JAASアカデミー第二世代のAntiAgingTherapy

非会員受講可

DR松山の若返り療法 第3回講座

米ハワイよりピーターソン医師迎えホルモンペレット
移植（注入・埋め込み）術を準マンツーマンライブ
米FDA認可のホルモンペレット（男女併用テストステロン、女性エストラジオール）皮下注入、小切開埋め込みライブ。そして受講者には経皮クリームを体感
限定15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

10月28日（月）AM11:00‐PM5:00

講義／銀座中央通り「リロの会議室」

ライブ供覧･ハンズオン／美容外科KUNOクリニック銀座院

｢体内ホルモン欠乏が機能低下招き、見た目の衰えが。だから美容医療とは決して無縁では
ない」アンチエイジング医療のスペシャリストDR松山が、米ハワイAthena Clinicの美
容形成医Peterson医師迎え、ホルモンペレット埋め込み術を伝授する｡ 米国A4M学術顧問と

してまたA4MジャパンCMOとして国内初のアンチエイジング医療機関を設立した松山 淳医師。生涯にわたる「積極的予防医学」
こそ、アンチエイジング医療であるとして2000年初頭からその推進に尽力してきた。関連の臨床研究、学会発表、著述も多い。
JAAS前進のJSCAM（日本抗老化医学会）を設立し、総合ホルモン補充療法、VC点滴などをはじめ栄養、運動生理、美容皮膚、
東洋医学、統合補完医療など多岐にわたり臨床アンチエイジング医学の普及をはかってきた。シリーズ第3弾は、米ハワイのピーター
ソン医師を迎え、ホルモンペレット移植（注入・埋め込み）術を準マンツーマンライブとして開催する。

Horumone Implant Pellet Therapy 米抗老化医療マーケット150億ドルをペレッ
ト移植術が拡大。民間保険会社がコストカバーで高い費用対効果生む（治療概要は裏面参照）。
皮下ペレット埋め込みでエストロゲンは女性ではエストロンに対するエストラジオールの正常な比率を維持し、指示されたときに男
性および女性でテストステロンレベルを増加させていく。ペレットの移植によるエストロゲンおよびテストステロン療法はホルモン
補充療法より安全で効果的な方法としてアメリカでは導入が進む。本講座ではホルモン補充、ペプチド補充療法のおさらいをかねた
講義そしてペレット療法のメカニズム、手技、ペレットの入手先、必要な医療機器、挿入手順、リスク、合併症などについてわかり
やすくピーターソン医師が解説しながら、ライブ供覧へと移る。供覧と歯別に受講者には経皮クリームを体感してもらう。
10月28日（月）プログラム
◎ 受付

AM10:30～ 受付 銀座中央通り「リロの会議室」 （詳細地図はお申込時）
DR松山の若返り療法③ アンチエイジング医学の基礎
「アンチエイジング医学の基礎と応用hGH、DHEA、テストステロン、メラトニンなどの補
充療法とタキフィラキシーリスクなし最新の若返り療法 Sermorelin、GHRP-2、GHRP6ペプチド製剤による成長ホルモンの下垂体放出促進とGHRA GHRPのハイライト投薬
量・美肌・白玉・ビオチン・マイヤーズ点滴の具体的な処方について」
A4MジャパンCMO（松寿会 松山医院理事長 GranProClinic理事長）松山 淳 MD
◎ PM12:00～12:45 休憩・昼食（お弁当 お茶支給）
◎ PM12:45～2:00 DR松山の若返り療法③ ピーターソン医師によるペレット療法
「ペレット療法のメカニズム、手技、ペレットの入手、必要な医療機器、挿入手順、リス
ク、合併症について～ 加齢に伴うさまざまな慢性症状の治療のためのテストステロン
および/またはエストラジオールの必要性と治療を助けるサプリメントのプロトコル」
（日英逐次通訳）
Athena Clinic-Hawaii Cosmetic Surgery CentralCenter Dr Robert Peterson MD,PhD

◎ PM2:00～

全員で徒歩5分移動 美容外科ＫＵＮＯクリニック銀座院へ

◎ AM11:00～PM12:00

◎ PM2:30～3:30

DR松山の若返り療法③ ペレット療法 準マンツーマン Live供覧①
術者：松山 淳 MD
指導医：Dr Robert Peterson MD,PhD （～3時まで日英逐次通訳）
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松山の若返り療法③ ペレット療法Live供覧② および体感
A4MジャパンCMO（松寿会 松山医院理事長 GranProClinic理事長）松山 淳 MD
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
◎ PM4:30～ DR松山の若返り療法③ 修了認定証授与・記念写真
A4MジャパンCMO（松寿会 松山医院理事長 GranProClinic理事長）松山 淳 MD
Athena Clinic-Hawaii Cosmetic Surgery CentralCenter Dr Robert Peterson MD,PhD

