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The 13th Live Forum for Anti-Aging Surgery & Regenerative Medicine by JAAS

第13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

2022年11月19日-11月20日 第4回ネオエイジング分科会と同時開催
■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

詳しいプログラムはWEB　http://www.jaas-academy.com/にて案内

会場内ライブ供覧

クリニックライブ直視

13回目はメイン会場＋サブ会場を用意。後継の若き医師らに症例発表の機会を
サブ会場では、「美容内科医」「メディカルエステ」そして全出展者のプレゼンが
　第 13 回 JAAS ライブフォーラムを 11 月 19 日（土）‐20 日（日）に開催する運びとなりました。一昨年より新型コロナ感染症（COVID‐19）拡大がつづき未
だ収束には至りませんが、2022 年の今年も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、現地開催の決定
となりました。11 月の状況をみながら必要であれば感染症対策、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。
　13 回目を迎えるにあたり、歴史の浅い JAAS だからこそ斬新なプログラム内容を組み込む予定で、美容外科、美容皮膚セッションでは、次世代の若き医師ら
に症例を開示していただきながら、会場内の先生方と大いに議論していく試みを考えています。数少ない症例ながらも、美容医療に日々取り組む新世代の演者、
そして経験を踏まえた見識と知識でその講演を聴講する参加医師とのディスカッションは必ず大いなるヒントと学びの機会になることは間違いありません。ま
た「クレーム症例」をあえて公開してもらう演者もエントリーしていただきます。さらに、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」を組み込みこんでいただく予定です。
そして、今年は、メイン会場のほかに、「美容内科」「メディカルエステ」の講演とデモ実演をしてもらうサブ会場を用意しました。いまや美容医療の治療、施
術は外科、皮膚科領域を超えて「内面美容」「心身のケア」にまでその裾野を広げ、美容医療とアンチエイジング内科、メディカルエステとの協業あるいは情
報共有が欠かせません。歴史ある美容系医学会ではなかなか踏み込むことのできない、こうした「新しいアカデミズム」を JAAS がプラットホームの役割を果
たしながら、業界そし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。
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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

○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（クリニック直視１日10名まで）□JAAS会員　□非会員　□同時入会

フォーラム参加登録費について
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）、認定メディカルエステティシャン

　資格者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｡
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詳しいプログラムはWEB　http://www.jaas-academy.com/ にて案内



開　　催　　概　　要

名　称：第13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：●2022年11月19日（土）11月20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600名の参加見込

フォーラム参加登録費について：

　　カンファレンス会場ライブ映像供覧○R 席　撮影NG

　　　○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日間で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

　　クリニック直視ライブ供覧○S 席（1日10名まで）  撮影OK（収録動

　　　　画進呈）

　　　○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）、認定メディカルエステティシャン資格者の

　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｡

プ ロ グ ラ ム
　　　　　　　　　　　　　   11月 20日（日）　　　　　　　　　　　　　　 11月 19日（土）

□◆ 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

AM8:30－受付

AM9:00‐11:30　座長・進行
　　　　　　　　　  六本木境クリニック院長
　　　　　　　　　  境　隆博MD

　　　　　　　　　  
AM9:00‐9:30　他院修正　顕微鏡下眼瞼下垂手術　他院修正について
　　　　　　　　　  オキュロフェイシャルクリニック院長
　　　　　　　　　  鹿嶋　友敬MD

AM9:30‐10:00　JSAS理事長就任にあたり、美容医療の歴史とこれからの役割を考える」
　　　　　　　　　  聖心美容クリニック総院長
　　　　　　　　　  鎌倉　達郎MD

AM10:00 ‐10:30　bFGF添加PRP再生療法における治療効果の三次元的解析」
　　　　　　　　　  聖心美容クリニック広島院院長
　　　　　　　　　  中辻　隆徳MD

