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The 11th Live Forum for Anti-Aging Surgery & Regenerative Medicine by JAAS

第11回 JAAS東京Live Forum
主催：一般社団法人  日本アンチエイジング外科学会　　後援：JAASアカデミー

Japan antiaging surgery for cosmetic surgeons, general Physicians and dental doctors

2020年10月31日-11月1日 ネオエイジング分科会と同時開催
■会場  TKP築地新富町カンファレンスセンター　■ライブ配信は東京皮膚科･形成外科 銀座院から

2020年話題の美容外科・皮膚・内科の [若返り療法 ]を投げかけます。
　JAAS アカデミー会員（塾生）を含め総勢 900 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東京皮膚科・形成外科銀座院とを

結び供覧していくことになりますが、第 11 回では新たな治療、施術法として、2020 年話題の美容外科・皮膚・内科の若返り

療法を投げかけていきます。

　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。

１日収容200席に対して100席（50％）を参加定員とします。 ご参加者ならびに講師ともにマスクまたはフェ
イスガードを着用。当日は受付にて入室前、赤外線センサーによる検温およびアルコール消毒の徹底を図ります。隣接の学術展
示場へは、「密」を避けるため、入場者を数回にわけて入場制限していきます。ご協力をお願いします。
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一般社団法人  JAAS日本アンチエイジング外科学会
事務局：〒104-0033東京都中央区新川2-21-15
                TEL03-6222-3121   FAX03-6222-3125

FAXお申込み　03－6222－3125

カンファレンス会場ライブ映像供覧  ○R 席　撮影NG

　　○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

○会場ライブ映像供覧  ○R 席２日間　○会場ライブ映像供覧  ○R 席１日間
○クリニック直視ライブ供覧  ○S 席２日間　○クリニック直視ライブ供覧  ○S 席１日間
□JAAS会員　　　□非会員　　　□同時入会

フォーラム参加登録・懇親会費について
クリニック直視ライブ供覧  ○S 席　撮影OK（収録動画進呈）

　　○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

■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｡

主催：一般社団法人　日本アンチエイジング外科学会　　後援：JAASアカデミー

第11回 JAAS東京Live Forum　

Japan antiaging surgery for cosmetic surgeons,general Physicians and dental doctors
2020年10月31日(土)-11月1日(日)  ■会場  TKP築地新富町カンファレンスセンター　■ライブ配信は東京皮膚科･形成外科 銀座院から



開　　催　　概　　要 プ ロ グ ラ ム

名　称：第11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

　　　　東京都中央区新川2-21-15

　　　　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築地新富町カンファレンスセンター

　　　　Live中継会場／東京皮膚科・形成外科　銀座院　　　　　　　　

　  　 　　　　オペレーションルーム

日　時：●2020年10月31日（土）11月1日（日）

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

　　　　・メディカル、美容・健康関係企業、2日間で200名の参加見込

フォーラム参加登録・懇親会費および学術展示入場：

　　カンファレンス会場ライブ映像供覧○R席　撮影はNG

　　　○JAAS会員の参加登録

　　　　2日間Pass 20,000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会員登録

　　　　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

　　　　入会者も前述単位所得に準ずる

　　　○非会員の参加登録

　　　　2日間Pass 20,000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

　　クリニック直視ライブ供覧○S 席　撮影はモニター同意で一部OK

　　　○JAAS会員の参加登録

　　　　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

　　　○学術展示会場への入場について

　　　　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　

　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。

　　　　　　　　　　　　　　 10月 31日（土）

AM9:30－受付

AM10:00　  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

AM10:00-PM12:00　（講義の順番は確定ではありません）
　　　　■ネオエイジングセッション①
　　　　　細胞の若返りとステムセルエイジング～再生医療における
　　　　　Cellactinの導入と当院での体感とその所見
　　　　　　  　　聖心美容クリニック統括院長
　　　　　　  　　 （横浜市立大　医学部　臨床教授）鎌倉　達郎MD
　　　　■ネオエイジングセッション②
　　　　  「ネオエイジング療法の必要性とその実践～ｈGH補充から
　　　　　スローリリースさせる分泌促進剤GHRP-2で細胞骨格の再
　　　　　生で老化細胞の修復から細胞の若化に転換～最新の成長
　　　　　ホルモン分泌曲線提示
　　　　　　  　　東京MITクリニック院長　宇野　克明MD
　　　　■｢Cellactin、最新のエビデンス～CELLACTIN、Clinical Study 
　　　　　 Outcomes:」
　　　　　　  　　スキンリファインクリニック吉祥寺院院長
　　　　　　  　　　藤林　万里子MD
　　　　■｢歯科における若返りと成長ホルモン放出ペプチド
　　　　  （GHRP-２）複合材による歯周病対策とインプラント治療
　　　　　への活用」
　　　　　　  　  　神奈川歯科大学　臨床講師、日本大学　兼任講師
　　　　　　  　  　　中村　朋美DDS

