ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名
ウェィン州立大学 皮膚科 主任教授

毛の機能と構造

Teresa E. Petricca

ＡＥＡ（米国電気脱毛協会） 会長 CPE

ｱﾒﾘｶに於ける電気脱毛士の歴史と現状

早川 忠孝

ｺｽﾓ法律事務所 所長 弁護士

日本に於ける電気脱毛のあり方

Deborah Norris-Horne

ｱﾒﾘｶﾝｶﾚｯｼﾞ ｵﾌﾞ ｴﾚｸﾄﾛﾛｼﾞｰ 教育ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ CPE

電気脱毛開業者の役割

宮地 幸隆

東邦大学医学部 内科教授 医学博士

内分泌異常による多毛症

西 功

東京理科大学理工学部 物理学科 教授 理学博士

脱毛器の歴史

Christina Hanley

ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 内分泌科ﾁｰﾌ 医学博士

副腎・卵巣に起因する多毛症

漆畑 修

東邦大学医学部第２皮膚科 助教授 医学博士

電気脱毛の有用性と安全性

AEA（米国電気脱毛協会）第一副会長、衛生管理基準委員会理事

CPE

AEAの電気脱毛の為の衛生管理基準

ｺﾐｰ総合研究所第２研究室室長 日本ｽｷﾝ･ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会主任講師 CPE

日本女性のむだ毛意識と電気脱毛の心理的効果

群馬大学医学部 皮膚科 教授 医学博士

紫外線と皮膚

服山 公江

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ校 医学部皮膚科教授 医学博士

皮膚の色とその異常

橋本 健

ｳｪｲﾝ州立大学 医学部 皮膚科主任教授

皮膚科医から見たｱﾒﾘｶにおける電気脱毛のありかた

ＡＥＡ（米国電気脱毛協会） 会長 CPE

医師との協力による電気脱毛効果

ｺﾛﾗﾄﾞ州脱毛士協会 副会長 CPE

永久脱毛のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ

ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ電気脱毛学校 校長 CPE

電気脱毛器の現状と未来

牧野 三佐男

AEA日本継続教育ｾﾝﾀｰ代表 国際教育学博士

継続教育の必要性

高石 哲男

豊橋技術科学大学名誉教授 理学博士

電気学入門

猪俣 賢一郎

東邦大学医学部第２解剖教授 医学博士

解剖生理学

手塚 圭子

ｺﾐｰ総合研究所第２研究室室長 保健学博士 CPE

電気脱毛研究

Donna Breitenwischer

AEA国際電気脱毛士検定委員会理事 CPE ＲＮ

Standards of Practice for Electrologists

元川崎外語ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ講師 接客ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

購買､顧客心理､接客

東邦大学医学部第２皮膚科助教授 医学博士

皮膚科学

1994年 Teresa E. Petricca
8/25･26 Susan M. Melching
東京
（ＩＥＣ'94） Mary L. Evangelista

1994年 日野原 万記
11/29･30
漆畑 修
東京

1995年
3/7・8
大阪

演題

橋本 健

1993年 Joan L. Mahan
8/24～28 手塚 圭子
東京
（ＩＥＣ'93） 宮地 良樹

1995年
2/22・23
東京

肩書

2018/9/25

Maxine Rockmaker-Day

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州電気脱毛士協会会長 臨床心理学博士

CPE

電気脱毛におけるｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ

飯田 恭子

東京都立医療技術短期大学教授 保健学博士

微生物学、免疫学、ｽﾄﾚｽ

吉田 朋子

ｺﾐｰ総合研究所第３研究室室長 CPE

ｴｽﾃﾃｨｯｸ情報

佐野 裕司

東京大学教養学部体育研究室 医学博士

ｽﾎﾟｰﾂと健康

齋藤 美穂

早稲田大学講師 日本色彩学会理事

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝの色彩心理学

日野原 万記

元川崎外語ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ講師 接客ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

