※予告なくスケジュール内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

タイムテーブル
第１日目

※敬称略をしてあります。

２０１９年４月１７日（水）

第２日目

２０１９年４月１８日（木）

Room A

Room B

Room C

Room A

Room B

Room C

B1Fプロミネンス

B1F ギャラクシーⅠ＋Ⅱ

B1F ギャラクシーⅢ

B1Fプロミネンス

B1F ギャラクシーⅠ＋Ⅱ

B1F ギャラクシーⅢ

8:00

8:00
8:30〜受付開始

9:00

開会の辞
Live サージェリー

8:55〜9:00
9:00〜10:30

シンポジウム2

9:00

9:00〜10:20

眼瞼下垂

たるみ治療～機械と注入

座長：高田 章好
演者：柿崎 裕彦

座長：石川 浩一
演者：慶田 朋子、加王 文祥
今泉 明子、谷 祐子

10:00

10:00
シンポジウム3
シンポジウム1

11:00

10:40〜11:55

脂肪注入による豊胸術
私のこだわり
座長：酒井 直彦/鎌倉 達郎

次期会長委嘱式
ランチョン 1

11:55〜12:00
12:00〜13:00

低出力体外衝撃波による ボディコントワリング ＆
フェイストリートメント
座長：水野 博司
演者：木村 久理子 平井 隆
共催：株式会社メディカルロジック

13:00

一般演題 1
座長：平田 修人

演者：北條 元治、筒井 裕介
百澤 明、前多 一彦、石原 信浩

演者：境 隆博、丸山 直樹、山下 昭悟、
三原 栄作、望月 香奈、酒井 成身、中辻 隆徳

10:40〜11:50

11:00

9:00〜10:25

これからの美容外科
～女性の視点から
座長：田中 亜希子
演者：小宮 美慧、大橋 菜都子、吉田 由佳、
福澤 見菜子

シンポジウム6

シンポジウム9

10:40〜11:55

スレッドリフトー
患者満足度を高めるために
演者： 小川 英朗、田中 亜希子、佐藤 英明、
八杉 悠

ランチョン 2

シンポジウム8

演者：水野 力、平田 修人、横谷 仁彦、小野 准平
池田 欣生

座長：鈴木 芳郎

12:00〜13:00

糸（スレッドスーチャー）の進化に伴う総合的
フェイシャルトリートメントの提唱
座長：鈴木 芳郎
演者：梁 太一、鈴木 芳郎
共催：PRSS.Japan 株式会社

ランチョン 3

12:00〜13:00

12:00

PDOスレッド 及び UV Protection
最新アップデート
座長：征矢野 進一
演者：田中 亜希子、Steven Thng
共催：Eye-Lens Pte LTD

13:00

13:00〜14:00
特別講演 1
美容医療における脂肪組織の応用

ランチョン 4

12:00〜13:00

トータルフェイシャルトリートメントから考える
層別治療の有効性
座長：辻野 一郎
演者：今泉 明子
共催：アラガン・ジャパン株式会社

特別講演 3

10:40〜11:55

フィラー豊胸術
座長：鎌倉 達郎/高田 章好
演者：蝶野 貴彦、鎌倉 達郎、SHIN JUN HO、
曽山 浩輔、PARK YONG HO

ランチョン 5

12:00〜13:00

ベビーコラーゲンフィラーとHAフィラー
私のフィラーの使い方
座長：池田 欣生
演者：田中 亜希子、 小村 十樹子、
NARK-KYONG RHO
共催：ワイズインターナショナル株式会社

14:10〜15:30

鼻尖の美容外科におけるめい医
座長：福田 慶三
演者：草野 太郎、大場 教弘、福田 慶三

14:10〜15:05
女医が活躍できるこれからの美容医療
特別シンポジウムⅠ

座長：渡邊 千春
演者：、八田 真理子、 居原田 麗、
渡邉 千春、 大久保 ゆかり

スポンサードセミナー1

14:10〜15:00

10:40〜11:50

演者：西岡 弘記、川上 勉、阿部 聖孝、
寺町 英明、名倉 俊輔、元神 賢太、飯塚 翠、

ランチョン 6

12:00〜13:00

薬事承認されたマイクロ波治療器による切らない
腋窩多汗症治療
座長：相川 佳之
演者：吉原 伯、望月 香奈
共催：株式会社ジェイメック

15:00
特別シンポジウムⅡ

15:40〜16:30

美容医療患者のクレームへの対処の事例
座長：森上 和樹
演者：伊藤 芳朗

15:10〜16:05
女性医師が後進に伝えたいこと

一般演題 2
座長：池田 欣生

座長：杉野 宏子
演者：杉野 宏子、佐藤 薫
今野 みどり、西田 美穂

演者：坂西 寛信、玉田 洋、田中 哲一郎、
境 隆博、福井 卓也、杉崎 裕斗、松山 淳

15:10〜16:20

16:00
特別シンポジウムⅠ,Ⅱ合同ディスカッション

16:05〜16:35

懇親会準備

シンポジウム4

17:00

16:40〜18:10

痩身治療 脂肪吸引から非侵襲治療
まで
座長：青木 律/亀井 眞
演者：クレ カツヒロ・ロバート、加藤 一実、
荒尾 直樹、脇田 加恵、藤本 雅史、

18:00

エキスパート２

16:40〜18:00

私の行う顔面骨形成術
座長：広比 利次

17:00

演者：赤松 正、渡辺 頼勝、山口 憲昭、
浪川 浩明、小木曽 祐一

18:00
18:15〜

コスメ研修
シンポジウム7

題名：Aptos Thread Lifting Method
座長：ヤナ ゴルジエウスカヤ ウラジミロブナ
演者：コンスタンティン スラマニゼ
共催：株式会社アプトス

15:00

全員懇親会パーティ

一般演題 3
座長：西岡 弘記

13:00〜14:00

14:00

特別講演 2

9:25〜10:25

ライポスカルプティング(Liposculpting)
～RFAL技術を使用したボディコントロール治療
座長：水野 博司、
演者：吉澤秀和
共催：アローズ株式会社

座長：高田 章好
演者：水野 博司

14:00
エキスパート１

スポンサードセミナー2

美容医療領域における再生医療の現状・課題・期待

座長：保志名 勝
演者：吉村 浩太郎

16:00

9:00〜10:25

二重形成術手技において最も大切と
考えているポイントを紹介
座長：小泉 正樹

10:30〜11:55

下眼瞼形成術
座長：水谷 和則

演者：伊藤 康平、大橋 昌敬、坂内 将佑貴、辻 直子

12:00

シンポジウム5

14:10〜15:40

美容外科初回手術のタブー
〜unfavorable resultへのrecovery shot
から学ぶ〜
座長：原岡 剛一
演者：大橋 菜都子、小泉 正樹、大場 教弘、
野本 俊一 室 孝明、田中 真輔

閉会の辞

15:40〜15:55

シンポジウム10

14:10〜15:30

メラニン色素性疾患、刺青にレーザー・
光治療機器はどこまで有効か
座長：宮田 成章
演者：秋田 浩孝、荒尾 直樹、黄 聖琥 、奥 謙太郎

14:00〜16:00

