日本アンチエイジング外科・美容再生研究会

特定非営利活動法人 日本臨床抗老化医学会

美容医療・自費診療のすすめ

開業独立あるいは自費部門考える保険診療医のための
8人の
講師陣

美容アンチエイジング診療導入講座

非会員も受講可・本講習と同時入会は入会金5千円免除 ご入会手続きは、http://www.jaas-online.com

開業独立や美容外科を初めてまだ日の浅いDR、美容診療部門を併設（検討）する歯科医も受講対象
◎12月2日（日） 東京TKP八重洲カンファレンスセンター（東京駅すぐ）AM11時―PM6時（JAAS、JSCAM認定医20単位中2単位授与）

Stem Cell 講習より

（DR中間）クリニックですぐ導入できるStemCell美容術！（DR久保）埋没糸を使ったプチ眼瞼下垂修正術、（DR矢追）婦人科で始めるBOTOXによる「更年期の汗改善」
美容医療は少し気後れしてしまうという他科専門医やまだ美容医療を初めて日の浅いDRのために、ヒントになる美容医療のガイダンス編として、決して難しくないStemCellの美容応用術、切らない眼瞼形成術として埋没糸を
使った自費診療としての下垂修正術、そしてシワ改善だけでないBOTOXの使用法としての治療法「更年期の汗改善」のやり方をわかりやすく解説してもらう。講義では本邦初！の内容、動画解説も含まれる。

（鈴木弁護士）厚労省「美容医療・歯科インプラントのネット広告規制」最終案の解説と美容医療クレーム対処法、（美容整形・エステWeb専門ディレクター）これからの美容
医療ユーザーの集客とポータルサイトの使い方 厚労省による美容医療、歯科インプラント治療などの自費診療を行う医療機関を対象としたインターネットなどHPにも範囲を広げる医療広告ガイドラインの最

終案が先ごろまとまった。運用は業界の自主性にゆだねられているものの、症例写真のBeforeAfterなど明らかな加工修正や患者の体験談などを禁じ一部規制の強化が打ち出された。違反した機関には医療法以外の法令の適用
も辞さない。医科・歯科の医療過誤や医療経営などにも精通する鈴木弁護士に、その最新のポイントと対処法を解説してもらいながら、一方で、これからの集患、美容ニーズ開拓のためのマーケティング戦略上、重要となる
ポータルサイトの利用法、ネット活用で成功する美容クリニックやエステサロンの事例をWeb専門ディレクターが明らかにする。保険診療の他に混合診療ではない自費部門として美容医療部門を開設、あるいは検討するDRに
とってもネット対策は避けては通れない。

現役の美容形成医が教える「美容医療部門開設」のための準備と財務、税務、法務のポイント、簡単な自費治療メニュー・価格設定、美容ユーザーのクレーム対処法などコ
ンサルティングに頼らない方法とその成功事例明かす！ 今や他院からの美容修正症例を治療するクリニックとして脚光を浴びる山本クリニック、そして山本 豊医師。JAASのライブ講習シリーズ「DR山本

の美容整形塾」は、美容整形のスタンダードスキルを学ぶLiveSurgeryとして毎回、定員を超える参加者を数え、その公開される技術とその教え方には定評がある。そんな山本医師、実は美容医療の開業や部門開設をするため
のトータルな開業支援についても精通するスペシャリストでもある。自らの経験と後継医師にも開業プランとその経営手法を伝授し成功に導いていることから、
「美容医療開設」のための準備、財務、税務、法務のポイントと、
実際の自費治療のメニューづくり価格設定など、そして現場で起こる医療クレームに対するリスクマネージメントなど、コンサルティングに頼らない方法を論じてもらう。後半は参加者とのフリーディスカッションを行う。

美容市場アメリカと日本の共通点、エステサロンの物販成功から学ぶ需要

保険医、歯科医そして地方で成功する事例を紹介し、敷居の低い美容医療開設のための初歩の機器導入・院内物販の成功例を
伝授するこれからは、「敷居の低い」美容医療が流行る！だからこそ地域密着の保険診療あるいは地方の他科診療クリニックが導入すべきだ。また経営環境の厳しいデンタルクリニックが診療範囲で許される美容医療やデン
タルエステを導入することこそ収益部門の改善につながる。とくに他科専門医に対して、美容医療の大国アメリカの事情や日本のエステでの物販の成功事例を紹介しながら、専門的な技術が要らない美容メニューである美容
医療機器について投げかけてもらう。今や市場に見合う投資額と経営に最大の効果を生むコストパフォーマンスを求めざるを得ない。そのために投資額を抑えた代表的な美容医療機器と共に、メディカルで使える美顔器や小
型フラクショナルレーザーのデモ実演も行ってもらう。

