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公式サイト http://www.jaas-academy.com/
下記は事務局記入欄        

受付日　　　    　／　　　　   入金日　　　　　　　　 　　 登録№　　　  　　／

 　

　参加申込書　FAX03－6222－3125まで  

　美容医療と美容サロンの住み分けは、「医療」か「非医療」であることはいうまでもない。しかし近年、美容医療業界では治療
メニューの低侵襲化、美容皮膚診療の台頭などで、美容外科や形成などの切開系クリニックを除き、治療単価の低価格化が進み、
大中小規模に限らず美容クリニック一院における医業収入はおしなべて、過去30年の変遷でみれば、減収となっている（美容医療
の市場規模はおよそ4,000億円、うち非外科系の比率が過半数をこえる）一方で、エステサロンは、事業者売上ベースで3,500億円
規模ではあるが、この2年新型コロナ感染拡大でマイナス要因が大きく、また店舗の営業休止を余儀なくされたところも少なくな
い。こうしたクリニック、エステサロンの現況をみてみれば、新たな市場性、新たな業態変換がみてとれる。美容クリニックでは
事実、医療という信頼性と医学をベースにしたメディカルエステメニューの提案と施術に患者、あるいは美容ユーザーから支持が
広がりつつある。医療脱毛あるいはメディカルアートメイク（医師法第17条）は行政指導の徹底もあり、もはや美容サロンではご
法度。したがって看護師が医師の指導もと施術を行うことからから医療スタッフの労働生産性をあげている。そして、「メディカ
ルエステ」部門を開設、併設する動きはさらに加速する勢いであることから、コメディカル以外のクリニックスタッフにエステ向
けスキルを学ばせたり、メディカルエステティシャンの人材募集をする美容クリニックも少なくない（医療行為でないため医師の
指導はいらない）。
　こうした医療側からの「美容エステ」メニューの取り込みに対して、エステサロンでは、エステ特有の顧客満足度をあげるカウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンセリング、手技、実技などをさらに強化し、一方で、安全で施術効果の高いメデ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィカルエステ専用のマシンの導入と、高いスキルを誇るハンド術で集客アップ、リ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーターの確保をする。とはいえ、サロンの現場で時として施術に対するクレーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が生じ、その提携先として信頼ある医療施設が求められている。すでにこうした　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  「提携、連携」では、相互の顧客、患者の共有が生まれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この6月からスタートするJAASメディカルエステティシャン資格講座は、こうし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た「メディカルエステの知識、技能」を学び、実践してもらうカリキュラムを用意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、とりわけ「美容医療で不得手としているエステティックマインド」を吸収し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美容クリニックとメディカルエステとが協調関係を構築できる機会を提供していき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい（講義、供覧中のアートメイク術は医師、歯科医、看護師以外は実践できませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん）。

■参加対象　定員：看護師、医療スタッフ、美容クリニック連携をめざすメディカルエステティシャン、歯科衛生士、

　　　　　　　　　医師、歯科医など60名

■　参　加　費　：第1回　20,000円（税別）、　第2回（実技研修あり）・第3回（実技研修あり）30,000円（税別）、第

　　　　　　　　　4回修了講座（第13回JAASライブフォーラム）　1日参加13,000円 2日間参加17,000円（第2回、第3回

　　　　　　　　　日程およびカリキュラムは後日発表）

■資格取得について：JAAS会員入会ならびに必須講座カリキュラム履修（第１回6月26日、第2回8月28日、3回10月、第4回

　　　　　　　　　11月19日、20日受講後、JAASメディカルエステティシャン資格認定のための申請書を提出、書類審査

　　　　　　　　　後認定証を発行）資格カリキュラム履修にて

■JAASメディカルエステティシャン資格者に限り、美容クリニック＆エステサロン連携登録を進めます。

◆資格取得を目指さない参加も可（ただし連携登録なし、終了後の収録動画配信は、資格取得をめざす受講者のみ）

JAAS日本アンチエイジング外科学会／JAASアカデミー第9回公開講座／JAASクリニカルエステ・アカデミー共催

美容クリニックとエステサロンの連携めざし
第1期JAASメディカルエステティシャン資格講座

 　　第１回　東京入門講座
2022年6月26日（日）AM9:30‐PM5:00（受付：AM9:00）

TKP品川カンファレンスセンターANNEX　参加枠60名　定員になり次第締め切りとなります｡
◆第1回～第4回資格カリキュラム履修にて

①JAASメディカルエステティシャン資格申請・授与および②美容クリニック＆エステサロン連携登録（資格については２面参照）
◆資格取得を目指さない参加も可（ただし、終了後の収録動画配信は、資格取得をめざす受講者のみ）　
□資格講座　第2回：8月28日 名古屋　第3回：10月東京　第4回修了講座：第13回JAASライブフォーラム

