
主催：JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会　ホームページ http://www.jaas-online.com/　
後援：JSCAM特定非営利活動法人　日本臨床抗老化医学会

11月18日（日）プログラム
◎ 受付　AM10:30～
◎ AM11:00～11:50　Dr Limの歯科医のための  ヒアルロン酸注入術　顔面解剖
  「顔面解剖の基礎とその応用～FacialNerveと血管走行および危険ゾーン
  （ランドマーク）を知っておく／初心者に多い鼻翼孔の血管損傷とネク
　ローシスとその回避、有害事象の対処法」
　　　　　　　　　　　   韓国kairos Aesthetic Clinic院長　Dr Lim Jong Hak
◎ AM11:50～PM1:30　Dr Limの歯科医のための  ヒアルロン酸注入の実際と施術動画解説
  「表皮からの注入と口腔内、鼻腔内からの注入の違いとそのたて分け方
　～Layerの選択と注入圧の考えかた・やり方／口角から口腔内刺針、各
　部位（鼻唇溝、頬骨下、マリオネットライン、顎、口唇）への注入と
　各注入法（Linear/Fan/John’s法）・/口唇注入におけるフランス式、ハ
　リウッド式の違い／注入針の選択　鋭針と鈍針の使い分けとオリジナル
　・オートインジェクションの使い方そして製剤HAifeelの特長/施術動画
　による解説」
　　　　　　　　　　　   韓国kairos Aesthetic Clinic院長　Dr Lim Jong Hak

◎ PM1:30～2:00昼食・休憩
◎ PM2:00～3:30　Dr Limの歯科医のための  ヒアルロン酸Live Therapy ①
  「口角から口腔内～鼻唇溝・頬骨下へのヒアルロン酸注入/マリオネッ
　トライン・顎への注入/口唇への注入術」
　　　　　　　　　　　   韓国kairos Aesthetic Clinic院長　Dr Lim Jong Hak
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　モデル数名・看護補助
◎ PM3:30～4:30　Dr Limの歯科医のための  ヒアルロン酸Live Therapy ②
  「表皮からのスタンダードな注入術と希望者による注入指導」
　　　　　　　　　　　   韓国kairos Aesthetic Clinic院長　Dr Lim Jong Hak
                                                                      モデル数名・看護補助
◎ PM4:30～5:00　フリーディスカッションと修了認定証授与・記念写真

非会員でも受講できます、会員（JAAS、JSCAM）のご入会は http://www.jaas-online.com/ から

第8回 DR Lim Jong Hak（日韓医師免許取得）のJAAS美容整形術
韓国美容形成の一人者Dr Lim Jong hakが伝授する

 韓国流・歯科医のためのヒアルロン酸注入術LiveSurgery
日本の歯科医では教えてくれない、日本の美容形成医でさえ知らないDRが多い

口腔内（口角）からのヒアルロン酸注入で､ 鼻唇溝､ 頬骨下､ 口唇､ マリオネット､ 顎の修正（　　 　  ）
    DR Limより修了認定証授与（JAAS会員、JSCAM会員は認定医資格3単位も重複授与）30名限定（Lim医師オリジナルの鈍針1本進呈、受講者のみ当日収録DVDを廉価で提供）

◎2012年11月18日（日）東京・TKP八重洲カンファレンスセンター（講義＆トレーニング）　AM11時―PM5時

均一で仕上がり
に優れる

口腔内から注入、修正する

韓国そして日本で初公開！解剖学を熟知するからこそ確かなヒアルロン酸テクニック  歯科医で重要となるネクローシスなど有害事象の対処法も伝授
日韓の美容形成・外科スキルを知り尽くす、カイロス美容整形クリニック院長・Lim医師が、過去7回にわたり日本の医師にそのオリジナルテクニックを公開
してきた。HANAKO術、ハイブリッドVリフト、Quick Liftと初心者でも導入できるその術式は、プチ形成術にも関わらずその治療効果は高い。誰よりもフェ
イシャルナーブ、血管・組織断面・層（Layer）などの解剖学を熟知するからこそ考え出した低侵襲術といえ、ヒアルロン酸注入術もまたその技術の確かさと
術式理論ではこうした背景があることはいうまでもない。問題となる鼻翼孔でのネクローシスなど有害事象の対処法も伝授する。

