◆ カンファレンス会場
□
学術展示場
懇親会場

The 8th Live Forum for Anti-Aging Surgery & Regenerative Medicine by JAAS

第8回 JAAS東京Live Forum
Japan antiaging surgery for cosmetic surgeon, general Physician and dental doctor
展示②

カンファレンス ＆ 展示①

11月11日（土）- 12日（日）事前参加登録10月23日迄
■会場 TKP品川カンファレンスセンターANNEX 品川イーストワン皮膚科形成外科
午前9:30-午後6:30 ■WEBでも http://www.jaas-academy.com/ 詳細案内中

主な講演・ライブ放映

▲

女性客をひろうマーケティング
新・アンチエイジング医療
リピーター増の低侵襲痩身術
モナコ学会から見出したヨーロッパ最新の

懇親会場

美容アンチエイジングマシンの活用
風雲急を告げる美容医療への規制
消費庁担当官、医療訴訟の弁護士
新たなオーソモレキュラーの導入
トラブル招かないための眼瞼下垂手術
傷跡を目立たせない眉下切開
ライブ塾で学んだ鼻形成とアレンジ術式
長期使用で明らかになる豊胸フィラー術

◆ 懇親会場
□

美しい輪郭をつくるためのヒアルロン酸注入
プラズマレーザーの適用とその原理
医療専売品のおける院内、オンラインショップの成功への道
吸収型 VS 非吸収型スレッドリフト術
ライブ 切らないグラマラスライン
ライブ 切らないアイバック
ライブ 美しい輪郭つくりのヒアルロン酸注入
ライブ 人気クリニックのスレッドリフト術
ライブ 医療アートメイク術

品川インターシティ

◆ 会
□

アクセス

場

●JR山手線 品川駅 高輪口 徒歩3分

TKP品川カンファレンスセンターANNEX
TKP品川カンファレンスセンターANNEX
TEL：03-4577-9261

●JR京浜東北線 品川駅 高輪口 徒歩3分
●JR東海道本線 品川駅 高輪口 徒歩3分
●JR横須賀線 品川駅 高輪口 徒歩3分

2次元Live 中継会場
イーストワン皮膚科

今春開催された第 3 回公開ライブ「日韓仏独イスラエル美容医療ハンズオンフォーラム」では 新たな JAAS 会員も加わ
り、いよいよこの秋 JAAS 年次総会を兼ねた第 8 回 JAAS 東京ライブフォーラムの開催です。JAAS アカデミー会員（塾
生）を含め総勢 800 名を超える会員を数えるまでになり、
これもひとえに JAAS を発足以来支え続けていただいた評議員、
顧問そして何より派閥、学閥を超えて集いあっていただいた先生方、医療従事者さらには企業関係者の方々のご協力、
ご支援、ご尽力の賜物と感謝いたします。JAASフォーラムで恒例となった 2 次元同時中継ライブを今年もまた会場とオ
ペ会場となるイーストワン皮膚科形成外科とを結び供覧していくことになりますが、第 8 回では「美容アンチエイジン
グ医療のトレンドと経営効率をはかる治療術」をそのテーマとして、美容外科、形成、皮膚、アンチエイジング医療、
美容統合医療、 美容歯科術におけるそれぞれの新たな治療、施術法を投げかけていきます。美容医療業界は伝統的な切
開系の治療に加え、患者のニーズに応え非切開、低侵襲術による治療、施術を提供するケースが増え、一方で他科診療、
保険診療からの新規参入によって業界の裾野は確実に広がりをみせています。美容医療マーケットの拡大と共に医療提
供者であるクリニック間の競合激化は必然ともいえ、 いかに新たな治療法あるいはスキル向上を目指しながら、経営的
な側面としていかに治療効率、労務効率をはかっていくかがカギとなります。2日間にわたる講義とライブ供覧にぜひ、
JAAS の皆様ならびに多くの医師、医療従事者のみなさまのご参加をお待ちいたします。

最終プログラム（2~3面） 参加登録・展示申込（別紙）

JAAS 一般社団法人 日本アンチエイジング外科学会
〒104-0041 東京都中央区新富1-8-11-3F 電話 03-6222-3121 FAX 03-6222-3125

主催／一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

後援／JAAS アカデミー

開

催

概

要

名 称：第8回 JAAS 東京Live Forum
主 催：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
東京都中央区新富1-8-11-3F
電話 03-6222-3121 FAX 03-6222-3125
Email：info@jaas-academy.com URL:http://www.jaas-academy.com/
後 援：JAASアカデミー
会 場：本会場／東京・TKP品川カンファレンスセンター ANNEX
Live中継会場／東京品川・イーストワン皮膚科形成外科

