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第 144 回日本美容外科学会学術集会
会長

宮田

成章

みやた形成外科・皮ふクリニック

この度、第 144 回日本美容外科学会学術集会を有明セントラルタワーホール

& カンファレンスで開催させて頂くこととなりました。

ここ数年はコロナウィルス流行の影響を受けて、学会運営の舵取りが難しい状

況が続いておりますが、美容外科における個人情報流失のリスクや学会規模を考
え、十分な感染防止対策を施した現地開催のみの形式をとることにしました。都

内中心部からはやや外れますが広いカンファレンスホールを用意して、2 つの会
場を使っての開催としました。

今回のプログラムは非外科的な治療を中心に組み立てました。私の専門分野で

あるこの領域は昨今急激に発展してきており、特に我が国においては施術数の大
半を占めるまでになっています。

本学会では、教育講演として順天堂大学形成外科教授の水野博司先生に再生医

療の現状をお話しいただくほか、特別レクチャーとしてクロスクリニック銀座の
石川浩一先生に今トレンドとなっている HIFU の照射方法の実際をビデオを含め

て供覧いただきます。シンポジウムとしては会員諸氏が興味を持っているであろ
う non-surgical 美容医療のクリニック経営について、そして最近問題となってい

るヒアルロン酸注入の入れ過ぎか適量かについて発表、討論頂きます。第 2 会場
では、海外（アジア）の医師によるビデオ講演を上映します。普段国際学会でし
かお目にかかれないような著名な医師の講演を多数聞くことができます。現在来
日が難しいからこそビデオ講演を喜んで引き受けて頂けました。コロナ禍を逆手
に取っての企画ですので、楽しみにして頂ければと思います。

活発な討論がなされ、皆様に有意義な学会となりますよう祈念しております。
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参加者の皆様へのご案内

１）参加受付（有明セントラルタワーホール＆カンファレンス 3 Ｆ

ホワイエ）

6 月 25 日（土） 12：00 ～ 17：40
２）参加費
会

員：8,000 円（抄録集 1 冊分を含みます）

非会員（※ 1）
：10,000 円（抄録集は含みません）
初期研修医（※ 1）
（卒後 2 年目まで）
：無料（抄録集は含みません）
メディカルパートナー（※ 2）
：8,000 円（抄録集 1 冊分を含みます）
（※
 1）当日身分証明書の提示が必要です。初期研修医は登録区分証明書の提出も必要で
すので、学会ホームページより事前にダウンロードの上ご持参ください。
（※ 2）会員施設の職員に限る。
抄録集：１冊 1,000 円
参加費を受付で納入し、ネームカードをお受け取りください。
ネームカードは所属氏名をご記入の上、会場内では必ず着用してください。
領収書の再発行は出来かねますので、紛失されないようにご注意ください。
３）その他のご案内
・クローク：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス 3 Ｆ Room6 12：00 〜 19：00
・会場内では、マスクの着用をお願いします。
・携帯電話：会場内では電源をお切りになるか、マナーモードでご利用ください。
・呼び出し：原則として会場内での呼び出しは行いません。
・講演会場での写真撮影・録音等は、著作権保護および個人情報保護の観点から禁止と
させていただきます。ただし、事前に学会本部に申請されて許可を得た方に限っては
これを認めます。
・ランチョンセミナーは予定しておりません。
・懇親会は予定しておりません。
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発表者の方および座長の先生へのご案内

発表者の方へ
１）発表時間
特別レクチャー：発表 35 分（質疑応答含む）
教

育

講

演：発表 40 分（質疑応答含む）

シンポジウム１：発表 12 分／総合討論 17 分
シンポジウム２：発表 10 分／総合討論 15 分
一

般

演

題：発表 6 分／質疑・応答 3 分

２）発表形式
(１) 発表形式はPCプレゼンテーションに限定します。
スライドやビデオは使用できませんので、ご注意ください。
(２) 発表データはUSBメモリもしくはPC本体持ち込みのみとさせていただきます。
(３) 講演開始30分前迄にPC受付にて発表データの試写と受付を済ませてください。
PC持ち込みの方も、30分前迄にPC受付へお越しください。
(４) パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。
(５) セッション開始10分前までに会場内前方の「次演者席」にご着席ください。