購買､顧客心理､接客

水野 惇子

東京船員保険病院皮膚科部長 医学博士

皮膚科学

Richard F. Wagner

ﾃｷｻｽ大学医学部皮膚科助教授 医学博士

電気脱毛について

Ernestine Gustafson

AEA教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会委員長 教育学博士 CPE

電気脱毛のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ

飯田 恭子

東京都立医療技術短期大学教授 保健学博士

微生物学、免疫学、ｽﾄﾚｽ

佐野 裕司

東京大学教養学部体育研究室 医学博士

ｽﾎﾟｰﾂと健康

横井 葉子

はしかた皮膚科ｸﾘﾆｯｸ院長 医学博士

皮膚科学

齋藤 美穂

早稲田大学講師 日本色彩学会理事

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝの色彩心理学

日野原 万記

元川崎外語ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ講師 接客ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

購買､顧客心理､接客

吉田 朋子

ｺﾐｰ総合研究所第３研究室室長 CPE

ｴｽﾃﾃｨｯｸ情報
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ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名

演題

飯野 四郎

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 難病治療研究ｾﾝﾀｰ教授 医学博士

ｳｨﾙｽ肝炎の基礎知識

矢後 長純

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学教授 附属研究施設長 理学博士

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝのための遺伝子理論

飯田 恭子

東京都立医療技術短期大学教授 保健学博士

姿勢と健康、姿勢と美容

猪俣 賢一郎

東邦大学医学部第2解剖学教室教授 医学博士

解剖生理学

Richard F.Wagner

ﾃｷｻｽ大学医学部皮膚科教授 医学博士

ｱﾒﾘｶにおける電気脱毛士と医師との関係

電通ﾔﾝｸﾞ＆ﾙﾋﾞｶﾑ（株）ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ局局長

顧客をつくるﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略

日本研修ｻｰﾋﾞｽ（株） 人材開発担当次長

ｴｽﾃﾃｨｯｸ･ｻｰﾋﾞｽにおける人材育成

東京船員保険病院皮膚科部長 医学博士

皮膚科学

漆畑 修

東邦大学医学部第２皮膚科助教授 医学博士

皮膚科医からみる美容電気脱毛士の必要性

矢後 長純

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学教授 附属研究施設長 理学博士

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝのための遺伝子理論

横井 葉子

はしかた皮膚科ｸﾘﾆｯｸ院長 医学博士

皮膚科学

志賀 一雅

脳力開発研究所所長 工学博士

α波による脳力開発技法

Bradford R.Katchen

ｱﾙﾊﾞｰﾄｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ医科大学（NY）皮膚科助教授 医学博士

NYの皮膚科医による電気脱毛最新情報

日本研修ｻｰﾋﾞｽ（株） 人材開発担当次長

ｴｽﾃﾃｨｯｸ･ｻｰﾋﾞｽにおける人材育成

ｺﾐｰ総合研究所 第２研究室室長 保健学博士

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ

大島 正光

健康科学研究所所長 元東京大学医学部教授 医学博士

公衆衛生学概論

志賀 一雅

脳力開発研究所所長 工学博士

α波による脳力開発技法

鶴峯 治

中京大学体育学部教授 日本体育協会日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会ｺｰﾁ

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝの健康管理

横森 周信

元日本保険医学会会長 富国生命保険（相）医務部医長 医学博士

肥満の医学

Regina W.Rakar

AEA （米国電気脱毛協会）脱毛委員会理事 CPE

ｱﾒﾘｶにおける最新脱毛情報

吉元 由美

作家 ｴｯｾｲｽﾄ 作詞家

女性の心の健康と美しさ

宮原 忍

横浜市立大学看護短期大学教授 医学博士

女性の一生と健康

加瀬 佳代子

東邦大学医学部附属大橋病院皮膚科医局長

皮膚科学

堀 嘉昭

九州大学医学部皮膚科教授 前（社）日本皮膚科学会理事長 医学博士

皮膚科学

杉下 知子

東京大学医学部 健康科学 看護学科家族看護学講座教授 保健学博士

微生物学

高柳 和枝

日本医科大学医療管理学教室助教授 医学博士

Healing ﾋｰﾘﾝｸﾞ

Stephen P. Rodes

FDA医療機器・放射線安全ｾﾝﾀｰ 機器評価室 形成・再建外科部門ﾁｰﾌ

FDAにおける医療・美容機器の規制について

Anthony D.Watson

FDA医療機器・放射線安全ｾﾝﾀｰ 機器評価室 形成・再建外科部門審査官 Materials Engineer

ｱﾒﾘｶにおける電気脱毛器の規制及び再認可について

Barbara L.McClure

AEA（米国電気脱毛協会）財務担当理事 ＣＰＥ ＲＮ ＢＳ

電気脱毛のための衛生管理基準

経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾋﾞｭｰﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 代表ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

