
そ
う
そ
う
た
る
名
誉
顧
問
医
師
、

名
誉
顧
問
歯
科
医
師
と
相
談
役
、

代
表
理
事
の
紹
介

韓国生まれ。大阪大医学部
卒業。同大学形成外科に入
局。帰国後は 2000人を擁
する韓国最大の美容外科学
会の創設者として韓国美容
外科術をアジアをけん引す
る存在に成長させた功労者。
2011年の大韓民医療健康
学会で名医の称号授与。医
学博士。日韓中の医師免許
を取得。愛媛医大外来教授
/ 韓国美容外科医学会会長
/ 第２回東洋美容外科国際
学術大会会長 / 第３回国際
眼瞼整形シンポジウム会長
/ 株式会社 ARTISTIC＆Co.
顧問医師

Dr. Lim Jong hak
カイロスエステティック
クリニック院長

愛媛大学医学部卒業。大阪
大学医学部付属病院皮膚科
形成外科。大分医科大学皮
膚科形成外科。米ウィスコ
ンシン大学霊長類研究所
を経て現職 / 日本臨床毛
髪学会常任理事 /P＆G パ
ンテーン顧問医師 / アデラ
ンスメディカル アドバイザー。
第 33 回日本形成外科学会
で「ヒト毛包細胞の培養」
で最優秀賞受賞

倉田荘太郎医師
別府ガーデンヒルクリニック

くらた医院院長

徳島大学医学部卒業。大手
美容外科専門クリニック・
大手美容皮膚科専門クリ
ニック院長歴任後現職。医
学博士 /日本美容外科学会
正会員 /日本美容外科医師
会正会員 /豊胸認定医 /金
の糸美容法認定医 ( 日本で
2人目)/サーマクール認定
医 / ミラクルリフト認定医
/株式会社JBマシナリー顧
問医師 / スーパードクター
殿堂名鑑認定医

重本譲医師
医療法人聖美会理事長
ジョウクリニック院長

大阪医科大学卒業。大阪医
科大学で故田嶋定夫教授
（大阪白壁美容外科顧問）、
東海大学病院で谷野隆三
郎教授（十仁病院顧問）の
元で形成外科・美容外科を
学び大阪いけだクリニック
開院。日本アンチエイジン
グ外科・美容再生研究会 
理事長 /日本形成外科学会
認定専門医 /日本美容外科
学会認定専門医 / 韓国美容
外科学会会員 /東海大学病
院形成外科非常勤講師 /
アートメイクディプロマ取得 池田欣生医師

医療法人邦寿会
銀座池田クリニック院長

東邦大学医学部卒業後、同
大学院修了。同大付属病院
内科勤務後、国立大阪医療
センター皮膚科、警察病院
研究生を経て、はもり皮フ
科勤務。日本内科学会 / 美
容皮膚科学会 /日中医薬研
究会各会員

住吉周子医師
医療法人愛風会・

優愛クリニック心斎橋院長

川崎医科大学在籍中ミネソタ
州立大学にジェネラルドク
ターの研修留学。卒後大阪大
学第 2 外科（現消化器外科）
入局。私立病院の外科長。私
立病院の外科部長。腹腔鏡専
門で地域医療のかたわら麻酔
科・美容外科もおこない鏡視
下手術300例以上・全身麻酔
500例以上施行。大手美容外
科に入職し美容外科に専念
後現職。ハワイ州立大学解剖
学教室に研修留学。日本人初
のベイザー Hidefミケラン
ジェロ米国本部直接の指導研
修を受けベイザーボディデザ
イン脂肪吸引のフルライセン
スを取得

井谷豊医師
神戸

ルミナスクリニック院長

日本歯科大学歯学部（現生
命歯学部・東京）卒業。い
のうえ歯科医院（千葉県佐
倉市）、富士歯科医院（神
奈川県大和市を経てこいで
歯科医院（神奈川県高座郡
寒川町）開業。神奈川県藤
沢市に移転。口腔歯因によ
る口唇のしわに美容外科で
行われるフィラー（ヒアル
ロン酸、コラーゲン）注入
療法の導入提案等をおこな
う歯科医療コンサルタント
としても活躍