  信頼される「クリニカル・エステティシャン」の養成と､
  エステ特有の顧客満足度をあげるカウンセリング､
  手技、実技などを学び、「顧客」の共有めざす｡

受講対象は、看護師、医療スタッフ、美容クリニック連携をめざす
メディカルエステティシャン、歯科衛生士、医師、歯科医

共催：一般社団法人　JAAS 日本アンチエイジング外科学会　JAAS アカデミー　JAAS クリニカルエステ・アカデミー
企画・運営：JAAS アカデミー http://www.jaas-academy.com/

開催概要・プログラム・2回～4回日程（2～3頁）・申込書（4頁）

  　　　　　□資格取得をめざす　　　　　　　　　　　　 　□めざさず参加

6月26日（日）東京　　　   　8月28（日）名古屋　　　　   　10月　東京　 　  　 11月19日（土）～20日（日）

申 込 区 分
（必ず該当欄に□を）

申込日　　2022 年　　　月　　　日

□看護師　　　□医療スタッフ　　　
□美容クリニック連携をめざすメディカルエステティシャン
□歯科衛生士　　　□医師　　　□歯科医

　　     

  　　　  

フリガナ

 氏　名         　　　　　　    男・女                   印

御請求書住所   〒                                 　　　　都・道・府・県

  

TEL       　　    FAX

E-mail     　　　　　　@

勤務先又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部　署
所属医院       　　 （資 格）

勤務先     　〒    　　　　　　　　　　勤務先
住　所         　　　　         TEL

1日参加　13,000円
× 　名＝　　　　円

2日間参加　17,000円
× 　名＝　　　　円

20,000円（税別）
× 　名＝　　　　円

30,000円（税別）
× 　名＝　　　　円

30,000円（税別）
× 　名＝　　　　円

JAAS日本アンチエイジング外科学会／JAASアカデミー第9回公開講座／JAASクリニカルエステ・アカデミー共催

美容クリニックとエステサロンの連携めざし
第1期JAASメディカルエステティシャン資格講座

 　　第１回　東京入門講座
2022年6月26日（日）AM9:30‐PM5:00（受付：AM9:00）

TKP品川カンファレンスセンターANNEX　参加枠60名　定員になり次第締め切りとなります｡
◆第1回～第4回資格カリキュラム履修にて

①JAASメディカルエステティシャン資格申請・授与および②美容クリニック＆エステサロン連携登録（資格については２面参照）
◆資格取得を目指さない参加も可（ただし、終了後の収録動画配信は、資格取得をめざす受講者のみ）　
□資格講座　第2回：8月28日 名古屋　第3回：10月東京　第4回修了講座：第13回JAASライブフォーラム