PM12:00-1:00　昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・展示会場へ

　　　　■ ｢これからのネット戦略は、動画と5G〜YouTube広告を使っ
　　　　　た最新の顧客獲得手法へと向かう」
　　　　　　     株式会社　グラッドキューブ　代表取締役　金島　氏　

PM1:00-3:30　（講義の順番は確定ではありません）
　　　　■難易度（高）
　　　　　①ヒアルロン酸注入による上眼瞼陥凹Sunken Eyelid修正術
　　　　　　  　　　光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD

　　　　■難易度（高）
　　　　　②おでこを丸くする～ヒアルロン酸注入による額形成術
　　　　　　　　　  セイコメディカルビューティクリニック副院長
　　　　　　　　　  　曽山　浩輔MD

　　　　■難易度（高）
　　　　　③GメッシュとPRPによる前頭部の若返り手術
　　　　　　　　　  　東京皮膚科・形成外科　総院長（JAAS理事長）
　　　　　　　　　  　　池田　欣生MD

PM4:00-5:30　Live Surgery2次元中継

　 　    （東京皮膚科・形成外科　銀座院から生中継映像配信）

　　　　○「ヒアルロン酸注入による上眼瞼陥凹Sunken Eyelid修正術」
　　　　　　　　　  　術　者：中村　光伸MD

PM5:30-6:00　展示会場へ

　　　　　　　　　　　　　　 11月 1日（日）

AM9:00－受付

AM9:00-12:00　（講演枠の順番は確定ではありません）
　　　　■わたしの眉下切開術　PartⅡ 
　　　　　　  　 六本木　境クリニック院長　境　隆博MD

　　　　■ハムラ法＋α・経結膜下脱脂術・P-PRP～わたしが行うクマ
　　　　　の治療
　　　　　　  　 聖心美容クリニック　札幌院院長　前多　一彦MD

　　　　■上唇下側の粘膜切除に一工夫したM字リップ形成術
　　　　　　  　 アネシス美容クリニック院長　水野　力MD

　　　　■わたしのリップリフト（人中短縮）
　　　　　　  　 あきこクリニック院長　田中　亜希子MD

                    
PM12:00-1:00　昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・展示会場へ

PM1:00-2:00　新型コロナウイルス・ワクチンの現状と対策

　　　　～DNAワクチン開発プロジェクトの進捗状況と今後の展望

　　　　　　  　 大阪大学大学院
　　　　　　  　 臨床遺伝子治療学寄付講座教授
　　　　　　  　 　森下　竜一MD
　　　　　　  　 座長　東京皮膚科・形成外科
　　　　　　　　　　　銀座院　青木　晃MD
PM2:00-3：00　フリートークディスカッション

　　　　■新型コロナ禍に美容医療、美容サロンはどう向き合ったか？
　　　　　　  　 光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD
　　　　　　  　 あきこクリニック院長　田中　亜希子MD
　　　　　　  　 聖心美容クリニック　札幌院院長　前多　一彦MD
　　　　　　  　 美vace     船津　真里エステティシャン

PM3:30-5:00　Live Surgery2次元中継

　　　 （東京皮膚科・形成外科　銀座院から生中継映像　
　　　　 ○「堀を深くする～Gメッシュによる眉下、鼻柱埋入法」
　　　　　　　　　  　術　者：池田　欣生MD

PM5:00-5:30　展示会場へ

中継会場／東京皮膚科･形成外科 銀座院

□◆ 会 場
本  会  場／
TKP築地新富町カンファレンスセンター
東京都中央区入船3-2-10 アーバンネット入船
TEL： 03-5117-2205

アクセス
 ●  東京メトロ有楽町線 新富町駅 7番出口 徒歩10秒 
 ●  東京メトロ日比谷線 築地駅 3番出口 徒歩4分

□◆ カンファレンス会場 学術展示場