小出一久名誉顧問歯科医師
こいで歯科医院院長

日本医科大卒業後産婦人科
医。その後、美容皮膚科治
療を習得し国内外のアンチ
エイジング学会や栄養療法
のワークショップに参加。
機能性医学の普及と研究を
推進するため「日本機能性
医学研究所」を開設。機能
性医学にもとづいた栄養療
法をベースに、美肌治療、
レーザー治療、ホルモン治
療によるアンチエイジング、
デトックス治療による慢性
疾患の治療、αリポ酸を中
心とした点滴治療、キレー
ション療法を得意とする

斉藤糧三名誉顧問医師
なぐもクリニック東京院
日本機能性医学研究所

CMO

昭和大学医学部卒業。同大
学医学部皮膚科学教室入局。
関東労災病院皮膚科。総合
高津中央病院皮膚科医長。
堺整形外科福岡スポーツク
リニック皮膚科、武田ス
ポーツ整形外科クリニック
皮膚科担当。日本皮膚科学
会日本美容皮膚科学会 /日
本臨床皮膚科医会 /日本抗
加齢医学会 /日本皮膚科学
会認定皮膚科専門医

武田りわ名誉顧問医師
武田スポーツ整形外科
クリニック皮膚科
美容整形科長

日本大学歯科部卒業。日本
大学歯科部助手。日本大学
助教を経て現在明海大学歯
科部小児歯科非常勤助教。
日本大学歯科部佐藤奨学金
受賞 / 国際デンタルアカデ
ミー金賞受賞 / 小児歯科博
士号取得 /JASS日本アン
チエイジング外科・美容再
生研究会認定医 /日本小児
歯科学会専門医 /日本歯科
放射線学会優良医 /顎咬合
学会会員 /日本小児保健協
会会員 /日本小児口腔外科
学会会員 /成育歯科医療研
究会会員 /デントフェイシャ
ルエステティシャン取得

中村朋美名誉顧問歯科医師
医療法人徳朋会

中村デンタルクリニック
院長

北海道医療大学歯学部卒
業。北海道医療大学歯学部
研修医。あいの里医科歯科
クリニック、国際デンタル
クリニックを経て現職。株
式会社N＆T代表取締役。
東京皮膚科・美容外科（銀
座いけだクリニック）顧問
歯科医師。
サルゴンインプラント / 日
本インプラント臨床研究会
/ 日 本 小 児 歯 科 学 会
/JAAS 日本アンチエイジ
ング外科・美容再生研究会
認定医 / 顎咬合学会会員 /
日本歯科放射線学会優良医

中村徳三名誉顧問歯科医師
医療法人徳朋会

中村デンタルクリニック
理事長

久留米大学医学部医学科卒
業。同大学病院外科学研修。
久留米大学外科学入局。福岡
県立柳川病院。城本クリニッ
ク、城本クリニック宮崎院を
経て現職

堀美彗名誉顧問医師
医療法人美輝会

みやざき美容クリニック
院長
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杏林大学医学部医学科卒業。
慶應義塾大学医学部助手・
医学部附属厚生女子学院
（現慶応義塾看護医療学部）
講師。国立病院臨床研究部
病理室長などを経て米国抗
老化医学研究所・クリニッ
クで研修。十仁病院美容内
科部長等を歴任する。Ａ４
Ｍ米国抗老化医学会学術顧
問 /ＥＳＡＡＭ欧州抗老化
医学会学術顧問 /（社）国
際抗老化再生医療学会理
事長・指導医 / 日本美容外
科学会認定専門医 /日本再
生医療学会会員

松山淳名誉顧問医師
日本臨床医学発毛協会会長

医療法人きらり紀尾井町プラザクリニック
アンチエイジング・統合医療科

関西医大卒。京都大学形成
外科学教室入局。京都大学
附属病院。大阪赤十字病院。
済生会中津病院。長浜赤十
字病院を経て現職。日本形
成外科学会会員 /日本美容
外科学会会員 /日本美容皮
膚科学会会員 /日本小児皮
膚科学会会員 /日本抗加齢
医学会会員

