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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（昼食付）・東京皮膚科形成外科銀座院　現地直視ライブ供覧
　　　　参加席20席　○書籍「日本版　糸リフト・テクニック」購入者／50,000円（税別）
　　　　○その他／60,000円（税別）ライブ収録動画を終了後に配信　会員は３単位授与

●○R 席　会場内講義（昼食付）・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）
　　　　参加席80席　○書籍「日本版　糸リフト・テクニック」購入者／20,000円（税別）
　　　　○その他／30,000円（税別）会場内講義・ライブの写真・動画撮影はNG　会員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。

【 プログラム…3頁 】【 参加申込書…4頁 】

第4回 春季公開講座

英 仏 　スレッドリフト・ライブフォーラム
International JAAS ACADEMY Hands-On WORK SHOP Up-to-date Regenerative Medicine for cosmetic & plastic surgeons by Thread Lift 

2018年6月24日（日）AM9:00‐PM6:00
銀座中央通り「リロの会議室 room A」：総参加枠100名（講義・ライブ中継映像配信　参加枠○R 席80名）

東京皮膚科・形成外科（銀座）：会場で講義・午後より現地直視ライブ供覧　参加枠○S 席20名）

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。

第8回 JAAS東京ライブフォーラムより

日 韓

製造特性、形状、適用そしてリフティング法など代表的な「Thread美容形成術」を
一堂に集めて、来日の海外スピーカーと国内医師が講演とライブ供覧の中継をします｡

当日参加者のみに糸資材の供給特典～新たなJAAS会員も含め
公開フォーラムで100席を用意しました｡

現地直視ライブ供覧○S 席　○｢日本版 糸リフト・テクニック｣ 購入者  ○その他

カンファレンス会場映像供覧○R 席　○｢日本版 糸リフト・テクニック｣ 購入者  ○その他

□JAAS会員（○R 席1単位・○S 席3単位） □非会員で参加　
□非会員で同時入会（○R 席1単位・○S 席3単位）
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開催概要