6月26日（日）  第1回東京入門講座

開 催 概 要

）

名　称：第1期JAASメディカルエステティシャン資格講座

　　　　第1回東京入門講座

副　題：美容クリニックとエステサロンの連携めざして

共　催：JAAS日本アンチエイジング外科学会／JAASアカデミー第9回春季

　　　　公開講座／JAASクリニカルエステ・アカデミー

企画・運営：JAASアカデミー　東京都中央区新川2-21-15　1007 　　　

　　　　電話03-6222-3121　FAX03-6222-3125　

　　　　URL:http://www.jaas-academy.com/   

会　場：TKP品川カンファレンスセンターANNEX　東京都港区高輪3-13-1

日　時：2022年6月26日（日）AM10:00－PM5:00 （受付：AM9:30～）

■参加対象　定員：看護師、医療スタッフ、美容クリニック連携をめざす

　　　　メディカルエステティシャン､ 歯科衛生士､ 医師､ 歯科医など60名

■参加費：第1回　20,000円（税別）、　第2回（実技研修あり）・第3回

　　　　（実技研修あり）30,000円（税別）、　第4回修了講座（第13回

　　　　JAASライブフォーラム）　1日参加13,000円 2日間参加17,000円

　　　　（第2回、第3回日程およびカリキュラムは後日発表）

■資格取得について：JAAS会員入会ならびに必須講座カリキュラム履修

　　　 （第1回6月26日、第2回8月28日、3回10月、第4回11月19日、20日

　　　　受講後、JAASメディカルエステティシャン資格認定のための申請

　　　　書を提出、書類審査後認定証を発行）資格カリキュラム履修にて

■JAASメディカルエステティシャン資格者に限り、美容クリニック＆エス

　　　　テサロン連携登録を進めます。

◆資格取得を目指さない参加も可（ただし連携登録なし、終了後の収録動  

　画配信は、資格取得をめざす受講者のみ）　

「学術会員の数」で競うのではなく
「いかに実践の知識と技能を磨き、身に着けるか？」を、

JAAS医学会とアカデミーは追及しています。
　JAASの活動目的は、正しい美容医療・美容歯科・再生医療そし

てメディカルエステの技術の習熟と、新旧のスキルを比較検討し

ながら、継続的にまた経時的に症例を報告することで最良の施術､

治療法を普及させること。また、そのためには、侵襲性を伴う美

容整形・形成術を解剖学実習など基礎からの知識とトレーニング

をJAASアカデミーで学び、また、痛みを伴わない安全な非侵襲性

のテクニックも研鑚しながら、Memberそれぞれがオリジナリティ

をもつ美容医療・美容術術をめざしていきます。それにより業界､

市場のボトムアップをはかり、美容医療医・美容歯科医、メディ

カルエステティシャンのスペシャリスト育成や症例数では学際領

域で難しい課題をクリアにしていくことこそ重要だと考えます。

そして何より、美容医療クリニックが社会的にもより信用度を増

すことによってクライアントの需要を高めると共に、受診者に対

して高い技術の提供と医療サービスの向上を含めた質の高いアメ

ニティを提案できると考えます。

本会の研究活動領域は新たな施術、治療に対してその発表と経時

的な検証、さらには臨床解剖学、生理学などの基礎と実習を通じ

て、より治療効果が確認でき限りなく副作用のない抗加齢美容領

域のスキルの習熟をめざす。　                                                      

　具体的な発表、臨床研究、治療スキルの実践分野は・・・・

　美容外科・形成の治療術、検体を使用した解剖学実習、低侵襲

・非切開法による施術法や、美容・医療機器を使った美容医療を

中心に、内科的なアプローチにも焦点をあてる。また、美容歯科

としての歯科口腔分野にもトレーニングの幅を広げ、医科・歯科

の役割を議論しながら連携への道も検討していく。内科的な施術

では抗加齢、アンチエイジング点滴、オーソモレキュラーメディ

スン（サプリメント療法）、メディカルコスメティック、メディ

カルエステティックなど美容外科学的にも適用が可能な理論とス

キルも学び、啓蒙をしていく。さらに、研究室からクリニックへ

と実用段階に入っている幹細胞、GFセラピー、遺伝子美容皮膚再

生などの再生医療や、従来フィラー剤はもちろん、繊維芽細胞、

PRPなどのフィラー術などもトレーニングによって研鑽しながら､

会員同士の症例発表をしながら、正しいテクニックを医療、美容

消費者への普及、啓蒙していく。学会会員の対象範囲（正会員A）

は上記に関わる医師、（正会員B）は上記に関る歯科医、（正会員

C）は上記に関るコメディカル（看護師、歯科衛生士、医療施設

エステティシャン、メディカルエステティシャインなど）、（賛

助会員）は企業関係者

◎受付　AM9:30～TKP品川カンファレンスセンターANNEX

◎AM10:00〜10:30　開会あいさつ
｢メディカルエステに応用するプラズマフェイシャル・メニューとこれ
からの美容ユーザーの取り込みにおけるSDGsの実践」
（医）邦寿会理事長　東京皮膚科・形成外科グループ総院長
（JAASおよび医療アートメイク学会理事長　池田　欣生MD

◎AM10:30～11:00
｢美容医療に推奨するメディカルエステメニューと、メディカルアート
メイク術～看護師、医療従事者を年収1000万円プレイヤーに」
（医）聖美会　ジョウクリニック総院長　重本　譲MD

◎AM11:00～PM12:00
｢クレームを減らして、リピーターを増やすメディカルエステのカウン
セリング術」
JAASメディカルエステティシャン資格講座・専任講師　
日本エステティック業協会認定講師　
「アロマ＆エステ　サロン・ド・シュナ」代表・ビューティプランナー野村　純子氏