AM10:30‐11:00　乳頭縮小術
　　　　　　　　　  あきこクリニック
　　　　　　　　　  田中　亜希子MD

AM11:00‐11:30　唾液腺除去による若返り-pearls and pitfalls
　　　　　　　　　  ジョウクリニック銀座院
　　　　　　　　　  武藤　智香MD

　
AM11:30‐PM12:10　仮題）美容クリニック需要増す治療メニューと2023年の人気メニュー
　　　　　　　　　  を占う
　　　　　　　　　  ウェルス・コンサルティング代表取締役
　　　　　　　　　  藤城　健作氏

PM12:10‐1:00　昼食（お弁当支給）および展示スペースへ
PM1:00‐1:40　美容外科・皮膚科・内科など包括的に治療を施し、外見も内面も綺麗にな
　　　　　　　　　  っていく～美容ライフスタイルカンパニーから発信する症例
　　　　　　　　　  ビアンカクリニック総院長
　　　　　　　　　  堀田　和亮MD

PM1:40‐2:20　脂肪吸引・注入後の合併症」
　　　　　　　　　  MYCLI院長
　　　　　　　　　  本田マイケル武史MD

PM2:20‐3:00　展示スペースへ
PM3:0‐4:30　Live Surgery ②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）
　　　　　　　　　  ①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  ② 4Dクレオパトラリフトによる小顔形成術
　　　　　　　　　  ジョウクリニック総院長
　　　　　　　　　  重本　譲MD
PM4:30　閉会

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

AM10:00‐11:40　座長・進行
　　　　　　　　　  東京皮膚科・形成外科
　　　　　　　　　  青木　晃MD

AM10:00‐10:40　美容外科の治療メニューと相互補完できるメディカルエステの提供メ
　　　　　　　　　  ニュー（第1期メディカルエステティシャン資格講座第4回）
　　　　　　　　　  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
AM10:40‐11:10　仮題）実践編：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
　　　　　　　　　  GINZA AYUMi CLINIC院長　
　　　　　　　　　  増田　あゆみMD
　
AM11:10‐11:40　中国、韓国で流行る美容医療
　　　　　　　　　  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　

AM11:40‐PM13:00　企業プレゼン　12：00お弁当お茶　支給　・展示スペースへ
PM13:00‐14:00　座長・進行
　　　　　　　　　  東京皮膚科・形成外科
　　　　　　　　　  青木　晃MD

PM13:00‐13:40　NMNの上位互換？　5デアザフラビンとは
　　　　　　　　　  銀座アイグラッドクリニック　院長
　　　　　　　　　  乾　雅人

　
PM13:40‐14:20　非架橋ヒアルロン酸+アミノ酸製剤「JALUPRO」による肌再生治療の最　
　　　　　　　　　  前線～真皮、皮下組織、リガメントのECMリモデリングによるトータ
　　　　　　　　　  ルケアについて～ 　
　　　　　　　　　  まりもクリニック
　　　　　　　　　  牧野　良彦 MD
PM14:20‐16:00　仮題）脱アセチル化とネオエイジング医療～メトセラＮＭＮの臨床研究
　　　　　　　　　  で明らかになる若返りと偏頭痛、がん、突発性難聴、顔面神経麻痺、
　　　　　　　　　  歯槽膿漏など疾患に対する有用性、ネオエイジング医療で始まる医療
　　　　　　　　　  施設における「標準プロトコール」と地域医療への貢献型「鎌倉プロ
　　　　　　　　　  ジェクト」の概要
　　　　　　　　　  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
PM16:00‐16:20　休憩・展示スペースへ
PM16:20‐17:20 　Live Surgery ①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） 老化細胞除去を併用した、切らないクマ治療及び涙袋形成術
　　　　　　　　　  東京皮膚科・形成外科総院長（JAAS理事長）　
　　　　　　　　　  池田　欣生MD

PM17:20‐18:00　展示スペースへ

PM18:00　閉会

□◆ 中継会場
東京皮膚科・形成外科　銀座院
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