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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
○クリニック直視ライブ供覧 ○
（必ず該当欄に○□を） S
○席１日（クリニック直視１日10名まで）□JAAS会員 □非会員 □同時入会

申込区分

後援：JAASアカデミー

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

最終プログラム

■会場 TKP新橋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
１日収容200席に対して100席（50％）を参加定員とします。
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フォーラム参加登録費について

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Pass25,000円（医師、歯科医）
、17,000円（その他）､
1日17,000円（医師、歯科医）
、13,000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Pass25,000円（医師、歯科医）
、17,000円（その他）
、
1日 17,000円（医師、歯科医）
、13,000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、非会員定員（１日10名まで）
2日間Pass70,000円（医師のみ）
、1日40,000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｡

クリニックライブ直視

美容外科､ 皮膚､ ネオエイジング､ 美容内科､ メディカルエステの融合めざして
第12 回 JAASライブフォーラムを 11月 6 日（土）
‐7 日（日）に開催する運びとなりました。昨年より新型コロナ感染症（COVID‐19）拡大
により、日本および全世界で甚大な被害が生じいまだ収束の気配がみえません。今秋とはいえ、感染症の影響はまだまだ続くことが予想さ
れるなか、リモート開催ではなくあえて現地会場・対面型での開催にすることにしました。美容医療系の学会ゆえ、発表スライドのモニタ
ー写真などプライバシー保護や肖像権、さらには演者が有する技術などの版権などの配慮から、配信映像にはリスクが生じるため、今年も
現地開催の決定をしました。また感染症対策、ソーシャルディスタンスについて最大限の対策をしていくことはいうまでもありません。
第 12 回では、引き続き JAAS 恒例となった２次元同時中継ライブを実施しながら、会場での講師発表でもその多くが「手術、施術、治療
動画」を組み込むんでいただく予定です。
そして昨年同様、美容外科、美容皮膚、アンチエイジング医療、ネオエイジング、美容歯科、メディカルエステそして美容内科の診療、
手術、施術の融合をめざし、JAAS がプラットホームの役割を果たしていきたいと思います。そしてコロナ禍だからこそ「幸福になるため
の医学」
「積極的予防医学」
「若返り医療（若化医療）
」
「癒しリラクゼーションの施術」を本学会を通じて、社会に発信してまいりたい。２
日間にわたる講義、ライブ供覧、現地施術デモにぜひ、JAAS、JAASアカデミー会員の先生方また多くの医師、医療従事者、エステ関係者
のみなさまのご参加をお待ちしています。
一般社団法人 JAAS 日本アンチエイジング外科学会
理事長 池田 欣生
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理事

理事 田中 亜希子

柿崎 裕彦
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JAAS ネオエイジング分科会 学術顧問 宇野 克明

一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
〒104-0033東京都中央区新川2-21-15
TEL03-6222-3121 FAX03-6222-3125
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11月 6日（土）

名 称：第12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/

AM9:30－受付

AM8:30－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

AM9:00‐9:30 美容外科術①
■マグネシウム水素スレッド併用のミニリフト術
東京皮膚科・形成外科総院長（JAAS理事長）
池田 欣生MD

AM10:00‐10:30 マーケティング①
■ 仮題）クラウドでつなぐカルテとオンライン診療＋物販機能を付加
～美容クリニックに導入できるクラウドサービスの活用術
メディカルフォース
代表取締役 大嶋 翼
AM10:30‐11:10 マーケティング②
■美容・審美クリニック専門のコンサルが明かす、Instagram活用による
集患術と美容医療マーケットにおける経営戦略
ウェルス・コンサルティング
代表取締役 藤城 健作氏
AM11:10‐11:40 経営者のための節税、投資術①
■外国の生命保険～資産分散、相続の有利な活用術
TT. Company 中村 晋氏

AM9:30‐10:10 美容外科術②
■美容外科の合併症 乳房再建とその対策
新宿美容外科・歯科（国際医療福祉大学三田病院病院形成外科元教授）
酒井 成身MD

後 援：JAASアカデミー
会 場：本会場／東京・TKP新橋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11月6日（土）11月7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：
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
2日間Pass 25,000円（医師、歯科医）
、17,000円（その他）
、1日
17,000円（医師、歯科医）
、13,000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 25,000円（医師、歯科医）
、17,000円（その他）
、1日
17,000円（医師、歯科医）、13,000円（その他）
、履修単位はあ
りません
S 席（1日10名まで） 撮影はモニター
クリニック直視ライブ供覧○

同意で一部OK
○JAAS会員の参加登録
2日間Pass70,000円（医師のみ）
、1日40,000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。
本 会 場／
TKP新橋カンファレンスセンター
東京都千代田区内幸町1-3-1
幸ビルディング
TEL： 03-5110-1351