◎PM12:00～PM1:30　昼食・休憩（お弁当・お茶支給）　プレゼン
｢世界初！アーユルヴェーダ処方の発毛外用剤と女性の薄毛向けシャン
プー、トリートメント」
横浜市立大　生命ナノシステム科学研究科　長寿科学研究室　
国立ユーナニ・アーユルヴェーダ医科大学　准教授　三木　健輔　博士

｢メディカルエステで活用できる美容、アンチエイジングサプリ～リピ
ーターと集客を稼ぐ導入プラン」
ニュートリション・アクト

｢メディカルエステで活用できる高密度焦点式電磁「MAG　BLADE」
～筋トレ、脂肪燃焼そして膣トレ（骨盤底筋トレーニング）」
スカンジナビアサービス

｢メディカルエステで活用できる美容、発毛サプリ～露地栽培アガリク
スKA21処方製品のエビデンス」
東栄新薬

｢メディカルエステで活用できるプラズママシンとHIFU～美容クリニッ
クでの評価を得た体感、施術効果について」
ARTISTIC

◎PM1:30～2:00
｢医師として経営者として考える未来予想～メディカルエステ開設で成
功する美容クリニック～そのヒントを探る」
光伸メディカルクリニック院長　中村　光伸MD

◎PM2:00～2:40
｢デンタルエステ　審美歯科　アンチエイジング歯科と
歯科メディカルエステとしての口元美容メニューとその実践」
BREATH DENTAL CLINIC院長（神奈川歯科大学　臨床講師、日本大学　兼任講師）
中村　朋美

◎PM 2:40～3:20
｢美容クリニックの最新事情とメディカルエステ併設、開業で成功する
モデルケース～インスタ、動画を活用した集客の実例と成功への道」
ウェルス・コンサルティング　代表取締役　藤城　健作氏

◎PM3:20～4:00
｢オンライン診療、予約、美容クリニックとサロンの紐づけで患者の情
報共有～サロンでの火傷対処などオンラインでの対応を」
シープ　河本　雅嗣氏

◎PM4:00～4:40
｢メディカルフェムテックにおける美容婦人科形成術（膣腔内注入）と
メディカルエステとしての女性器ケア、美白の施術法について」
GINZA AYUMi CLINIC院長　増田　あゆみMD

◎PM4:40～5:00
｢本資格講座でのカリキュラム概要について～美容医療を補完できるメ
ディカルエステ術～知識、スキル（皮膚、生理学、フェイシャルエステ、
ボディエステ、フットケア、リフレクソロジー、ホットストーン、ハン
ドドレンージュ基本手技、メイク、マシンを使ったシミ、しわ、たるみ
施術、サロンワーク実務、接客、営業トークおよびカウンセリング）と
一部アートメイク、美容医療術供覧」　　　　　
JAASメディカルエステティシャン資格講座・専任講師　
日本エステティック業協会認定講師　
｢アロマ＆エステ　サロン・ド・シュナ」代表・ビューティプランナー野村　純子氏

◎PM5:00　閉会

会場：TKP 品川カンファレンスセンター ANNEX　

住所： 東京都港区高輪 3-13-1
アクセス：JR 山手線 品川駅 高輪口 徒歩 4 分
 ・JR 京浜東北線 品川駅 高輪口 徒歩 4 分　 ・JR 東海道本線 品川駅 高輪口 徒歩 4 分
 ・JR 横須賀線 品川駅 高輪口 徒歩 4 分　     ・京急本線 品川駅 高輪口 徒歩 5 分
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa-annex/access/

8月28日（日）第2回名古屋講座（後日開催日程、場所、内容はご案内）
講師：野村純子氏（実技指導あり）、水野力MD、重本譲MD（看護師）、
　　　美容皮膚科講師、歯科エステ講師

10月（日）第３回東京講座（後日開催日程、場所、内容はご案内）
講師：野村純子氏（実技指導あり）、美容皮膚科講師、歯科エステ講師

修了講座　11月19日（土）‐20日（日）第13回JAAS東京ライブフォーラム
（TKP新橋カンファレンスセンター）
講師：野村純子氏ほか2日間にわたる講演、ライブ生中継
　　 （2日間開催ですが、1日のみ受講でも可）

第2回、第3回、第4回
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