日本美容外科学会(JSAPS)【野平久仁彦会長】
第 128 回学術集会プログラム
日時：平成 29 年 1 月 14 日（土）
会場：パレスサイドビル

9:00～17:00

マイナビルーム 9 階 room A・B・C・D・E

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 (東西線 竹橋駅下車 徒歩 1 分)
組織会長：青木

律（グリーンウッドスキンクリニック立川）

事務局長：野本 俊一 (日本医科大学
〒113-8603

形成外科)

東京文京区千駄木 1−1−5

Tel: 03-5814-6208（医局直通）

E-mail: jsaps128@nms.ac.jp

演者の方へ
・発表用に WindowsPC を 1 台設置しております。プレゼンテーションソフトは
PowerPoint です。USB メモリーでデータをお持ちください。
・ご自身の PC や MAC を接続しての発表も可能です。VGA（15 ピン）アダプター
をご持参ください。
・試写スペースは設けてありませんのでスライドショーの動作確認は自己責任
でお願い致します。
・発表時間を厳守してください。
参加費：5,000 円（今回は特別に会員非会員問わず一律料金とさせて頂きました。
JSAPS 会員以外の方も多数のご参加をお待ちしております。）
※抄録集、ランチョンセミナーのお弁当の数には限りがございます。
※学会終了後の懇親会の予定はありません。
※会場内での写真、ビデオ撮影は禁止いたします。
第 128 回日本美容外科学会学術集会

組織会長：青木

律

ルーム A（メイン会場）
9:00～9:10 開会の辞
9:10～10:10
特別企画
「Hands-on training in English presentation skills 英語で発表してみよ
う」
座長 水野 博司（順天堂大学 形成外科）
講師 Timothy Minton（慶應義塾大学 医学部英語科）
1. Differential diagnosis of earlobe keloid
Noriko Matsumoto（日本医科大学 形成外科）
2. Self-mutilation by a Patient with Borderline Personality Disorder
Ryutaro Tanaka（昭和大学 形成外科）
3. Eyebrow change after blepharoplasty
Hidenori Ito（福岡大学 形成外科）
（休憩 10 分）
10:20～11:20
特別講演 1（形成外科領域講習）
「22 世紀の美容医療」
司会

白壁 征夫（サフォクリニック）

1. 「美」は時代を超えるか？
-ギリシア哲学から脳科学まで青木 律（グリーンウッドスキンクリニック立川）
2. 生命史をたどり未来の美容医療を変える！ -メカノバイオロジーの最新
理論と美容医療への応用小川 令（日本医科大学 形成外科）
日本形成外科学会「形成外科領域講習」に認定されております。受講証明書が必要な場合には
学会参加費とは別途受講料(1,000 円)が必要となります。 途中参加・退出は無効です。お早め
に受付をお済ませください。

(休憩 20 分)
11:40～12:40
ランチョンセミナー
「治療願望の強いコンプレックス疾患へのアプローチ ～女性の薄毛とすそわ
きが～」（共催：メトラス株式会社）
座長 林 寛子（烏丸姉小路クリニック）
1. フラクショナルニードル RF による、すそわきが治療の実際
丸山 直樹（ガーデンクリニック）
2. 今でも遅くない、女性向け薄毛治療の実践
梁川 厚子（ヤナガワクリニック）

（休憩 20 分）
13:00～13:40
一般演題
座長

山下 理絵（湘南鎌倉総合病院

形成外科・美容外科）

1. 耳下腺管損傷が疑われたスレッドリフトの一例
深谷 元継（鶴舞公園クリニック）
2. PRP（多血小板血漿）療法は本当に再生医療だろうか？
深谷 元継（鶴舞公園クリニック）
3. 抜歯矯正治療における E-Line の変化について
森 淳一郎（もり矯正歯科医院）
4. スカルプマイクロピグメンテーション ( SMP ) による瘢痕および脱毛部
位のカムフラージュの試み（第 2 報）
今川 賢一郎（ヨコ美クリニック）
5. 男女別のレーザー治療の検討（保険外）
松尾 由紀（湘南鎌倉総合病院）
（休憩 10 分）
13:50～14:50
シンポジウム 1
「4 社対抗ピコレーザー対決」
座長

河野 太郎（東海大学

形成外科）

1. PicoWay®（Syneron Candela）代表
宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）
2. enLIGHTen®（CUTERA）代表
加藤 晴之輔（ルーチェ東京美容クリニック）
3. PicoSure®（Cynosure）代表
大城 貴史（大城クリニック）
4. Discovery PICO®（Quanta System）代表
衣笠 哲雄（きぬがさクリニック）
(休憩 10 分)
15:00～16:00
特別講演 2
「美容医療の適正化」
座長

佐藤 兼重 （千葉大学
大慈弥 裕之（福岡大学

演者 秋野 公造（参議院議員）
金光 一瑛（厚生労働省医政局経済課）

形成外科）
形成外科）

（休憩 10 分）
16:10～17:00
シンポジウム 2
「スペシャリストによる症例検討会 わたしならこうする」
座長 古山 登隆（自由が丘クリニック）
演者 1.
2.
3.

菅原 康志（リラ クラニオフェイシャル クリニック）
亀井 眞（共立美容外科宇都宮院）
西村 雄（四条烏丸 松ヶ崎クリニック）

17:00～17:10

閉会の辞

ルーム B
・企業展示Ⅰ(9:00～17:00)
アラガン、カキヌマメディカル、サンソリット、ジェイメック、メイフラワ
ー、メディカランド、メディカルユーアンドエイ、メトラス（五十音順）
・ドリンク＆軽食サービス(10:00～16:00)
ルーム C
・企業展示Ⅱ(9:00～17:00)
ピコレーザー展示：キュテラ、サイノシュア、シネロンキャンデラ、ビッグ
ブルー、ルートロニック （五十音順）
ルーム D
・理事会（10:00～12:00）
ルーム E
・企業展示Ⅲ（10:00～17:00）
REIKO KAZKI ハンズオンセミナー（12:40～13:10, 14:50～15:20）
＊セミナー以外の時間も極薄粘着テープやリハビリメイクの展示あります

【会場フロア図】