座長の先生へ
ご担当セッション開始 10 分前までに会場内前方の「次座長席」にご着席ください。
各セッションの進行は座長にご一任といたしますが、終了時間は厳守ください。
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交通案内・会場案内
有明セントラルタワーホール＆カンファレンス 3F
〒135-0063

東京都江東区有明３-７-18

·ゆりかもめ線「東京ビッグサイト駅」徒歩 4 分

·りんかい線「国際展示場駅」徒歩 5 分

有明セントラルタワー

ホール＆カンファレンス

3F
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日 程 表

2022 年 6 月 25 日（土）

第 1 会場

第 2 会場

企業展示会場

Room1

Room2

レセプション 1・２

12:30
12：55-13：00

13:00

開会式

13：00-13：35
特別レクチャー

「HIFU 実技ビデオ供覧

最大の効果と安全性」

座長：佐藤

13:30

14:00

演者：石川

薫

浩一

13：35-14：40
シンポジウム１
「non surgical 美容医療と経営」
座長：宮田 成章

13：00-14：30
海外ドクター講演
「non-surgical aesthetic procedure in Asia」

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

15：00-15：50
スポンサードセミナー 1
座長：古山 登隆
演者：岩城 佳津美、土屋 沙緒
共催：株式会社ジェイメック

14：30-16：00
海外ドクター講演
「non-surgical aesthetic procedure in Asia」
(Repeat 再生 )

12：30-17：40
企業展示

16：00-16：40
教育講演
「再生医療の現状」
座長：林 寛子
演者：水野 博司

16：50-17：30
スポンサードセミナー 2
座長：久保田 潤一郎
演者：滿行 みどり、丸山 直樹
共催：ハルテック株式会社

16：50-17：30
一般演題 1
座長：土井 秀明

17:30

18:00

17：40-18：10
一般演題 2
座長：島倉 康人

17：35-18：35
シンポジウム２
「注入療法 over ﬁlled syndrome
入れ過ぎか適量か」
座長：青木 律

18:30
18：35-18：40

閉会式

19:00
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プログラム
第 1 会場

開会式


宮田

12：55～13：00

成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

特別レクチャー：HIFU 実技ビデオ供覧


最大の効果と安全性

座長：佐藤

13：00～13：35

薫（医療法人社団仁薫会かおるクリニック）

HIFU のたるみ解剖と臨床効果に基づく照射法



石川

浩一



医療法人社団優成会

クロスクリニック銀座

シンポジウム１：nonsurgical美容医療と経営


座長：宮田

13：35～14：40

成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

SY1-1 私の目指すサステイナブルな医院経営



荒尾



あらおクリニック

直樹
青葉台皮膚科・形成外科

SY1-2 “ 失敗はロジック，成功はカオス ”。美容クリニック院長のトホトホ日記。



塚原

孝浩



医療法人愛誠会

つかはらクリニック

SY1-3 ライフステージの変化に寄り添う無理をしないクリニック経営



原

伽耶



八重洲形成外科・美容皮膚科

SY1-4 当施設における美容医療の現状について



黄

聖琥



KO

CLINIC

for

Antiaging
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スポンサードセミナー 1：たるみへの複合アプローチ〜注入・機器それぞれを柱として〜 15：00～15：50