プ ロ グ ラ ム
11月11日（土）
AM9:00－受付

AM9:00－受付

AM9:30 開会あいさつ
東京皮膚科・形成外科総院長（JAAS理事長） 池田 欣生MD
AM9:40-10:20
「女性市場を知ることでクリニック収益をUPさせる～女性マー
ケッターの先駆け！起業30年、40万人のモニターもつプロフェ
ッショナル集団が美容クリニック成功のヒントをなげかける」
HERSTORY 代表 日野 佳恵子氏

オペレーションルーム
「リピーターを増やす低侵襲の医療痩身治療～患者満足度の視
点から」
KUMIKO CLINIC 下島 久美子MD

日 時：●2017年11月11日（土）12日（月）PM 9:30－6:30
参加対象：JAAS会員（美容外科・皮膚、アンチエイジング内科、美容歯科、
看護師、歯科衛生士、エステティシャン3月末現在469名）
、JAAS
アカデミー塾生（約251名）及び非会員の美容外科・形成・皮膚科､
整形外科・外科・眼科・産婦人科・内科・麻酔科・耳鼻咽喉科な
ど、看護師、歯科衛生士、メディカルエステティシャンなどコ

AM10:20-11:00
「切らないアイバック、二重あご治療術～特殊RFと細針、カニ
ューラで焼灼するSubcisionテクニックとその症例」
御所南はなこクリニック 山内 華子MD

・メディカル、美容・健康関係企業、2日間で400名の参加見込

「美しい輪郭をつくるためのヒアルロン酸注入術～あごライン
の焦点をあたる」
あきこクリニック 田中 亜希子MD

フォーラム参加登録・懇親会費および学術展示入場：
R 席 撮影はNG
カンファレンス会場ライブ映像供覧○

○JAAS会員の参加登録

AM11:00-11:30 休憩・展示スペース見学

「きれいな傷跡・傷跡を目立たせない眼瞼下垂と眉毛切開」
六本木 境クリニック 境 隆博MD
AM11:30-PM12:00 休憩・展示スペース見学
PM12:00-PM1:00
「美容医療に課せられる特商法とクリニックの対応」
ラーネッド総合法律事務所 遠藤 崇史弁護士
「仮題」美容医療におけるプラズマレーザーの適用とその原理」
東海大(医)形成外科学形成外科准教授 河野 太郎MD
「JAASライブから学んだ鼻尖形成、小鼻縮小術の治療実績とそ
の症例」
みやざき美容クリニック 小宮 美慧MD

「美容医療の動画と医療現場のビデオ記録の必要性について」
元 大手医療情報専門サイト 動画G

15,000円（医師、歯科医）
、10,000円（その他）
、JAAS会員登録

「水素点滴と水素治療」

者で認定医など資格履修2単位､ 1日で 1 単位 ●非会員で同時

横浜クリニック 青木 晃MD

「超低温プラズマの生物学的作用」名古屋大大学院医学系研究科

入会者も前述単位所得に準ずる
2日間Pass 20,000円（医師、歯科医）
、15,000円（その他）
、1日

AM9:00-11:30
「わたしの下眼瞼形成術～施術動画を中心に」
銀座みゆき通り美容外科 銀座院 水谷 和則MD
「（仮題）眼瞼下垂手術後の自律神経失調症を
切る！」
愛知医大病院 眼形成 ･ 眼窩 ･ 涙道外科教授
柿崎 裕彦MD
「下眼窩脂肪を眼輪筋に容易に固定し結紮するための処置につ
いて」
Myoung Eye Plastic Surgery Choi Woon Chul MD（日英逐次通訳）
「切らないグラマラスライン治療術」
東京皮膚科・形成外科 森川 一彦MD

AM11:30-PM12:30

2日間Pass 20,000円（医師、歯科医）
、15,000円（その他）
、1日

○非会員の参加登録

11月12日（土）

生体反応病理／分子病理診断学 豊國 伸哉教授

PM1:00-2:00 昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・展示会場へ
PM2:00-4:00
「オーソモレキュラー活用と美容医療～栄養療法の導入から得
られた美容アンチエイジング診療での有用性」
新宿溝口クリニック院長 溝口徹MD

PM12 :30-1:30 昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・展示会場へ
PM1:30-2:40
「美容医療をめぐる施策の現状について～HP医療広告規制、美
容医療と特商法など」
消費者庁 消費者政策課 企画調整官 澤野 宏氏

15,000円（医師、歯科医）、10,000円（その他）
、履修単位はあ
りません
S 席 撮影は一部OK
クリニック直視ライブ供覧○

「Jリフトアドバンス～中空糸コグつきの解ける糸を使ったネッ
クリフト術」
東京皮膚科形成外科 池田 欣生MD

○JAAS会員の参加登録
「日本医療アートメイク学会と活動について」
東京皮膚科・形成外科 池田 欣生MD
「シルエットソフトの最新トレンドテクニック～長短3種類の
糸使い従来より引き上げ強度がアップし、face contouringとコラ
ーゲン生産が同時に可能」
MIKI CLINIC 長尾 美樹MD