「口唇周辺」治療範囲の解釈めぐる医科・歯科議論を回避できる注入法！口角から口腔内に刺針、ほうれい線、頬骨下、マリオネットラインなどに注入する
Lim医師、もちろんヒアルロン酸注入のスタンダードなやり方（表皮からの注入）は得意とするところだが、「口唇周辺」の治療範囲の解釈をめぐる医科・歯
科の論争を背景に、あえて、本トレーニングコースでは、口角から刺針して口腔内から、それぞれの部位へとヒアルロン酸を注入していく実技指導を行う。実
は、このやり方は歯科診療を日頃行う歯科医にとって、決して難しくない術式とLim医師はいう。日本の歯科医では教えてくれない、また日本の形成外科医で
も知らないDrは多いというこの口腔内からの注入術は必見といえよう。打ち方とそのコツさえつかめば、表皮からに比べ、均一で仕上がりはかえっていいと
いう。実技ではスタンダードな表皮からの術式も供覧する。

KFD認可のHAifeel（日本初上陸ヒアルロン酸製剤）と、Lim医師オリジナルの鈍針、オート・インジェクション使い「注入圧の調整法」「Layer
の注入選択」「部位による各注入法linear・Fan・Jhon’s・Methods」を実技指導
韓国国内で昨年、KFDAに認可され瞬く間に美容クリニックや一部のデンタルクリニックに採用が進んだ長寿命で安全性を担保した独自の架橋構造をもつヒア
ルロン酸製剤「HAifeel」を使い、Lim医師が考案した血管を傷つけない鈍針、そして全く新しいオートインジェクションでLive指導が行われる。見せ場はLim
医師が日本で初めて公開する注射の際の注入圧の調整の仕方、注入するLayerの選択さらには、1点注入・放射注入法などヒアルロン酸をいかに修正箇所の具
合によって埋入していくかというテクニックだ。

アジアン・ビューティー造り出す、デザインとそのコツを学ぶ
日本的な優しさ、きめ細かさとアジアンビューティーを造り出すLim医師、歯科でもその美的センス求められるヒアルロン酸注入術を学び、自らのクリニック
で即・実践し需要拡大をはかっていきたい。「優れ術式」だからこそ、それは可能だ。



【定員30名】

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

病院・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。

■ 11月18日（日）

修了証

主催：JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会　http://www.jaas-online.com/
後援：JSCAM　特定非営利活動法人　日本臨床抗老化医学会

1回の受講で修了

DR Lim ライブ講習

11月18日（日）

52,500円  ×　　名＝　　　　　　　　円

第8回　DR Lim の美容整形術

韓国流・歯科医のための
ヒアルロン酸注入術

LiveSurgery
東京・TKP八重洲カンファレンスセンター

JAAS 主催・JSCAM 共催　Kairos Aesthetic Clinic 協力
Academy of DR Lim Jong hak’s Live Surgery for petit surgery by Hyaluronic Acid infusion Training Course

韓国美容形成の一人者Dr Lim Jong hakが伝授する

 韓国流・歯科医のためのヒアルロン酸注入術LiveSurgery
日本の歯科医では教えてくれない、日本の美容形成医でさえ知らないDRが多い

口腔内（口角）からのヒアルロン酸注入で､ 鼻唇溝､ 頬骨下､ 口唇､ マリオネット､ 顎の修正（　　 　  ）
非会員でも受講可　 JAAS会員JSCAM会員　認定医単位３単位を重複適用