主 催：JAASアカデミー ホームページ 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アカデミー第二世代のAntiAgingTherapy

非会員受講可

10月28日（月） DR松山の若返り療法 第3回講座

米ハワイよりピーターソン医師迎えホルモンペレット移植（注入・埋め込み）術を
準マンツーマンライブ ＋ 受講者には経皮クリームを体感
JAAS会員には認定医取得のための3単位を重複適用
施術撮影モニターを設置し、注入埋め込みの様子をライブ供覧と共に同時に観察します
1回毎の受講で修了
10月28日（月）

DR松山の若返り療法 第3回講座
米ハワイ･ピーターソン医師迎え

ホルモンペレット移植術を
準マンツーマンライブ
講義
銀座中央通り「リロの会議室」
ライブ供覧･ハンズオン
美容外科KUNOクリニック銀座院

修了証

A4MジャパンCMO
（医療法人松寿会 松山院理事長
GranProClinic銀座理事長）

「見た目」だけでなく「身体の中」からの抗老化治療が美容医療に普及していく可能性は高い。シリーズ第1回第2
回とDR松山のハンズオンライブ講座で伝授された抗老化ペプチド補充療法、幹細胞培養上による点滴療法はそんな予
感を感じさせる機会となった。そして、シリーズ3回目となるライブ塾では、米ハワイよりR.ピーターソン医師を迎え､
ホルモンペレット移植（注入・埋め込み）術を準マンツーマンライブとして開催される運びとなった。第1回のペプ
チド製剤そして第2回の上清液（フリーズドライ粉末）と同じように、今回のライブ講座で使われるホルモンペレッ
ト製剤、注入器具は、松山医師、ピーターソン医師及び受講医師との共同診療計画書に基づき供給される。
今回公開する治療術は、FDAが認可するHorumone Implant Pellet Therapyで、テストステロン、エストラジオールのペ
レット製剤を注入あるいは小切開で埋め込む療法で、骨密度、性的機能不全、精神障害さらには腎臓や性器、膣の病
気､女性の乳房の健康、トリグリセリドや脂質パネル、ホルモン比や代謝物といったさまざまな症状に適応できる最新
アンチエイジング医療だ。このペレット療法は、生物学的同一ホルモン療法で達成可能な最適なレベルとベネフィッ
トを提供できる確かなエビデンスと治療メカニズムを有しており、いまアメリカでは導入するクリニックが増えてい
るという。招聘するピーターソン医師は米国でもいち早く本治療術を採用してきた。同医師によればペレット移植が､
従来のホルモン療法による経口、筋肉内、および局所療法より効果的であるとして、とりわけ男性あるいは女性の性
的機能不全や肉体的精神的な衰えの改善や、女性の膣の愁訴、女性の乳房の健康改善に大きな役割を果たすという。

受講者には、DR松山 DRピーターソン及び受講医師との共同診療計画書に
基づき、ホルモンペレット及び注入器の供給をします。
アメリカでのアンチエイジング医療はすでに１５０億ドル市場に達し、このペレット移植術が市場拡大に寄与する
ところは大きい。民間保険会社では治療に要するコストをカバーする動きもあり、ペレット療法がこの恩恵に預かっ
て治療に対する費用対効果が高いと言われている。手術は、専用の注射器具を使い用意にペレット製剤を皮下に注入
することができ、外科的な処置では小切開により埋め込むこともできる。ホルモンペレットは、女性で最大5ヶ月間、
男性で6ヶ月間、安定したレベルのホルモン供給が約束されるという。アメリカの治療プログラムで表記されるホルモ
ンペレット療法の有用性では、男性と女性（テストステロン）…性的欲求、機能およびパフォーマンスの向上、骨密
度の改善、筋肉量と強度の増加、体脂肪の減少、気分と生活の質の向上、エネルギーのアップとより良い睡眠、脳機
能を改善しアルツハイマー病のリスクを軽減、血糖値調節の改善と糖尿病リスクの減少、一酸化窒素産生およびより
多くの酸素が細胞に送達される。女性（エストラジオール）…更年期症状（ほてり、発汗など）、膣の症状（かゆみ､
乾き、灼熱感）、排尿困難、骨粗鬆症の改善

