             　　　  東京皮膚科形成外科総院長（JAAS理事長）　池田　欣生MD

　（参加者は、講義・ライブ中継中も後方出展スペースに足を運べます）
◎ AM9:10‐PM12:30　午前の部　講義

□「戻りにくく腫れ少ないMT式埋没二重＋医療アートメイク・アイライン

　  によるBeuaty Eyes形成術」

 　　　　　　　　  DR池田　欣生　東京皮膚科・形成外科G総院長

□「スレッドリフトに併用で炎症抑えダウンタイム短縮、しわの軽減など

　  ～神経幹細胞培養上澄み製剤ベビーペプチド＋Gコグリフト」

 　　　　　　　　  DR池田　欣生　東京皮膚科・形成外科G総院長

□仮題 ｢抗老化：Anti-Senescence治療とナノバブリング水素療法と点滴療法

に併用させる臨床的作用の考察｣

          　　DR 辻　直樹　辻クリニック院長　臨床水素治療研究会代表理事）

□ ドイツ来日記念「再生医療法の承認フリー　PRPに替わる新・サイトカイ

　  ン療法ACRS自己血サイトカインリッチ血清による美肌、発毛作用」

　（日独通訳）

 　　　　　　　　  DR Markus Bora,CEO Scientific BioTech GmbH

□「ニュージーランド発：乳歯歯髄幹細胞培養上清（SGF）とテロメラーゼ

　  活性物質（TAM）によるキュアエイジング療法そしてテロメア生物学的

　  年齢の診断の必要性」

         DR 古賀祥嗣　江戸川病院 泌尿器科部長兼移植・再生医療センター長）

□「医師裁量権で治療に導入できる脂肪幹細胞・臍帯幹細胞培養上清による

　  点滴療法、局所注射、マイクロニードル穿刺～多種成長因子セクレトー

　  ムとエクソソームExosomeによる肌老化抑制などアンチエイジング療法

　  の実際」　   DR 松山　淳　松寿会松山医院理事長　A4MジャパンCMO）
◎ PM12:30‐1:10　昼食休憩（お弁当とお茶を支給）展示スペースへ
◎ PM1:10‐2:30　午後の部　講義

□  韓国来日記念「新・糸を使わないプチ重瞼術　第二弾！ハンディ型プラ

　  ズマアーク特殊機器ですべての症例に適用。リスクなく数分で二重ライ

　  ン作成＋タトゥー除去も」（日韓通訳）

　　　　　　　　   Jaewoon Shin PhD,　Biomedical Engineering，Yonsei Univ
 　　　　　　　　  DR Joo Youn Kim　JOO YOUN Plastic&Dermatology院長

□「アーユルヴェーダにおける性の学問～強精療法（ヴァジーカラナ）およ

　  び自然妊娠力を高める処方と投与法」

 　　　　　　　　  三木　健輔准教授横浜市立大学　　長寿科学研究室
＊池田医師・各指導医および○S 席参加の受講者は、TKP品川カンファレンスセンターからイースト
ワンビル（皮膚科形成外科）の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。

◎ PM2:30‐3:00　展示ブースへ
◎ PM3:00‐6:00　ライブ供覧（直視・映像配信）

  「戻りにくく腫れ少ないMT式埋没二重＋医療アートメイク・アイラインに

　よるBeuaty Eyes形成術」「スレッドリフトに併用で炎症抑えダウンタイム

　短縮、しわの軽減など～神経幹細胞培養上澄み製剤ベビーペプチド＋Gコ

　グリフト」「再生医療法の承認フリーPRPに替わる新・サイトカイン療法　

　ACRS自己血サイトカインリッチ血清による美肌、発毛作用」「脂肪幹細胞

　・臍帯幹細胞培養上清による点滴療法の実際」「新・糸を使わないプチ重

　瞼術　第二弾！ハンディ型プラズマアーク特殊機器による二重ライン作成｣

　　オペ室にモニター設置　クリニック内供覧および会場へ生映像を配信
◎ PM6:00　終了

フォーラム参加者特典 ●１ 7つの施術､ 治療で使用の製剤､ 資材､ 機器を特別価格にて
　　　　　　　　　　 ●２ 培養上清製剤など医療連携での契約にて優先供給
　　　　　　　  会場ホールの中央に講義、供覧スクリーン、聴講席を設けて、後方には 10 社の展示ブースが設置されます。

会場：TKP 品川カンファレンスセンター
　　　東京都港区高輪 3 丁目 26 番 33 号　京急第 10 ビル
　　　TEL：03-5793-3571
アクセス
　 ● JR 京浜東北線 品川駅 高輪口 徒歩 1 分
　 ● JR 山手線 品川駅 高輪口 徒歩 1 分 
　 ● JR 横須賀線 品川駅 高輪口 徒歩 1 分 
　 ● JR 東海道本線 品川駅 高輪口 徒歩 1 分 
　 ● 東海道新幹線 品川駅高輪口 徒歩 1 分
　 ● 京急本線 品川駅 徒歩 2 分