これからのｻｰﾋﾞｽ業、繁盛の原則

元川崎外語ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ講師 接客ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

人の心をつかむ接客応対

北里大学医学部皮膚科教授 医学博士

「毛髪の医学」 多毛症と脱毛症

1995年 佐藤 勲
8/24・25 伊藤 啓子
東京
（ＩＥＣ'95） 水野 惇子

1995年 伊藤 啓子
11/28･29
手塚 圭子
京都

1996年
3/25・26
東京

肩書

2018/9/25

1996年 景山 精二
8/21・22 日野原 万記
東京
（ＩＥＣ'96） 勝岡 憲生
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ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名

演題

高柳 和枝

日本医科大学医療管理学教室助教授 医学博士

Customer Satisfaction

土屋 勝

ｺﾐｰ総合研究所所長

美容電気脱毛器の安全性と取扱いについて

浅井 篤

京都大学医学部附属病院総合診療部助手

ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｺﾝｾﾝﾄの意味と意義

高石 哲男

豊橋技術科学大学名誉教授 理学博士

電気学入門

加瀬 佳代子

東邦大学医学部附属大橋病院皮膚科医局長 医学博士

皮膚科学

大林 道子

女性問題研究家 東京大学研究生 東京女子大学講師

出産－女性学の視点から

京都教育大学衛生学研究室助教授 保健学博士

公衆衛生概論

額田医学生物学研究所主任研究員 医学博士 元東邦大学医学部教授

解剖生理学

大井 綱郎

東京医科大学皮膚科助教授 医学博士

皮膚科学

小川 節郎

駿河台日本大学病院麻酔科教授 医学博士

東洋医学からみた病気と健康

大林 道子

女性問題研究家 東京大学研究生 東京女子大学講師

専門職としてのCPE

宇津木 龍一

北里研究所病院形成外科 美容外科医長

顔の魅力に関する研究と、若返り治療の最前線

内田 直人

NTT光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究所 集積光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究部 主幹研究員 工学博士

光について

土屋 勝

ｺﾐｰ総合研究所所長

電気脱毛器の安全性と取扱いについて

関 邦博

神奈川大学理学部応用生物科学教授 理学博士

ﾀﾗｿﾃﾗﾋﾟｰと健康

永田 勝太郎

浜松医科大学保健管理ｾﾝﾀｰ（心療内科）講師 ＷＨＯ教授 医学博士

内分泌 - その新たなる展開

Larry“Lorenzo”Kunze

Electrology Laboratory lnc．代表取締役 Rocky Mountain College of Electrology 校長 医学脱毛士 CPE