2日間Pass50,000円（医師のみ）
、1日30,000円（医師のみ）
、JAAS
会員登録者で認定医など資格履修2日間3単位、1日で2単位
●非会員で同時入会者も同じ
○非会員の参加登録
上記に準じる、履修単位はありません。
フォーラムの収録DVD、動画は販売しません

PM3:40-6:00

「長期使用から明らかになるアクアフィリング豊胸術の有用性
と安全性」
聖心美容クリニック 鎌倉 達郎MD
「導入進むヨーロッパ最新の美容アンチエイジングマシンとそ
の活用～モナコ美容アンチエイジングカンファレンスからの
報告」
麗ビューティー皮フ科クリニック 居原田 麗MD

Live Surgery2次元中継（イーストワン皮膚科形成外科から生中継映像配信）
PM4:00-6:30

○学術展示会場への入場について
○「切らない二重あご（アイバック）Live Therapy」
術者：山内 華子MD

展示会場への入場は参加登録者のみとなります。
■認定医（医師、歯科医）、 認定実践指導士、メディカル ニュートリ

Live Surgery2次元中継（イーストワン皮膚科形成外科から生中継映像配信）
○「切らないグラマラスラインLiveSurgery」
術者：森川 一彦MD

ション資格、認定エステティシャン資格者は毎年の本ライブフォーラ
ム（学術総会に準ずる）参加必須。資格継続要件となります。

○「ブルーローズリフト術」

○「美しい輪郭をつくるためのヒアルロン酸注入術」
術者：田中 亜希子MD

○懇親会11月11日（土）PM7:00‐8:30（講師・参加者・展示者交流の

術者：池田 欣生MD

立食パーティー）3,000円／人 但し懇親会のみ参加は不可、また企
業関係者は出展社に限り参加可
○二次会11月11日（土）懇親会終了後、9時～開催予定
後日発表します。

○「自作のスプリングリフト術」

○「医療アートメイク術」

術者：深谷 元継MD

術者：池田 欣生MD
PM6:30‐8:30 懇親会（講師・参加者・出展者交流の立食パーティー）
PM9:00

二次会（後日ご案内します）

PM6:30 終了

主催：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

後 援：JAAS アカデミー

第8回 JAAS 東京LiveForum
Japan antiaging surgery for cosmetic surgeon, general Physician and dental doctor
11月11日（土）ー12日（日） ■本会場／TKP品川カンファレンスセンターANNEX（講義・Live供覧）
■中継会場／東京品川・イーストワン皮膚科（Live会場）■同時開催／学術展示

参加申込書・懇親会（プログラムは4月中旬発表）
申込日

FAXお申込み

平成

29

年

月

日

03－6222－3125

R 席２日間 ○会場ライブ映像供覧 ○
R 席１日間
○会場ライブ映像供覧 ○
S 席２日間 ○クリニック直視ライブ供覧 ○
S 席１日間
○クリニック直視ライブ供覧 ○
（必ず該当欄に○□を）
□JAAS会員
□非会員
□同時入会
□懇親会も参加

申込区分

フリガナ
氏

名

男・女

御請求書住所 〒

都・道・府・県

TEL

FAX

E-mail

@

勤務先又は
所属医院
勤務先
住 所

印

部 署
（資 格）

〒

勤務先
TEL
フォーラム参加登録・懇親会費について

R 席 撮影NG
カンファレンス会場ライブ映像供覧 ○
○JAAS会員、非会員
2日間Pass20,000円（医師、歯科医）
、15,000円（その他）､
1日15,000円（医師、歯科医）
、10,000円（その他）
、JAAS会
員は認定医など資格履修2日間で2単位、1日で1単位
●非会員で同時入会者も、上記に準じる
○非会員の事前登録は
2日間Pass20,000円（医師、歯科医）
、15,000円（その他）
、
1日 15,000円（医師、歯科医）
、10,000円（その他）
、履修
単位はありません

S 席 撮影OK（収録DVD進呈）
クリニック直視ライブ供覧 ○
○JAAS会員、非会員
2日間Pass50,000円（医師のみ）
、1日30,000円（医師のみ）
、
JAAS会員は認定医など資格履修 2日間3単位、1日で2単
位
●非会員で同時入会者も、上記に準じる
■メディカルニュートリションマスター資格をめざす受講者は
1日 で3単位 30,000円
■認定医（医師、歯科医）
、認定エステティシャン資格者メデ
ィカルニュートリションマスターは毎年の本ライブフォーラ
ム（学術総会に準ずる）参加必須。資格継続要件となります｡
○懇親会11月11日（土）PM6:30‐8:30（講師・参加者交流の
立食パーティー）／3,000円／人 但し懇親会のみ参加は不可､
また企業関係者は出展社に限り参加可