2 次元 Live 中継会場：
　品川  イーストワン皮膚科クリニック

　JAASアカデミーでは、恒例の公開ライブフォーラム春季講座第
６回目を2019 年 5月 26 日（日）開催する。JAAS日本アンチエイジ
ング外科学会では、年次総会を兼ねた東京ライブフォーラム 10 回
目を 10 月 5 日（土）6 日（日）に決定したことを受け、2019 年も引
き続き JAASと JAASアカデミーが主催後援の役割りを春と秋に交
互に補完しあいながら美容医療、アンチエイジング医療の最新の
治療術、施術さらには経営、法務対策などを講演とライブ中継を
通じて投げかけていきたい。
　さて今回の公開ライブでは 2019 年の美容医療の需要を占うべく
上半期話題の施術、治療術を投げかけてみたい。いつまでも「若々
しく元気で美しくたくましくありたい」という願望で古今東西、
普遍的な人間の欲望だろう。美容医療もまた、「変身願望」から「ア
ンチエイジング願望」にその需要が移行してきており、おのずと
美容クリニックも“10 歳若返る“リバースエイジング医療を志向
するようになっている。切開系から小切開系あるいは非切開、低
侵襲の施術を全面に押し出し、集患するところが少なくない。た
るみ治療、美肌、しみシワとり、医療痩身、女房下垂手術などで
あろう。一方、眼瞼形成、鼻形成術ではここ数年の傾向として、
切開しない術式が供給側の医師も需要側の患者も好む傾向があり、
小切開法も含め、今年も需要は高いことが予想される。糸を使っ
た埋没法はもちろん、眼瞼下垂、垂れ目術などにも糸によって行

われる術式が流行ってきた。いかに低侵襲でまた、できるだけ傷
跡が残らない施術が求められてきており、目頭切開などでも最近
では韓流メソッドが日本にも入り、患者に好まれだしている。ま
た糸を使わない二重術も昨年紹介されており、導入クリニックの
症例件数が増えれば、その需要は高まるはずだ。また美容医療に
押し寄せるインバウンド需要はなにも美容医療に限らない。「再生
医療新法」によって、厚労省主導の特定認定再生医療等委員会の
審査によって安全性を担保する二種再生医療の幹細胞治療クリニ
ックが次々とできたこともあり、海外から患者が後を絶たない。
しかし高額医療ということもありその需要層は富裕層に限られて
いる。また、自家幹細胞の移植が果たしてどれほどの臨床的な治
療効果があるのかも、まだまだ未知数ともいえ、最近では、逆に「再
生医療の承認フィリー」であるに培養上清液を使って治療を始め
るところも散見する。さらに若返りサプリなど医療機関向けのブラ
ンドも今年、さらに増える。2019 年の美容医療のキーワードをあ
えて示すとすると「即効性」「収益性」「簡便性」「テクニックの汎
用性」「小投資型の資材、マシンの活用」といったところか。こう
した視点から今回の公開ライブでは美容医師も学べる「プチ再生
内科療法」そして、アンチエイジング内科医師が導入できる「プ
チ美容形成術」について国内外の演者、指導医、術者をお迎えし
て公開していただくことになった。

名　称：日韓独ニュージーランド　美容外科・内科再生医療ハン
　　　　ズオンフォーラム   International JAAS ACADEMY Hands-On 
　　　　WORK SHOP Up-to-date Regenerative Medicine for cosmetic & 
　　　　plastic surgeons&AntiAging physicians by Equipments and 
　　　　supplements
　　　　東京都中央区新富1-8-11-3F
　　　　電話 03-6222-3121　FAX 03-6222-3125
　　　　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
施設協力：品川イーストワン皮膚科形成外科
会　場：東京都港区　TKP品川カンファレンスセンター大ホール
　　　（講義R席S席・ライブ中継映像配信会場R席）東京　品川
　　　　イーストワン皮膚科形成外科（現地ライブ供覧会場S席）
日　時：2019年5月26日（日）AM9:00－PM6:00

参加対象：公開講座によりJAAS会員、JAASアカデミー会員他、非
　　　　会員の美容外科形成・美容皮膚科、一般皮膚科・耳鼻咽
　　　　喉科・外科・形成・整形外科・眼科・内科・婦人科・麻
　　　　酔科の医師、看護師

参加費：○ライブ中継映像配信での参加枠R席　定員90名：JAAS
　　　　　会員20,000円（税別）JAAS非会員25,000円（税別）看
　　　　　護師10,000円（税別）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」「実践指導士」資格のための履修2単位
　　　　○品川イーストワン皮膚科形成外科現地ライブ供覧での
　　　　　参加枠S席　定員10名（ただし医師のみ）：一律50,000

　　　　　円（税別）昼食つき（講義・昼食は会場／ライブ供覧
　　　　　は現地にて）クリニック内での写真・動画撮影は一部
　　　　　可能です　JAAS会員3単位
　　　　　＊終了後　講義・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。

細胞と染色体（テロメア）