職業としての電気脱毛士の価値を高めるために

藤原 睦憲

日本赤十字医療ｾﾝﾀｰ検査部部長 医学博士 病理学博士

病理学からみた体の老化とその効果的予防

米山 公啓

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医学大学 第２内科助教授 健康管理部副部長 医学博士

内分泌の基礎

漆畑 修

東邦大学医学部第２皮膚科助教授 医学博士

電気脱毛とﾚｰｻﾞｰ脱毛

ｺﾐｰ総合研究所第２研究室室長 医学博士 保険学博士 CPE

電気脱毛と毛包

ｺｽﾓ法律事務所所長 弁護士

ｴｽﾃﾃｨｯｸに必要な法律の基礎知識

NHK・FM音楽番組ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、放送大学非常勤講師

音楽による癒しとは

大久保 滋

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ業連絡協議会 事務局長

消費者ｸﾚｰﾑはなぜ起こる、お客様に本当の満足を与えていますか

余語 真夫

同志社大学文学部専任講師

化粧の心理学的効用

永田 勝太郎

浜松医科大学保健管理ｾﾝﾀｰ心療内科講師 ＷＨＯ教授 医学博士

全人的医療

水野 健朗

水野医院院長 医学博士

賢い女性の健康管理

志賀 一雅

脳力開発研究所所長 工学博士

ｱﾙﾌｧ波による脳力開発

はしかた皮膚科ｸﾘﾆｯｸ院長 医学博士

皮膚科学

東京商船大学海洋人間科学研究室 医学博士

運動不足とその解消法

橋本 健

ｳｴｲﾝ州立大学 皮膚科 主任教授

Laser Research

Patsy L.Kirby

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ｼﾄﾗｽ・ｶﾚｯｼﾞ電気脱毛科責任者 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ CPE

ｱﾒﾘｶにおける高周波脱毛法の現状

河村 京子

ﾇｰﾍﾞﾙ・ｴｽﾃﾃｨｯｸ・ｼﾞｬﾎﾟﾝ日本代表

女性の生き方

佐治 ひとみ

ｸﾞﾛｰﾘｱ21ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ学院 ｸﾞﾛｰﾘｱ21ｴﾚｸﾄﾛﾛｼﾞｽﾄｽｸｰﾙ主任講師 ＣＰＥ

脱毛技術における衛生と消毒

Patsy L.Kirby

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ｼﾄﾗｽ・ｶﾚｯｼﾞ電気脱毛科責任者･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ＣＰＥ

General Treatment Procedure

全日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ業連絡協議会事務局長

消費者ｸﾚｰﾑはなぜ起こる、お客様に本当の満足を

AEA理事 ｺﾐｰ総合研究所第2研究室室長 医学博士 保健学博士 ＣＰＥ

ﾚｰｻﾞｰ脱毛最新情報

名古屋形成ｸﾘﾆｯｸ院長 医学博士 理学博士

医療と電気脱毛士と協力関係

1996年 松浦 賢長
11/26・27
猪俣 賢一郎
神戸

1997年
2/26・27
東京

肩書

2018/9/25

1997年 手塚 圭子
8/6・7
早川 忠孝
東京
（ＩＥＣ'97） 下迫 真理

1997年 横井 葉子
11/26・27
佐野 裕司
大阪

1998年 大久保 滋
8/24・25 手塚 圭子
東京
（ＩＥＣ'98） 上 敏明
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ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名

1999年
2/17・18
大阪

京都城北病院形成外科

ﾚｰｻﾞｰ脱毛の理論と実際

山本 明美

ｵﾌｨｽ山本 代表 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ｴｽﾃﾃｨｯｸ業界に必要なﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ知識

中村 恭子

国際ﾌﾗﾝｽ・ｴｽﾃﾃｨｯｸ学院 学院長 CPE

美を提供するﾌﾟﾛの一人として

郭 宗明

ﾌｪﾆｯｸｽ健診ｾﾝﾀｰ院長 医学博士

多毛症の謎～その原因と対策

Marie Marek Jones

ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ州電気脱毛試験委員会 委員長 LEI ＣＰＥ

ｱﾒﾘｶにおけるﾗｲｾﾝｽ制度

河村 京子

ﾇｰﾍﾞﾙ・ｴｽﾃﾃｨｯｸ・ｼﾞｬﾎﾟﾝ日本代表

女性の生き方

Sally ｋ．McAleer

ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ州電気脱毛試験委員会 委員 LEI CPE

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ

中西 正興

日本脱毛技術研究学院 院長 ＣＰＥ

電気脱毛の実用的実践

鈴木 晴恵

京都城北病院形成外科

ﾚｰｻﾞｰ脱毛最新情報

今井 理恵

港町診療所 医師

女性の健康基礎知識

高森 延子

株式会社 ﾌｧｰｽﾄ取締役 CPE

ﾆｰｽﾞに答える脱毛ﾃｸﾆｯｸ

猪俣 賢一郎

額田医学生物学研究所 評議員 医学博士

あたりまえのことをあたりまえにする医療

寒川 卓知

通商産業省 生活産業局 ｻｰﾋﾞｽ産業課 課長補佐

役務契約の問題点と訪問販売法改正

ｵﾌｨｽ山本代表 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ｴｽﾃﾃｨｯｸ業界に必要なﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞとは

自治医科大学 保健科学講座 教授 医学博士

環境ﾎﾙﾓﾝなどの環境汚染物質による健康障害

日本脱毛技術研究学院 院長 ＣＰＥ

美容電気脱毛（ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ法）技術の実用的実践

鈴木 晴恵

京都城北病院形成外科

さまざまなしみの治療とｹﾐｶﾙﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ

友利 美智代

ｻﾛﾝ・ﾄﾞ・ｻﾝﾙｰﾑ勤務 CPE

ﾒﾝｽﾞ脱毛の結果と臨床ﾃﾞｰﾀ

山本 宝

京都府立医科大学 医学部助教授 医学博士

内分泌異常による多毛症

岡本 祐之

関西医科大学 皮膚科助教授

日常よく遭遇する皮膚疾患

伊谷 江美子

株式会社 ｸｵﾚｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役

ﾌﾟﾗｽ思考で貴女をﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ

森田 泰鎮

もりたクリニック院長

皮膚の解剖、生理、創傷治癒

寒川 卓知

通商産業省 生活産業局 ｻｰﾋﾞｽ産業課 課長補佐

役務契約の問題点と訪問販売法改正

鳥居 鎮夫

東邦大学名誉教授

体内時計と睡眠

Michael Bono

Blend Educational Network 講師 CPE

「皮膚の治癒」パート１・パート２

山本 宝

福井愛育病院産婦人科（京都府立医科大学臨床教授 医学博士）

多毛症の内分泌環境ーその診断と治療について

小久保 隆

株式会社スタジオ・イオン代表取締役 環境音楽作曲家

“癒し”の音を求めて

山本 明美

オフィス山本代表 マーケティングコンサルタント

エステティック業界に必要なマーケティング

ＡＥＡ（米国電気脱毛協会） 最高責任者 CPE

電気脱毛とレーザー脱毛：アメリカにおける最新情報

通商産業省 生活産業局 ｻｰﾋﾞｽ産業課 課長補佐

サービス業としてのエステティック産業

ステーションカンパニー株式会社 代表取締役 ＣＰＥ

実践におけるカウンセリングから脱毛終了まで

中西 正興

日本脱毛技術研究学院 院長 日本脱毛技術研究学会会長 CPE

美容電気脱毛（ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ法）技術の実用的実践

Barbara A. Kieffer

カンザス州電気脱毛士協会 会長 CPE CCE

電気脱毛のための衛生管理基準

渡邊 正人

株式会社コスメティカパシフィクリム アンスォニーブラーデン事業部 ディヴィジョンマネージャー

顔と云う人格

猪俣 賢一郎

額田医学生物学研究所 評議員 医学博士

当たり前ことを当たり前にする医療

鈴木 晴恵

鈴木形成外科 院長

若返り治療最新情報

Barbara A. Kieffer

カンザス州電気脱毛士協会 会長 CPE CCE

電気脱毛カルテ

手塚 圭子

AEA理事 コミー総合研究所室長 医学博士 保険学博士 CPE

アメリカにおける電気脱毛の現状

伊谷 江美子

株式会社クオレ・コーポレーション 代表取締役

プラス思考パワーアップ ～21世紀は女性の時代～

2000年 Teresa E. Petricca
8/22・23 寒川 卓知
東京
（ＩＥＣ'00） 藤原 弘呼

2001年
2/6・7
大阪

演題

鈴木 晴恵

1999年 山本 明美
8/24・25 香山 不二雄
東京
（ＩＥＣ'99） 中西 正興

2000年
2/8・9
大阪

肩書

2018/9/25
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鈴木 晴恵

鈴木形成外科 院長

レーザー／光治療最新情報

水野 惇子

スキンクリニック代官山 院長

皮膚科医が行う美容

2001年

本田 光芳

日本スキン・エステティック協会理事長

化粧品による皮膚トラブルとその対応

8/22・23

石橋 賢一

株式会社東急エージェンシー ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ局ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ部部長