一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
事務局：〒104-0041東京都中央区新富1－8－11 東新ビル3階
TEL03-6222-3121 FAX03-6222-3125

下記は事務局記入欄

受付日

／

入金日

登録№

／

主催：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

後 援：JAAS アカデミー

第8回 JAAS 東京LiveForum
Japan antiaging surgery for cosmetic surgeon, general Physician and dental doctor
11月11日（土）ー12日（日） ■本会場／TKP品川カンファレンスセンターANNEX（講義・Live供覧）
■中継会場／東京品川・イーストワン皮膚科（Live会場）■同時開催／学術展示

学術展示 出展募集とご出展のお願い（30ブース）
JAAS日本アンチエイジング外科学会の第 8 回東京LiveForumが、11月11日（土）
、12日（日）の両日、東京・TKP品川カンファ
レンスセンターANNEX、そしてイーストワン皮膚科の 2会場を使い開催されます。 当日は、国内外から美容外科・内科・歯
科・エステシャンのスペシャリストを招き、｢アンチエイジング美容外科」
「美容再生術」
「美容アンチエイジング内科」
「美容
医療マーケティング・入門」「アンチエイジング歯科」「美容メディカルエステ」をテーマに、その施術・治療法、症例、施術
動画や、午後の部では 2日間にわたり同時生ライブ放映を観察することになる。LiveSurgeryや LiveTherapyの進行は、クリニ
ックのオペ室に撮影クルーがはいり同時 2元中継で、カンファレンス会場に生の映像を送ることになります。
さらに、ランチョンセミナー枠では出展社からのプレゼンテーション・デモ実演が組み込まれています。第 1 回目から美
容医療の学会の中で先駆けて開催されてきた、この試みには、今回も多くの美容外科・形成・皮膚科の先生方をはじめ内科
系の医師、歯科医さらにはエステティシャンからも関心が寄せられています。 2日間、医師、歯科医、医学生やComedical、
企業関係者の方々を含め400名超の参加来場が見込まれます。
本Forum会期中、カンファレンス会場内に30の学術展示ブースが設置されます。ぜひ、参加者へのPRにご活用ください。
□ JAAS理事長：池田 欣生 □ 事務局

第6回 JAAS東京LiveForum学術出展概要

展示②

カンファレンス ＆ 展示①

▲
■学術展示：30小間 会期11日、12日（9:30 -18:00）搬入
10日夕、搬出12日終了後 、1 小間／1.2m×1.2m
×2m、パッケージ小間（展示台・椅子・社名板）
、
展示は①（10ブース）250,000円（税別）
、②（20
ブース）220,000円（税別）
、企業ランチョンセミ
ナー（企業プレゼン15分）20,000円（税別）

懇親会場
■事務局：一般社団法人
日本アンチエイジング外科学会
東京都中央区新富1-8-11-3F
電話 03-6222-3121
■後援：JAASアカデミー
■会場：○本会場／TKP品川カンファレンスセンターANNEX
○中継会場／東京品川・イーストワン皮膚科
■日時：11月11日（土）－12日（日）
■来場者：2日間で400名（カンファレンス登録及び学術展示場来場
者）
・参加動員3万DM
■参加対象：美容外科・形成・皮膚科及び整形外科・外科・眼科・
婦人科・内科・麻酔科・耳鼻咽喉科ほか内科系医師、歯科
医、医学生、看護師・エステティシャンなどComedical、美
容・健康関係企業など

学術展示／企業ランチョン／懇親会

＊カンファレンス参加登録は出展社2名までFreePass発行。また1日目（11日）夕刻よ
り講師、参加者、出展企業との交流会（懇親会・立食パーティー）を開催します。
懇親会参加費は別途一人3,000円（税込）となります。

■対象となる出展物：□美容医療 ､□美容再生､□アンチエ
イジング､□歯科に関る商品、薬剤、製剤、資材・
器具、機械、検査機、医療サービス（美容機器、医
療機器、注入フィラー剤、医療資材・用具、美肌診
断機器、化粧品、サプリメント及びOEM受託、クリ
ニックフランチャイジー、独自療法・施術、医師・
看護師の転職・紹介業

申込書（締切：満小間になり次第）FAX 03－6222－3125

＊お申込書をいただいた後、御請求書を発行。希望の小間位置がある場合の小間確定は、ご入金後となります
フリ ガ ナ
御 社 名

代表者名

申込日
平成 29 年

ご担当者名

展示小間数

月

①又は②×

日
小間

企業ランチョンセミナー

有・無

所 在 地
TEL

FAX

E-mail

@

懇親会参加
×

人