12月2日（日）プログラム
◎ 受付 AM10：30～
◎ AM11：00～11：40 Dr中間の クリニックで明日から行う幹細胞注入の美容医療術
「培養せず活性もつ少量のStem Cell 作成と臨床知見にみる皮膚の若返り、豊胸、発毛、不妊
治療の症例 ～脂肪細胞100cc分離5000個幹細胞を100万個のStemCellに作成する方法とは」
幹細胞療法／赤坂ACTクリニック院長 中間 健MD（JAAS理事）
◎ AM11：40～PM12：30 Dr久保の 腫れなく機能改善プチ眼瞼下垂修正術と動画解説
「下眼瞼たるみ取りでデカ目に！ EYE DESIGNの名医・久保医師が教える埋没糸を使ったプ
チ眼瞼下垂修正術 ～上眼瞼結膜からアプローチ、7- 0 ナイロン縫合糸により眼瞼挙筋の機能
を改善させる／初公開！上下眼瞼形成術の動画解説」
アンチエイジング美容外科／銀座CUVOクリニック院長 久保 隆之MD（JAAS理事）
◎ PM12：30～1：00 昼食・休憩
◎ PM1：00～1：40 美容医療・アンチエイジング導入のための美容医療機器 初級 ①
「世界的な美容医療機器メーカーSOLTA MEDICALが、美容市場アメリカと日本の共通点を市
場調査で明かす ～ 低侵襲術の潮流と美容医療マシンの台頭とその導入事例 新 thermage・
fraxelとclear+brilliant,Liposonix（痩身、リジュビネーション、リフティング）とデモ実演」
SOLTA MEDICAL JAPANマーケティングメネージャー 栗山 博充氏
◎ PM1：40～2：20 美容医療・アンチエイジング導入のための美容医療機器 初級 ②
「美容機器業界に新風を起こすARTISTIC が提案するエステ流美容マシン ～ 高性能の美顔器
Arrivo13万個納入のワケ？とiPhoneに向かう美容機器DR LD -X、DR Jなどとエステサロン
から学ぶ物販ノウハウとクリニック物販の成功事例とデモ実演」
ARTISTIC&Co メディカルInternational Medical事業部部長 田澤 幸男氏

◎ PM2：30～3：20 鈴木弁護士の 美容医療ネット広告規制 最終案から読み取る対処法
「厚労省・美容医療・歯科インプラントのネット広告規制の最終案の解説と美容医療クレー
ム対処法～症例写真BeforeAfter・患者の体験談などの規制の強化のポイントと違反事例にお
ける医療法以外の法令適用範囲と、医療クレーム対処」
京橋法律事務所 弁護士 鈴木 英之氏
◎PM3：20～4：00 Webディレクターの ネット集客とこれからのポータルサイトの活用
「美容クリニック、エステサロンのネット成功事例にみるシステム、検索術と運用法～なぜ集
客があがるのか？これからのポータルサイトの活用法」
美容クリニック、サロン専門Webディレクター
◎ PM4：00～4：50 Dr矢追の 婦人科がすぐ始められる美容アンチエイジング医療
「しわ治療だけでないBOTOX注射の使い方～更年期女性の多汗改善と額メイを最小限に抑え
る効果～投与量と注射部位による検討と患者の自己評価を明かす」
婦人科・美容皮膚科・アンチエイジング／矢追医院院長 矢追 正幸MD
◎ PM4：50～5：00 休憩
◎ PM5：00～6：00 Dr山本の 美容医療部門の開設ガイダンスとその具体例、成功例
「美容医療の自費診療、開業プランと開設ガイダンス～開設のための準備、財務、税務、法
務のポイントと実際の自費治療のメニューづくり価格設定／美容診療経営でポイントとなる
クレーム処理とカウンセリング法（他院からの修正術から得た経験をもとに）」
美容外科・形成外科・美容皮膚科／山本クリニック院長 山本 豊MD（JAAS理事）

主催：JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会 ホームページ http://www.jaas-online.com/
後援：JSCAM特定非営利活動法人 日本臨床抗老化医学会

JAAS主催

・

JSCAM後援

The guidance Academy of Cosmetic & Plastic medicine for AntiAging
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開業独立あるいは自費部門考える保険診療医のための
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美容アンチエイジング診療導入講座
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JAAS会員登録医証

