継続教育セミナー 概 要
右記のＱＲコードから「申込フォーム」を立ち
上げて、
「申込フォーム」に必要事項をご入力
のうえ送信頂き、受講料をお振り込みください。
「お申込み」と「ご入金」の確認ができました
ら「申込完了」となります。
※申込フォームを送信して頂きましても、ご入
金がされておりませんと受講できない場合がご
ざいますのでご注意ください。

受

講

料

23,500 円（JSA 会員 14,100 円）受講料には、資料、2 日間の
昼食、コーヒー又は紅茶、消費税を含みます。
※ 1日のみの受講の場合は 11,750 円（JSA 会員 7,050 円）

振

込

先

みずほ銀行 新宿西口支店 普通口座 No.1221242
口座名：一般社団法人 日本スキン・エステティック協会
※振込手数料は各自ご負担ください。

受講証 ( 入金確認メール）
ご入金が確認されましたら「入金確認メール」
（受講証になります）
が届きます。そのメールをプリントアウトもしくは、スマートフォン
等に保存して当日受付にご提示ください。

申 込 み の 取 り 消 し

皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当協会への格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
おかげさまで当協会主催の継続教育セミナーも、今回で 50 回目の
開催を迎えることができました。このように毎年セミナーを開催できま
すのも、ひとえに全国のＣＰＥの皆様をはじめとして、関係各位の

加え、最も関心の高い日本における美容電気脱毛の現状について
の２日間の継続教育セミナーにより、一層の知識の研鑽を図り、有
意義なものとして更なるサービスの向上にお役立ていただければ幸
いです。
一人でも多くの方のご参加を、事務局一同、心よりお待ちしており
ます。
一般社団法人 日本スキン ･ エステティック協会

会

場

大崎ブライトコアホール

〒 141-0001 東京都品川区北品川 5-5-15
TEL：03-5447-7130
URL：www.osaki-hall.jp

〒 163-0643 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 43F
TEL.03-3345-0195 FAX.03-3345-1523 mail; info@jsa-cpe.org
一般社団法人 日本スキン・エステティック協会内
セミナー事務局
※スケジュールは都合により変更する場合があります。
https://www.jsa-cpe.org

大崎ブライトコア３Ｆ

● JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン、りんかい線「大崎」駅
南改札口を出て、新東口より徒歩５分

大崎ブライト
コアホール

Osaki Bright Core Hall

大崎ブライト
プラザ
大崎ブライト
タワー

小関橋

北改札口

通り
山手

局

Vol.50

の講義も行います。CPE の方、及びエステティシャンの皆様にはこ

CEU（ 継 続 教 育 ポ イ ン ト ）

務

継続教育セミナー 2022

本セミナーではプロフェッショナルなエステティシャンに必要な講義に

CPE の方は、本セミナーの受講により 1.5CEU（15 時間分）の
取得が可能です。
※ 各講義を 30 分以上遅刻及び退室した受講者は、ポイントの取得が
出来ませんのでご注意ください。

事

〜エステティシャンのための

皆様のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

川
黒
目

受講申込みを取り消す場合は、事務局宛てにメール（info@jsa-cpe.
org）、もしくは TEL、FAX にてにご連絡ください。なお、事務局
からの「取り消し手続き完了」の連絡がない場合は、お電話にてお
問合せください。お支払い済みの受講料の払い戻しにつきましては、
下記の通りになりますので予めご了承ください。
8 月 30 日（火）までに取り消される場合：受講料の 50%
8 月 31 日（水）以降に取り消される場合：払い戻しはいたしません

JSA セミナー

ご挨拶

申 込 方 法

大崎ニュー・シティ

小関橋交差点

日 程： 2022年 9 月 13 日（火）
・14 日（水）
会 場： 大崎ブライトコアホール

JR 大崎駅

（大崎ブライトコア 3F）

ゲートシティ大崎

南改札口

新東口

主 催：

一般社団法人

協 賛： 日本継続教育センター

9 月 13 日（火）
8:50

受付

9:20

開会／説明

9:30

9 月 14 日（水）

講義 1 中神 朋子

東京女子医科大学

9:20

教授

空腹状態で糖質を多く含む食品を一気にとると、血糖値の急上昇を招き、イ

説明

9:30

ンスリンの大量分泌から脂肪の蓄積へと繋がります。一方で、極端な糖質制
限は必要な脂質やたんぱく質の摂取が多くなってしまいます。本講演の中で
は、日常生活の中で無理なくできる血糖値の緩やかな上昇を可能にする食品

5

中神 朋子

手塚 圭子

0.2 CEU

の組み合わせ、食事摂取法などを考えます。

CPE

0.2 CEU

講義 2 松田 久司

2

名誉教授

薬学博士

「機能性表示食品サラシアの研究開発」

11:30

古来、スリランカやインドでは Salacia reticulate および S. oblonga を

6
と ごう

松田 久司

都甲 武史

0.2 CEU

0.2 CEU

基原とするサラシア属植物が糖尿病の予防や治療に応用されてきました。約
25 年前に、これらの抽出エキスに食後の過血糖に有効な小腸α - グルコシ
ダーゼ阻害作用を見出したことから研究をスタートし、今日、機能性表示食
品として用いられています。本講演では、これらサラシア属植物の再発見・
開発の経緯について紹介します。