名　称：第4回春季公開講座 日韓英仏スレッドリフト・ライブフォーラム

　　　　International　JAAS ACADEMY Hands-On WORK SHOP 

　　　　Up-to-date Regenerative Medicine for cosmetic & plastic 

　　　　surgeons by Thread Lift

主　催：JAASアカデミー　東京都中央区新富1-8-11-3F 　

　　　　電話03-6222-3121　FAX03-6222-3125

　　　　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：東京皮膚科・形成外科（銀座）

会　場：東京都中央区銀座 銀座中央通り「リロの会議室  room A」

　　　　（講義 ○R 席 ○S 席・ライブ中継映像配信会場 ○R 席）　

　　　　東京皮膚科・形成外科（現地ライブ供覧会場 ○S 席）

日　時：2018 年6月24日（日）AM9:00－PM6:00

参加対象：公開講座のためJAAS（ABC会員）、JAASアカデミー塾生以

　　　　外に、できる限りJAAS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、歯科衛生士をお呼び

　　　　します。

参加費：○終日会場にてライブ中継映像配信での参加枠 ○R 席  定員

　　　　80名：30,000円（税別）、書籍「日本語版 糸リフト・テクニック｣

　　　　購入者20,000円（税別）すべて昼食つき（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1単位

　　　　　○午前講義は会場、午後のライブ供覧は東京皮膚科・形成

　　　　外科での参加枠 ○S 席  定員20名：JAAS会員60,000円（税別）

　　　　書籍「日本語版 糸リフト・テクニック」購入者50,000円（税別）

　　　　すべて昼食つき（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

　　　　　＊ ○S 席ご参加の方には、フォーラム終了後にライブ収録動画

　　　　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。

　JAAS アカデミーでは、恒例の第 4 回春季公開ライブを 2018 年 6

月 24 日（日）開催する。年次総会を兼ねた JAAS 東京ライブフォー

ラムは 11 月 9 日（土）10 日（日）に第 9 回目を迎えるが、医学会

としての秋開催に加え、広く非会員にも門戸を広げたこの JAAS ア

カデミー春季公開ライブフォーラムとが相互に協力しあって過去開

催してきている。 今回も 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アンチエイジング医療

の最新の治療術、施術を講演とライブ中継を通じて投げかけていき

たい。

　第 4 回春季公開ライブでは昨年の公開ライブ同様、従来型の学術

大会とは一線を画し、ドクター（治療、技能スキル）主役の学術発

表の陰に隠れて露出の少ない学術展示社を表舞台に立っていただき

ライブフォーラムとして運営される。ともするとこうしたメーカー

主体のワークショップは企業色が色濃くその有用性の評価について

も独善的になりやすい。公正に評価する機会が少ない。今回のスレ

ッドリフト・ライブフォーラムでも JAAS アカデミーがまずはその

優位性を見極めつつ選択させて頂きながら、じっくりと参加者が評

価できる糸リフト製品とテクニック供覧のプログラムを用意しなが

会場：東京中央区　銀座通り　「リロの会議室 RoomA」

　　　住所：東京都 中央区 銀座 2 丁目 7 番 18 号

　　　　　　銀座貿易ビル 6 階

　　　アクセス：地下鉄メトロ　有楽町線

　　　　　　「銀座 1 丁目」駅 9 番出口地下から直結

　　　　　　銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座」駅

　　　　　　徒歩 4 分

　　　　　　JR 山手線、京浜東北線「有楽町」駅徒歩 6 分

　　　TEL：03-5227-8822

　　　　　　http://relo-kaigi.jp/conference/chuoku/ginza.html/

2 次元 Live 中継会場：東京皮膚科・形成外科　銀座院

6月24日（日）プログラム
◎ 受付　AM8:30～　銀座中央通り「リロの会議室 room A」

◎ AM9:00　挨拶　開催にあたって　
　東京皮膚科・形成外科グループ総院長　池田　欣生MD

◎ AM9:15～PM1:00　午前の部　講義編
  「England―SILHOUETTE SOFT （吸収糸）講義」
　　　　　　　　あきこクリニック院長　田中　亜希子MD
　　　　　　　（協力：SINCLAIR PHARMA　マーベラスビューティジャパン）
  「Korea―VOV LockLift　MonoCannula講義」
　　　　　　　　Leaders Clinic Seong-Jae Youn MD
　　　　　　　（協力：API Medical）（日韓逐次通訳 Aクラス）
  「Korea―T-Tox （吸収糸）講義」
　　　　　　　　Leaders Clinic Seong-Jae Youn MD
　　　　　　　（協力：Regenbogen Holdings）（日韓逐次通訳　Aクラス）
  「Korea―SELF LOC （吸収糸）講義」
　　　　　Pretty Aesthetic Clinic and Labo（PASCAL）院長　Sangseop SON MD
　　　　（協力：Beauty Innovation　エスエムディグローバル）（日英逐次通訳）
  「France―スプリングスレッド （非吸収糸）講義30分施術動画30分」
　　　　　　　　六本木　境クリニック院長　境　隆博　MD
　　　　　　　（協力：1st SurgiConcept マーベラスビューティジャパン）
  「Korea―TESS LIFT SOFT   を使ったJリフトアドバンス（吸収糸）講義」

  　　　　　　　東京皮膚科・形成外科グループ総院長　池田　欣生　MD
　　　　　　　（協力：TESSLIFT社　Eye-Lens Pte LTD）  

◎ PM1:00～2:00　昼食休憩（お弁当とお茶を支給）展示スペースへ

◎ PM2:00～6:00　午後の部　ライブ供覧（○R 直視・○S 映像配信）
（参加者は、講義・ライブ中継中も両サイドの出展ブースへ）
＊ライブの術者、コメンテーターおよび○S 席参加の受講者は、会場から東京皮膚科・形成外科
 （銀座）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。

「頬隆起（バービーチーク）、目の下しわ除去、自然なVリフト」
　　　　　　術者：豊洲佐藤クリニック　佐藤　政広MD、
　　　　　　コメンテーター：Leaders Clinic Seong-Jae Youn MD
「ボトックスを塗りこんだ吸収糸で額しわを瞬時に無くすT-Tox   法」
　　　　　　術者：豊洲佐藤クリニック　佐藤　政広MD
　　　　　　コメンテーター：Leaders Clinic Seong-Jae Youn  MD
「バナナピールを起こさない丸みコグと360度スパイラル構造でけん引」
　　　　　　術者：セイコメディカルビューティクリニック   曽山   浩輔MD
　　　　　　コメンテーター：Pretty Aesthetic Clinic and Labo（PASCAL）
　　　　　　　　　　　　　　院長　Sangseop SON　MD
「日韓スレッドの相違と共通点を考えたSILHOUETTE SOFT   テクニック」
　　　　　　術者：あきこクリニック院長　田中　亜希子  MD
「TESS LIFT SOFT  を使った Jリフトアドバンス法」
　　　　　　術者：東京皮膚科・形成外科グループ総院長　池田   欣生   MD

ら、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、

両ウイングには展示スペースを設置して終日、参加医師らに展示で

アピールもして頂くことはいうまでもない。プログラムの進行は従

来どおり午後から当該スレッド（講演のみの糸資材もあり）を使っ

たライブ中継が行われる。 参加者の動員、集客では、JAAS 会員は

もとより広く案内（開催要項参照）しながら保険診療に加えて自費

診療を併設しようとする医師らにも声をかけていく。優位性をもつ

糸資材を使って治療成果をあげる国内外の医師の講義とライブ中継

が行われていくが、展示社のなかには本フォーラムに限ってのディ

スカウント価額の提示やサービスも設けてもらう。業界においては

歴史と実績をもつ諸先輩格の医学団体には、JAAS はまだ遠く及ば

ないことは言うまでもなくその勢力図は小さい。しかし着実に会員

並びに共感医師が増えてきたこともまた否めない。医学会の既成概

念にとらわれない企画と運営を続けてきたJAAS そして JAASアカデ

ミーによるこのスレッドリフト・ライブフォーラムに、多くの医師、

コメディカルの方々がご賛同頂き、参加者そしてスレッド供給社と

共に糸リフトの新たな啓蒙、拡大をしながら共々に進んでまいりた

い。

ボトックス製剤塗りこんだ吸収糸など施術公開！
多種多様なスレッドを講義、ライブで公正に評価しあう場に


