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料理卓

第10回記念 JAAS東京Live Forum
展示②

懇親会場

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

●
10月5 6日

2019年

土
●
日-

日

6日は医療アートメイク学会と同時開催

■会場 TKP赤坂駅カンファレンスセンター ■ライブ配信は東京美容外科 赤坂本院から
詳しいプログラムは http://www.jaas-academy.com/ でも案内

カンファレンス
＆ 展示①

▲

第 9 回フォーラムより

◆ 懇親会場
□

アクセス

◆ 会 場
□

●

東京メトロ千代田線 赤坂駅 5a出口 直結1分

●

東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 山王下方面改札口(11番出口or改札階行エレベーター） 徒歩8分

東京都港区赤坂２丁目14-27 国際新赤坂ビル 東館

●

東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 山王下方面改札口(11番出口or改札階行エレベーター） 徒歩8分

TEL： 03-5572-7811

●

東京メトロ銀座線 溜池山王駅 10番出口 徒歩7分

●

東京メトロ南北線 溜池山王駅 10番出口 徒歩7分

TKP赤坂駅カンファレンスセンター

2次元Live 中継会場
東京美容外科 赤坂院

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クリニックとを結び供覧していくことになりますが、
第 10 回記念フォーラムでは
「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 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。

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10回 JAAS 東京Live Forum

プ ロ グ ラ ム
10月 5日（土）

10月 6日（日）

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

AM9:30-12:00

電話 03-6222-3121 FAX 03-6222-3125
Email：info@jaas-academy.com URL:http://www.jaas-academy.com/

AM9:40-PM12:50

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

■わたしのクリニックの刺青除去術
六本木 境クリニック 境 隆博MD

■ヒアルロン酸注入 医科・歯科の治療範囲 最新の見解
京橋法律事務所 弁護士 鈴木 英之

後 援：JAASアカデミー
会 場：本会場／東京・TKP赤坂駅カンファレンスセンター

■僕の豊胸術
東京美容外科 統括院長 麻生 泰MD

Live中継会場／東京美容外科・赤坂本院

■パネルディスカッション：医療アートメイクスキル～その
実践と技術者養成について
医療アートメイク学会理事長 池田 欣生MD
HSクリニック院長（ドクタートームアートメイクスクール）
白澤 友裕MD

オペレーションルーム
日 時：●2018年10月5日（土）6日（日）PM 9:30－6:00
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､

■海外招聘講演 Thread Lifting via subzygomatic approach
台湾AMW Cosmetic Clinic in Taipei
院長 Fuseng Chan MD
（日英通訳）
■トラブル招かないための眼瞼下垂手術 PART Ⅳ 眼瞼下垂
手術の術中、術後におけるMRD-1の変化について
愛知医大病院 眼形成・眼窩・涙道外科教授
柿崎 裕彦MD

■医科からみたバッカルファット切除術
あきこクリニック院長 田中 亜希子ＭＤ

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400名の参加見込

■Nasal tip-plasty using 3D Smart Ball
韓国・安山市BORA PLASTIC SURGERY院長
Kang Won Kyung MD（日韓通訳）

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○

PM12:00-1:30 昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・後方の展示
シルクフィブロイン

■加齢性変化に対するP-PRP+b-FGF、ヒアルロン酸、スレッド

○JAAS会員の参加登録

を用いたコンビネーション治療戦略
聖心美容クリニック 統括院長 鎌倉 達郎MD

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

PM1:30-6:00

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

PM12:50-1:50 昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・後方の展示
注入マシン、美容医療賠償責任保険など

15,000円（医師、歯科医）、10,000円（その他）
、履修単位はあ

PM1:50-3:10
〇「豊胸術」

祥栄 代表（医療通訳・美容医療通訳一級）村田 蕾

S 席 撮影は一部OK
クリニック直視ライブ供覧○

○JAAS会員の参加登録

■PDO 3D Mesh Thread latest update
Zishel PS Center, Seoul, KOREA

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

Dr James Min Kim

術者：池田 欣生MD

術者：麻生 泰MD

PM6:00 終了

（日英通訳）
■若返りの最新医学ネオエイジング治療とhGH放出ペプチド
GHRP-2アミノ酸複合体～JAASネオエイジング分科会の発足
に向けて
東京MITクリニック理事長 宇野 克明MD

●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
PM3:10-6:00

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（東京美容外科 赤坂本院から生中継映像配信）
〇「プチ鼻尖形成術」
術者：池田 欣生MD
指導医：Kang Won Kyung MD
（日韓通訳）

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。
○懇親会10月5日（土）PM6:30‐8:30（講師・参加者・展示者交流の
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

〇「バッカルファット」

術者：田中 亜希子MD

業関係者は出展社に限り参加可
○二次会10月5日（土）懇親会終了後、9時～開催予定
後日発表します。

○「眉下切開＋アートメイク術」

■中国からのインバウンド需要に応えるための集患の進め方

りません

○学術展示会場への入場について

〇「膣へのヒアルロン酸注射による感度増強術」
術者：深谷 元継MD

■医療安全体制構築＝最高のマーケティングの法則
弁護士法人 MIA 代表弁護士・医師 鈴木 孝昭MD

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

Live Surgery2次元中継 （東京美容外科 赤坂本院から生中継映像配信）

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

当初ご案内しましたプログラムから
一部演目及び講師の変更がありますことを
予めご了承ください。

（ 眼瞼下垂、切らない眼瞼クマ取り術は
）
11/17 Dr 池田塾

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10回記念 JAAS東京Live Forum
Japan antiaging surgery for cosmetic surgeons,general Physicians and dental doctors

2019年10月5日(土)－6日(日)

■会場 TKP赤坂駅カンファレンスセンター ■ライブ配信は東京美容外科 東京赤坂院から
詳しいプログラムは6月中旬にWEB http://www.jaas-academy.com/ にて案内

参加申込書・懇親会
申込日

FAXお申込み

2019 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）
、● 5日
（土）参加・医療アートメイト学会会員（看護師）5,000円､
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（収録動画進呈）
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
■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10月5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

日本アンチエイジング外科学会

後援：JAASアカデミー

第10回記念 JAAS東京Live Forum
Japan antiaging surgery for cosmetic surgeons,general Physicians and dental doctors

2019年10月5日(土)－6日(日)

■会場 TKP赤坂駅カンファレンスセンター ■ライブ配信は東京美容外科 東京赤坂院から
詳しいプログラムは6月中旬にWEB http://www.jaas-academy.com/ にて案内

学術展示 出展募集とご出展のお願い（35ブース）
JAAS日本アンチエイジング外科学会の第 10 回記念 東京LiveForumが、10月5日（土）
、6日（日）の両日、東京・TKP品川カン
ファレンスセンター、そして港区内クリニックの 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・
「美容医療
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」
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

料理卓

第10回記念 JAAS東京LiveForum学術出展概要

展示②

懇親会場

▲

カンファレンス
＆ 展示①

■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赤坂駅カンファレンスセンター
○中継会場／東京美容外科 東京赤坂院
■日時：10月5日（土）－6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

■学術展示：30小間 会期 5日、6日（9:30 -18:00）搬入 4 日夕、搬
出6日終了後 、1 小間／2.25m × 1.25m × 2m、パッケージ小間（展
示台・椅子・社名板）
、展示は230,000円（税別）
、（展示①、②、全出
展者が企業プレゼンテーションを2日間にわたり展示②会場で実施）
＊カンファレンス参加登録は出展社2名までFree Pass発行。また1日目（10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
2019 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