都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩10秒
JR山手線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
● JR京浜東北・根岸線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
● JR東海道本線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
● JR横須賀線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
● 東京メトロ銀座線 新橋駅 7番出口 徒歩7分
● 都営浅草線 新橋駅 7番出口 徒歩7分
● 東京メトロ日比谷線 霞ケ関(東京都)駅 C4 徒歩8分
● 東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関(東京都)駅 C4 徒歩8分
● 東京メトロ千代田線 霞ケ関(東京都)駅 C4 徒歩8分

●

●

11月 7日（日）

AM11:40‐PM12:10 経営者のための節税、投資術②
■仮題）マレーシアトップディベロッパーが投げかける「THE SAIL」
不動産投資と、インバウンド医療支援
シェンタイジャパンマーケティングインターナショナル
Japan Manager Law Woon Fei氏
PM12:10‐1:10 昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・展示スペースへ
PM1:00‐1:40 若返り・再生医療術①
■エイジレス治療のスタンダード化に向けて～細胞再生医療と美容ア
ンチエイジング治療術、「無細胞加工物」エクソソーム、PFC - FDの
培養、作製とバンキングについて
AZACLI Medical producer （セルソース戦略顧問 THE CLINICグループ会長）
山川 雅之MD
セルソース エクソソーム事業部長 山木 琢生 理学博士
PM1:40‐2:10 若返り・再生医療術②
■APIGENIN ANTI AGING ～老化細胞とフラボノイド類とアピゲニンに
ついて
A4MジャパンCMO（松山医院理事長 GranPro Clinic銀座理事長）
松山 淳ＭＤ
PM2:10‐3:40 ネオエイジング若化医療
■1 ）ネオエイジング若化医療の定義と、3つのゲノム対策による老化
細胞除去治療（GHRP‐2、メトセラNMNなど）の臨床評価、ネオエ
イジング医療による地域医療貢献型 「鎌倉プロジェクト」モデル
の医療機関プロトコール
2 ）全く新しい脱アセチルNMNの若返りと、各種疾病（偏頭痛、がん、
突発性難聴、顔面神経麻痺、歯槽膿漏など）の治療、予防効果
東京MITクリニック院長（JAASネオエイジング分科会 学術顧問）
宇野 克明MD
PM3:40‐4:30 休憩・展示スペースへ
PM4:30‐5:30 Live Surgery①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）
○メディカルエステ術
｢コ・メディカルでも施術できるプラズマフェイシャル・サージャリー」
東京皮膚科・形成外科総院長（JAAS理事長） 池田 欣生MD
PM5:30‐6:00 展示スペースへ
PM6:00 閉会

AM10:10‐10:50 美容外科術③
■顕微鏡下手術所見と組織学的変化からみる眼瞼下垂症の病態と手術
治療
京都府立医科大学眼科学教室助教
渡辺 彰英MD.,PhD.
（Akihide Watanabe MD.,PhD.Department of Ophthalmology
Kyoto Prefectural University of Medicine）
AM10:50‐11:30 美容外科術④
■美容外科手術のトラブル回避
日本医科大講師（自治医大形成外科非常勤講師）
朝日 林太郎MD
AM11:30‐PM12:00 美容外科術⑤
■韓流直伝のフラップ法変法による小鼻縮小 最小の瘢痕と後戻りを
なくす術式について
ジョウクリニック総院長 重本 譲MD
PM12:00‐1:00 昼食（お弁当支給）およびプレゼンテーション・展示スペースへ
PM1:00‐1:30 美容注入術①
■今泉式ヒアルロン酸注入術
今泉スキンクリニック院長
今泉 明子MD
PM1:30‐2:00 美容注入術②
■繊維芽細胞、幹細胞培養上清による肌再生医療の実際とその症例～
自院併設のCPC（細胞プロセッシングセンター）での培養応用として
銀座よしえクリニック 総院長 廣瀬 嘉恵MD
PM2:00‐2:30 美容注入術③
■ECM(細胞外マトリックス)のリモデリングによる肌再生治療〜アミノ
酸＋非架橋ヒアルロン酸製剤「JALUPRO（ジャルプロ)」の有効性と
効果的な注入方法の比較検討
まりもクリニック院長
牧野 良彦MD
PM2:30‐3:00 美容注入術④
■月経血（子宮内膜）由来の幹細胞培養と美容皮膚、美容婦人
科への応用
神宮外苑Woman LifeClinic 院長
伊沢 博美MD
PM3:00‐3:30 休憩・展示スペースへ
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配信）
○「マグネシウム水素スレッド併用のミニリフト術」
東京皮膚科・形成外科総院長（JAAS理事長）
池田 欣生MD
PM5:00‐5:30 展示スペースへ
PM5:30 閉会