14:30

講義 3 山田 豊文

昼食

杏林予防医学研究所

あらゆる方向から細胞の環境を整えれば、誰でも健康に生きていけるとい
う「細胞環境デザイン学」。その柱となる 9 つのメソッドを実践していけば、

7

3

山田 豊文

野溝 明子

0.2 CEU

0.2 CEU

16:30

16:30
4

0.2 CEU

橋本 利加子
0.1 CEU

17:30

皮膚をはじめとする全身の細胞が若返っていく。なかでも「脂肪酸バランス」
「ミネラルバランス」「全身の皮膚で聴く超高周波音」の 3 つは究極の予防
医学ともいうべき重要なポイントであり、美容の分野にも大いに役立ちうる
ことを紹介する。

講義 4 市橋 正光

8

市橋 正光

所長

「細胞環境デザイン学による美容面へのアプローチ」

14:30

閉会

18:30
＊講義中の撮影及び録音は禁止いたします。
＊講義の内容及び時間等は都合により変更される場合があります。

CPE

一般社団法人日本美容電気脱毛協会（JBEA） 理事長 医学博士 保健学博士

「日本における美容電気脱毛業界の現状
〜ＪＢＥＡの活動状況を踏まえて」
美容電気脱毛については、1997 年の衆議院厚生委員会で当時の厚生大臣
の「業界による自主的な技術水準の向上と営業の適切化」を求める発言に従
い、業界は 1999 年に技能検定試験を開始しました。近年再び美容電気脱
毛が注目されており、知っておいていただきたい施術の注意点や一般社団法
人日本美容電気脱毛協会（JBEA）の活動、そして美容脱毛全般に渡る現状

と ごう

講義 6 都甲 武史

とごう皮フ科形成外科クリニック 院長
社会医療法人美杉会 佐藤病院 形成外科非常勤医師
京都大学医学博士

「美容皮膚科の温故知新」
美しい肌を得るために昔から女性は言わずもがな、近年は男性も普通に美容
に気をつかう時代になってまいりました。ただ、医療機械や材料の進歩によ
って治療の選択肢は増えたものの、その根幹はあまり大きな変化はありませ
ん。そのため、脱毛も含め、解剖学的に基本に忠実な治療を行うことが結局
のところ良い結果を生むと考え、昨今の状況を踏まえ、私見を交えながらお
話させていただきます。

13:30
昼食

講義 5 手塚 圭子 CPE

等をお話します。
京都薬科大学

13:30

糖尿病・代謝内科学分野

「血糖値とダイエットの関係」

1

11:30

内科学講座

BTR アーツ銀座クリニック
神戸大学 名誉教授

院長

「アンチエイジング最新情報～
今話題の『自家脂肪幹細胞治療』驚きの若返り効果について」
現在の美容では皮膚組織に損傷を与え、皮膚に存在する幹細胞・前駆細胞を
活性化し、若返らせる物理的方法が広く用いられている。一方、幹細胞培養
上清や多血小板血漿を皮膚注入する、または、自家線維芽細胞、脂肪組織の
間質血管細胞群や幹細胞を皮膚注入し組織幹細胞を活性化し、若返りを誘導
する生物学的手法がある。今回脂肪幹細胞の皮膚注入の素晴らしい若返り効
果を紹介する。

講義 7 野溝 明子
医学博士

鍼灸師

「知っておきたい基本の解剖生理学
〜毛に関わるホルモンと神経・感覚器」
毛に関わる医学の基礎知識として、ホルモンと神経の２項目を学びます。ホ
ルモン編では、内分泌の基本を復習し、ステロイドホルモンや甲状腺ホルモ
ンなど毛の成長、脱毛、艶、毛包炎に関わるホルモンについてまとめます。
神経編では、痛覚や触覚に関わる皮膚の感覚器と神経の分類を学び、近年注
目されている毛と快感に関わる C 線維とそれが脳内でどのようなホルモン
放出につながるかも解説します。

講義 8 橋本 利加子 CPE

エステティックサロン美珠ｎ .1 代表
ＡＥＡ認定脱毛講師 ＡＥＡ認定講師
日本ケアセラピスト協会ビューティーケアセラピスト認定講師

「個人サロンの美容電気脱毛の現状
〜高齢化社会に向けてのサロン対策」
エステティシャンになり 34 年。30 年前の美容脱毛事情と現在の違いから、
個人サロンが考える美容電気脱毛のリスクと利点は…。
高齢化社会の中で個人サロンがどのように対応していけば良いのか、を現状
からお話しさせていただきます。