座長：古山

登隆（自由が丘クリニック）

SP1-1 フィラー注入を柱としたたるみに対するアプローチ

岩城

佳津美

いわきクリニック形成外科・皮フ科

SP1-2 たるみ治療における複合的アプローチ～同期平行型超音波ビーム SUPERB を加えた新しい治療戦略～

土屋

沙緒

すなおクリニック
	

共催：株式会社ジェイメック

教育講演：再生医療の現状


座長：林

16：00～16：40

寛子（ジョイアクリニック）

美容医療における再生医療の現状

水野

博司

順天堂大学医学部

形成外科学講座

一般演題１


1

座長：土井

秀明（医療法人杏皇会

16：50～17：30

こまちクリニック）

レーザー治療前後で rRNA 遺伝子解析を用いて顔の皮膚細菌叢の変化を調べた１例

亀井

康二、東山

麻伊子、木村

哲治

カメイクリニック

2

日本人におけるハイブリッドヒアルロン酸製剤「Profhilo」の臨床検討

中野

あおい

あおいクリニック銀座

3

当院における前額部骨膜下ヒアルロン酸製剤注入 199 症例の検討

酒井

新介、鈴木

知佳、藍

蘭、柚崎

一輝、吉種

克之

東京イセアクリニック

4

アクアミド R 注入後の上口唇有痛性硬結に対する治療経験

伴
1)

楓子 1)、衞藤

福岡山王病院

明子１)、髙木

誠司２)、大慈弥

形成外科、2) 福岡大学医学部

裕之１)

形成外科
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シンポジウム２：注入療法


over filled syndrome 入れ過ぎか適量か

SY2-1 Say No to Overfilling ！

杉野

律（グリーンウッドスキンクリニック立川）

―自然な若々しさを求めて

宏子

医療法人社団青真会

SY2-2

座長：青木

17：35～18：35

青山エルクリニック

ミッドフェイスエリアにおける over filled syndrome への治療戦略

野本

俊一

BR CLINIC GINZA

SY2-3 over filled syndrome を考察する

岩城

佳津美

いわきクリニック形成外科・皮フ科

SY2-4 Facial Overfilled Syndrome - most common fillers complication people don’t talk about
Tingsong Lim

閉会式

宮田

成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

18：35～18：40
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第 2 会場

海外ドクター講演：non-surgical aesthetic procedure in Asia
1

13：00～14：30

An update on the current practice of aesthetic dermatology in Taiwan

Peter Peng
2

Laser toning the most successful aesthetic laser in Thailand.

Niwat Polnikorn
3 Recent Trends Regarding Common Pigmented Lesion Therapy from the Perspective of Korea

Geun Soo Lee
4

Polish the Innate Beauty:
How the Emotion AI Help to Solve the Unmet Need in Aesthetic Practice.

Chao Chin Wang
5

My daily routine procedures for cosmetic dermatology.

Alexander Kyung Real Lee
6

Forehead Aesthetics: the Emerging Needs in Covid Pandemic Time

William Ko

海外ドクター講演：non-surgical aesthetic procedure in Asia

14：30～16：00

Repeat 再生

スポンサードセミナー 2：

最先端フェムテック 〜レーザー＆電磁パルス HITSＴＭ で行うフェムゾーン＆ボディー革命！〜



SP2-1

座長：久保田

潤一郎（久保田潤一郎クリニック）

美容外科医が行うフェムゾーン治療～機器治療・手術・再生医療

滿行

みどり

みどり美容クリニック・広尾

SP2-2

16：50～17：30

形成外科

高強度テスラ磁気刺激 HITS™ 治療の経験

丸山

直樹

銀座マイアミ美容外科



共催：ハルテック株式会社
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一般演題２


5

座長：島倉

17：40～18：10

康人（東京メモリアルクリニック

美容外科）

睫毛縁切開における皮膚縫合の必要性について

林原

伸治

林原医院

6

Flared nose( しし鼻 ) に対する手術治療

上

敏明

名古屋形成クリニック

7

ボツリヌストキシン製剤により改善した孤立性上眼瞼後退症の一例

兵頭

徹也、佐藤

英明、大慈弥

裕之、古山

登隆

自由が丘クリニック
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