吉田由佳名誉顧問医師
医療法人敬愛会
はもり皮フ科院長

東京医科大学卒業。東京医
科大学皮膚科。板橋中央病
院皮膚科医長。東京医科大
学皮膚科。東京医科大学皮
膚科助手。肌クリニック大
宮院長。肌クリニック大宮
ベルビー赤坂総院長を経て
現職。医学博士 / 日本皮膚
科学会認定皮膚科専門医 /
日本レーザー医学会専門医
/Ｄｒ．ＯＢＡＧＩ認定医 / 日
本皮膚科学会会員 /日本皮
膚科外科学会会員 /日本美
容皮膚科学会会員 /日本ア
レルギー学会会員 / 日本抗
加齢学会会員 / 日本レー
ザー医学会会員

渡邉千春名誉顧問医師
千春皮フ科クリニック

院長

慶煕大学医学部卒業。医学
博士。慶煕大学大学院専門
外科医。慶煕大学医療セン
ター外科非常勤教授。慶熙
大学科学ディレクター。韓
国肥満治療学会正会員 /韓
国美容外科学会正会員 /韓
国外科学会正会員 /韓国血
管外科学会正会員 /韓国脂
肪形成外科学会正会員 /韓
国美容医学アカデミーアド
バイザリー医師

Jae-Ho Cho 名誉顧問医師
ソウル

THE LINE クリニック

日本医科大学卒業。米国
Emory 大学大学院。Hawaii 
DOH インターン。都内大学
病院麻酔科。都内美容外科、
美容皮膚科。米国公衆衛生
学博士。厚生省認可麻酔科
標傍医。美容外科学会 / 美
容皮膚科学会 /麻酔科学会
/ 米国レーザー学会 / 抗加
齢美容医学会

武藤智香名誉顧問医師
五本木クリニック医師

銀座美容外科クリニック池袋院医師
池袋 PSクリニック医師

獨協医科大学卒業。同医科大学・越
谷病院産科婦人科入局。分娩、産科
救急、各女性疾患の開腹手術や経膣
手術、メンタル的ケアー、漢方療法、
不妊治療、更年期治療（ホルモン補
充療法）、さらに抗ガン剤による癌
治療にも関わる。日本医師会 / 足立
区医師会 /日本産科婦人科学会 /日
本女性医学学会 /日本女性心身医学
会 /日本癌治療学会 /日本婦人科腫
瘍学会 /日本産婦人科乳癌学会 /日
本抗加齢医学会 /日本美容皮膚科学
会 / 日本酸化療法研究会 /JAAS 日
本アンチエイジング外科・美容再生
研究会 / 日本メディカルハーブ協会
/ 日本サプリメント学会 /NPO 法人 
更年期と加齢のヘルスケア / 女性の
健康支援のための NPO法人HAP

矢追正幸名誉顧問医師
獨協医科大学越谷病院
産科婦人科非常勤講師

慶応大学経済学部中退。信州大学医学部卒業医
師免許取得。東京大学医学部附属病院研修医神
奈川こども医療センター研修医。東京都長寿高
齢医療センター常勤医師 東京都職員。上記医療
センター退職 （大学院入学のため）。東京大学大
学院医学系研究科修了 医学博士取得。東京大学
医学部附属病院医局員。東京大学医科学研究所
附属病院東京大学助手。Wales Univ. Business 
school 修了MBAを経て現職。13年東海大学大
学院総合理工学研究科修了工学博士取得。現在
慶応大学大学院薬学系研究科後期博士課程在。
ASLMS （米国レーザー医学会）Fellow （専門医）
/AAD （米国皮膚科学会）Member （認定医）
/EADV（ヨーロッパ皮膚性病科学会） Member 
（認定医）/ 国際メソセラピー学会 Member（認
定医）/ 日本形成外科学会学会員 / 抗加齢医学
研究会専門研究医員 / 日本美容皮膚科学会学会
員 / 日本ペインクリニック学会認定医 / 麻酔科
標榜医（厚生省承認）/東京大学医師会会員/日
本医師会会員東京都医師会会員 / 日本医師会認
定健康スポーツ医/日本医師会認定産業医

藤本幸弘名誉顧問医師
クリニック F院長

日本大学医学部卒業。癌研
究所付属病院麻酔科勤務。
湘南美容外科クリニック開
院以後、全国に湘南美容外
科クリニック、SBC新宿近
視クリニック（東京大阪横
浜上野）、南青山メディカ
ルエステティック（東京大
阪）を開院。日本美容外科
学会正会員 /日本麻酔学会
正会員 / 日本レーザー治療
学会会員 /日本脂肪吸引学
会会員 / ケミカルピーリン
グ学会会員