かつて医療費は国が払ってくれるものという認識のもと、医師も経営を真剣に考えずとも医療行為が出来た。近年、こ
の環境が変化を起こしている。医療機関はこの国が定めた報酬に従い、減収の場合は、コスト削減を行わなければならず、
人件費の削減や医療の質までも影響が及ぶという局面さえも存在する。JAAS理事の山本 豊医師は「だからこそ美容医療
・アンチエイジング診療の自費診療を勧めたい」と話す。では、どうやって自費診療を導入したら良いのだろうか？自費
診療＝高額医療という概念を捨てることだ。
人口が多い内科開業医を例にとると、1日5分診察で常に患者さんを診たとすると1時間で12人、8時間で96人の計算にな
る。ここで患者さん1人あたりの診療報酬を4000円とすると1日の収入は最大32万円ということになる。しかし診療報酬改
定なるもので下げられると、自動的に売り上げが下がってしまう。現実的な事例を挙げるとわかりやすい。一番簡単な自
費導入として挙げられるのが、自費点滴やプラセンタ注射、ヒアルロン酸等の機材でことさら大きな準備もいらない。投
資額を抑えた代表的な美容医療機器を導入することも悪くない。こうした自費設定をどのように決めるかによるが、平均
的な単価が5000円とし、1日受診者が10人いたとすると1日売り上げに5万円の差額が生じ、1ヶ月で換算すると100万円以上
の差額が生じることになる（山本医師）。同医師自身、胸部外科の専門医として、地域密着の保険診療を開業時にめざし
たが、方向転換。美容形成の専門医にも負けず劣らないスキルを磨き、都心から少し離れた立地にも関わらず、美容医療
クリニックで成功しているからだ。
本講習会では、山本医師はじめ、他科診療から転身もしくは一部自費診療を導入し成功するDR自身が語る「自費診療」
の勧め！ぞれぞれの治療術・経営を紹介していく。そしてネット規制の最新情報とこれからの集客法さらには、投資を抑
え回収を早める美容医療機器や院内物販のやり方を伝授していく。
美容医療、アンチエイジング診療に転身もしくは一部、自費診療を導入しようという医師、あるいは開業独立する医師
さらには美容医療部門を併設する歯科医師にぜひ、参加をしていただきたい。もちろん美容医療を初めてまだ日の浅い、
美容系の専門医の先生たちにも聴講してほしい。JAAS、JSCAM会員でなくても受講は可能だが、同時入会すれば入会金が
免除となり、認定医資格のための要件20単位のうち、2単位が授与される。

この登録証をJAAS会員原簿に登録しました。
事務局長

岡野 英男

本登録証の所有権はJAASに帰属します。当研究会より返還請求があった場合は速やかに返却してください。

JAAS
日本アンチエイジング外科
美容再生研究会

都心・郊外、地方で成功するクリニック

JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会では、正しい美容医療・再生医療の技術の習熟と、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、治療法を普及し
ながらそのために、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
もつ美容医療術をめざしていきます。
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。こうしたことから、トレーニングで研鑽していく治療スキルの実践分野は侵襲性のある美容
外科・形成の治療術に加え、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などにも
広げています。一方JAASでは、歯科診療に対してもこれからの歯科領域を見据えた新たな治療術、そして医
科との連携、融合を含めた方向性を指し示していきます。中でも、美容医療を併設したデンタルクリニック
としての業態が今後、増えていくことが考えられ、その治療の流れから生まれるメディカルエステ術に焦点
を当てていきます。
検 索
ご入会手続きはホームページ http://www.jaas-online.com/ JAAS

○ 参加対象 ■美容整形・形成、美容皮膚科はもちろん、外科、整形外科、眼科、内科・婦人科系の他科保険診療医および美容医療
部門併設の歯科医（JAAS会員・JSCAM会員・非会員問わずすべて対象）
○ 資格取得 ■JAAS、JSCAM会員・認定医資格要件20単位以上のうち、2単位を授与
○ 参加費用 ■定員30名／30,000円
○主
催 ： JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会
〒104‐0041 東京都中央区新富1－8－11－3F tel 03-6222-3121
URL：http://www.jaas-online.com/
○後
援 ： JSCAM特定非営利活動法人 日本臨床抗老化医学会 URL：http://www.npo-jscam.com/

参加登録 ≪お申込書≫

JAAS FAX 03－6222－3125

お申込者には御請求書を発行・事前登録制のため、お早めのご入金をお願いいたします。
お名前

病院・施設名

電話
FAX

ご住所

会 員：25,000円 ×

■ 12月2日（日） 定員30名 非会員：25,000円 ×
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