均一で仕上がり
に優れる

　2011年春から始まったJAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会によるDR 
Limの美容整形術LiveSurgeryは、驚異の鼻プチ形成 [HANAKO Rhinoplasty]、従来法の長
所を生かし欠点をカバーした [Qiuck Lift ] 術のテクニック、「目頭切開術」「たれ目形
成術」さらには「ハイブリッドV-リフト＆皮膚再生術」、プチ形成の域を超える「D
UAL LIFT」と通算7回を数えた。 ライブ講習会では毎回のように「高い効果と安全性
そして何よりも術後に明らかな改善効果をみせ、その後崩れない」治療テクニックに、
高い関心を呼んでいる。そして迎えた8回目の本コースでは初めてLim医師から韓国流
・歯科医のためのヒアルロン酸注入術が伝授される。日本の歯科医では教えてくれな
い。また日本の美容形成医さえ知っているDRは少ない。そんな「口腔内からのヒアル
ロン酸注入によるほうれい線、頬骨下、マリオネットライン、顎の修正」を初めて公
開し参加者に実技指導していく。施術に使われるヒアルロン酸製剤、鈍針、オートイ
ンジェクションも今回が日本初となることから参加者申込みは増えそうだ（限定30名
のためお申込みはお早目に）。
　周知のように、診療報酬のマイナス改定、レセプトの審査強化に続いて、数年前に
施行された「高点数指導」の導入は、歯科診療の経営を限りなく苦しめている。医療
費削減の名のもとに国側は、保険請求の高点数を出す歯科クリニックを集団そして個
別に指導・監査を行い、勢い指導、監査を受けたデンタルクリニックは診療で委縮し
てしまう。行政では「疑わしきは罰する」とばかり、高点数請求を不正、水増し請求
の温床ととらえるが、実際現場では、患者の便宜をはかるために歯科の治療術を同時
に行うこともあり、その結果、高点数請求となるケースも少なくない。この制度や運
用を巡っては現場では以前から問題視する声は絶えない。歯科医の裁量権など、もは
や“風前のともしび”だと揶揄する歯科医も多い。
　「最終的には包括診療にもっていきたいのでしょう。だからこそ、今までと違う歯
科としての健康増進、アンチエイジング、美容診療、つまり自費診療をやるしか生き
残る道はありません」
　いち早く自費診療の道に走り出している医療クリニックに次いで、“第2集団”のデ
ンタルクリニックがアンチエイジング、美容医療などの自由診療を導入する動きが加
速しており、そのモデルケースとしてヒアルロン酸注入術に関心を寄せる歯科医が少
なくない。本ライブ講習会がこうした期待に応えられるようにしていきたい。

【Lim Jong hak MDプロフィール】は JHM Online（http://www.e-jhm.jp/）の医療施設
ライブラリーを参照、またLim医師による過去行われたライブ講習レポートはJAAS公
式サイト（http://www.jaas-online.com/）にダイジェスト版として掲載されています。

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
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。 

○日時　■11月18日（日）午前11時―午後5時（昼食つき）　東京TKP八重洲カンファレンスセンター（東京駅徒歩5分）

○受講対象　　■歯科医（JAAS会員・JSCAM会員および非会員問わずすべて対象）

○資格取得　　■11月18日受講のみでDR　Lim・DR より修了証授与（JAAS、JSCAM会員には認定医取得のための3単位重複授与）

◎受講者のJAAS入会特典　　■本講習と同時に入会の場合、初年度入会金5,000円免除

○定員・参加費用　　■限定30名/52,500円

○コース認定証発布　■DR Limより、講習終了後その場で授与します

○受講修了者の特典　■受講者にはLim医師オリジナルの鈍針1本を進呈、当日収録のDVDを受講者のみ（外部には販売しません）

に廉価で提供します。

○主催：JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会　JHM内　東京都中央区新富1－8－11－3F

  　　tel　03‐6222‐3121　URL：http：//www.jaas-online.com

○後援：JSCAM特定非営利活動法人　日本臨床抗老化医学会URL：http://www.npo-jscam.com

○協力：韓国ソウルKairosAestheticClinic

○ 日　   　   時　■11月18日（日）午前11時―午後5時（昼食つき）　東京TKP八重洲カンファレンスセンター（東京駅徒歩5分）

○ 受  講  対  象　■歯科医（JAAS会員・JSCAM会員および非会員問わずすべて対象）

○ 資  格  取  得　■11月18日受講のみでDR　Lim・DR より修了証授与（JAAS、JSCAM会員には認定医取得のための3単位重複授与）

◎ 受講者のJAAS入会特典  ■本講習と同時に入会の場合、初年度入会金5,000円免除

○ 定員・参加費用　■限定30名／52,500円

○ コース認定証発布　■DR Limより、講習終了後その場で授与します

○ 受講修了者の特典　■受講者にはLim医師オリジナルの鈍針1本を進呈、当日収録のDVDを受講者のみ（外部には販売しません）に廉価で提供します。

○ 主　   　   催　　JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会　〒104‐0041　東京都中央区新富1-8-11-3F

             　　　　      tel  03‐6222‐3121 　URL：http://www.jaas-online.com/

○ 後　   　   援　　 JSCAM特定非営利活動法人　日本臨床抗老化医学会URL：http://www.npo-jscam.com/

○ 協　   　   力　　 韓国ソウル Kairos Aesthetic Clinic