相川佳之名誉顧問医師
湘南美容外科クリニック

総院長

滋賀医科大学卒業。勤務医
を経て現職。日本美容皮膚
科学会・正会員 / 日本美容
外科学会・正会員 / 日本ア
ンチエイジング外科・美容
再生研究会正会員認定医 /
日本東洋医学会・正会員 /
日本美容医療研究会・正会
員 / 日本眼形成外科学会・
正会員 /AEAJ 認定アロマ
テラピーアドバイザー

居原田麗名誉顧問医師
麗ビューティー皮フ科
クリニック院長

愛知医科大卒業。同大学付
属病院皮膚科入局。在職中
ニキビに対するケミカル
ピーリングの研究で数々の
学会及び論文発表し同病院
に美容皮フ科を立ち上げる。
総合大雄会病院皮フ科勤務、
一宮西病院皮フ科勤務を経
て現職。モデル事務所セン
トラルジャパンに所属

梶田尚美名誉顧問医師
医療法人尚美会なおみ
皮フ科クリニック院長

産業医科大学医学部卒業。産
業医科大学整形外科入局。青
森労災病院整形外科。東京労
災病院整形外科。産業医科大
学整形外科。関東労災病院ス
ポーツ整形外科。堺整形外科
福岡スポーツクリニック。関東
労災病院スポーツ整形外科診
療班として秩父宮記念スポー
ツ医科学賞奨励賞授賞。日本
体育大学スポーツ医学非常勤
講師（スポーツ医学）日本整形
外科学会 / 日本臨床スポーツ
医学会 / 日本整形外科スポー
ツ医学会 /日本抗加齢医学会 /
日本整形外科学会専門医 / 体
育学博士 （日本体育大学健康
科学スポーツ医学科）/ 日本体
育協会公認スポーツドクター /
点滴療法研究会マスターズク
ラブ会員

武田康志名誉顧問医師
武田スポーツ整形外科
クリニック院長

東京大学工学部航空学科卒
業。金沢大学医学部医学科
卒業。金沢大学医学部産科
婦人科。富山市立富山市民
病院産婦人科。市立敦賀病
院産婦人科。福井県立病院
産婦人科を経て永遠幸マタ
ニティクリニック勤務。同
院長。医療法人化にともな
い永遠幸レディスクリニッ
クへ名称変更永遠幸レディ
スクリニック金沢（現 金沢
たまごクリニック）開設。
金沢大学医学部産科婦人
科特別講師 /日本産科婦人
科学会専門医 /日本生殖医
学会理事

道倉康仁名誉顧問医師
永遠幸レディスクリニック
金沢たまごクリニック院長

英国ケンブリッジ大学医学
博士。英国カデフ大学医学
院実用皮膚科。オーストラ
リア医学美容外科医学院院
士。オーストラリア・モナ
シュ大学内外全科医学士

Lam Wai Kwong 名誉顧問医師
カノッサホスピタル、

香港レーザーケアメディカル
スキンクリニック院長

兵庫医科大学卒業。ジョウ
クリニックでは美肌、アンチ
エイジング治療、ダイエッ
トカウンセリングを担当

矢持佑季名誉顧問医師
ジョウクリニック勤務医

東京大学大学院医学系研
究科助手を経て、一般財団
法人未来医学財団理事長。
生体物理医学者。日本マイ
ナスイオン応用学会会長、
日本未病システム学会理事、
新技術未来戦略会議議長。

山野井昇相談役

日本だけでなく韓国、シンガ
ポール、タイ、マレーシア等、
アジア各国で大人気美容機
器をヒットさせたメーカー
ARTISTIC&Co. グループの
代表。小型美顔器ドクター・
アリーヴォの大ヒットでエス
テ業界の注目を集め、OEM
の仕掛け人プロデューサーと
しても知られる。世界の高品
質美容機器のトッププロダク
トメーカーを目指しクリニッ
ク、エステ双方の支持を集め
ている。

近藤英樹
一般社団法人アジア

アンチエイジング美容協会
代表理事
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