松山 淳MD
老化とは慢性の炎症や代謝不全、消耗性疾患と捉え、これが重なっ
て進行する機能の消耗、退行、代謝障害こそ老化であるー松山 淳
医師がかねてから主張する持論だ。つまりアンチエイジングは抗加
齢ではなく抗老化であると提言してきた理由がここにある。2000年
初頭 JSCAM日本抗老化医学会を設立し、その治療術を提唱してきた
松山 MDがホルモン補充療法、点滴療法につづきhGH放出ペプチド療
法、幹細胞培養上清そして今回のホルモンペレット療法と、2019年
も最新の若返り医療を導入し続ける。杏林大医学部卒、慶應義塾大
大学院病理に学ぶ。医療法人松寿会松山医院理事長、Gran Pro
Clinic銀座院理事長ほか、都内クリニックのアンチエイジング部門
の顧問医を多数兼任する。A4MジャパンCMO,アメリカA4M学術顧問、
欧州ESAAM学術顧問など。「10週間であなたは若返る」「死と老い
への挑戦」「専門医が認めるアミノ酸」ほか著書多数、学会発表、
研究論文多数。

Athena Clinic-Hawaii
Cosmetic Surgery Central Center

Dr Robert Peterson MD,PhD
ともすると、いわゆる整形顔を造る手術を好むアメリカ美容形成のなかで、患
者の個性を重視した自然美を作ることをポリシーに、ハワイで25年以上にわた
る美容形成の手術歴をもつピータソン医師。そのために患者ごとに個別の治療
計画を通して誠実なケアを提供するためリピーターは後を絶たない。英語はも
ちろんフランス語、中国語、日本語と4 カ国の言語を操る同医師は、ハワイ州
ホノルルの認定美容整形外科と同時に米外科の専門医のライセンスをもつ頭脳
明晰なドクターでもある。ハーバード大学医学部を首席で卒業し、ハワイ大学
で一般手術の訓練を受け、テキサス医療センターで整形手術の訓練を受けなが

ら、ウィリアムズカレッジ、カリフォルニア工科大学、仏 Institute National
Polytechnique、ライス大学（ M.S. Electrical Engineering ）、ベイラー大学
(形成外科）さらには上海第 9人民病院（中国）顕微手術、昭和大学（日本）小
児形成外科で高度な専門トレーニングも積んだことからも臨床医としてのスキ
ルも高い。またアテナクリニックを開設しながらも長年にわたり、女性と子供
のためのカピオラニ医療センターの婦人科形成、小児外科のチーフも務めた経
験ももつ。同医師の治療方針が患者が「自分の自然な内面の美しさを取り戻し､
術後の結果に前向きで幸せな気持ちになる」よう、外科的な美容形成だけでな
く内面からの若返り、アンチエイジングをサポートする治療メニューも積極的
に取り入れている。Breast,Body Cntouring,FaceLift Blepharoplasty
Rhinoplasty Otoplasty Liposuction Non-Suergical,AntiAging Therapyなどそ
の治療メニューは多彩だ。とくにホルモン補充、ペプチド補充そして今回来日
講演、指導をお願いしたHorumone Implant Pellet Therapy もいち早く実践し､
確かな治療成果を出している。ちなみに、Athena Clinicはハワイ本院を中心
にして分院、提携施設を含めて20ヶ所を超えるクリニックを展開している。

○日 時・場 所 ■10月28日（月）東京都中央区銀座 リロの会議室／美容外科KUNOクリニック銀座院
○受 講 対 象 ■美容外科形成､皮膚科､アンチエイジング内科､皮膚科､婦人科､泌尿器､外科､整形外科､眼
科などすべての診療科（JAAS非会員も受講可）
○資 格 取 得 ■10月28日受講のみでDR松山、DR R.ピーターソンより修了証授与（JAAS会員は3単位重複授与）
○ペレット供給 ■受講者には、DR松山、DRピーターソン及び受講医師との共同診療計画書に基づき、
ホルモンペレット及び注入器の供給をします。
○定員･参加費用 ■限定15名／ライブ受講歴のある医師100,000円（10%消費税別）、受講歴のない医師110,000円
（10%消費税別）

○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 〒104‐0041 東京都中央区新富1- 8 -11- 3F tel 03 - 6222- 3121
○後 援：JAAS日本アンチエイジング外科学会

参加登録 ≪お申込書≫

JAAS 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。
お名前

電話

病院・施設名

FAX

ご住所

■ 10月28日（月）定員15名

JAASライブ受講歴あり 100,000円（10%消費税別）×

名＝

円

JAASライブ受講歴なし 110,000円（10%消費税別）×

名＝

円

主 催：JAASアカデミー 後 援：一般社団法人 JAAS 入会はhttp://www.jaas-academy.com/

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