エステティックのIT化

カンザス州電気脱毛士協会 会長 ＣＰＥ ＣＣＥ

電気脱毛のための衛生管理基準／電気脱毛カルテ

経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課 課長補佐

サービス業としてのエステティック産業

西原 美貴子

コミー株式会社 総合研究所第１研究室 主任研究員

化粧品の成分表示について

井上 宏之

日本エステティック業協会 理事長

最近のエステティック業界の動向

Sally ｋ．McAleer

ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ州電気脱毛士協会会長 ＡＥＡ副会長 LEI CPE

Back To Basicｓ

本田 光芳

日本スキン・エステティック協会理事長 医学博士

化粧品による皮膚トラブルとその対応

2002年

平垣 美栄子

芦屋エステ代表 ＣＰＥ

顧客満足を得るためのポイントとは

3/19・20

井上 宏之

日本エステティック業協会 理事長

最近のエステティック業界の動向

大阪

手塚 圭子

AEA理事 コミー総合研究所室長 医学博士 保険学博士 ＣＰＥ

フランスのソシオエステティシャンについて

大原 晃洋

経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課 課長補佐

サービス業としてのエステティック産業

昇 幹夫

「日本笑い学会」副会長

あなたの笑顔なにより薬 ～皮膚にはこころがある～

上 敏明

名古屋形成クリニック院長 医学博士 理学博士

電気脱毛とレーザー脱毛の現状について

Shizuka I.Bernstein

SHIZUKA new york 主宰 CPE

N.Yｴｽﾃﾃｨｯｸ最新情報／アメリカにおける脱毛事情

加瀬 加代子

新宿新都心クリニック院長

エステティックサロンにおける疾病対応指標

2002年

昇 幹夫

「日本笑い学会」副会長／「元気で長生き研究所」所長

あなたの笑顔なにより薬 ～皮膚にはこころがある～

8/21・22

小柳 茂子

相模女子大学学芸学部助教授

フェミニスト・セラピー ～見つめなおす女性の生き方～

小山 嵩夫

小山嵩夫クリニック院長

加齢による女性らしさと健康 ～女性ホルモンの役割を中心として～

奥野 貴司

日本エステティック業協会会長

ｴｽﾃﾃｨｯｸビジネスのマーケティング

東 千晶

（株）シェイプアップハウス 営業部ゼネラルマネージャー CPE

メンズエステの現状について

早川 忠孝

コスモ法律事務所 所長 弁護士

レーザー脱毛に対する法的規制の現状と将来展望

大原 晃洋

経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課 課長補佐

エステティック産業の課題これからの取り組み

井上 宏之

日本エステティック業協会 理事長

美容レーザー脱毛の展望

日野 佳恵子

（株）ハー・ストーリィ 代表

WEBとクチコミで業績アップ

鈴木形成外科 看護師

ようこそこちらはメディカルエステHS.SOPHIAです

高橋 明美

ステーションカンパニー株式会社 美容本部マネージャー CPE

脱毛効率を上げるための現場での工夫

貝谷 久宣

医療法人和楽会 なごやメンタルクリニック 理事長

不安とストレスの時代

石橋 康正

東京逓信病院 名誉院長

エステティックと皮膚の免疫、特にアトピー性皮膚炎について

後山 尚久

大阪医科大学 産婦人科 助教授

女性のための漢方セミナー

太田 奈つ江

「元気で長生き研究所」 心理カウンセラー

こころとからだは車の両輪

Barbara A. Kieffer
東京
（ＩＥＣ'01） 大原 晃洋

東京
（IEC'02）

2003年

２/２５・２６ 小川 広子
大阪

「元気で長生き研究所」所長
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早川 忠孝

コスモ法律事務所 所長 弁護士

レーザー脱毛に対する法的規制の現状と将来展望

山下 理絵

湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科部長

形成外科医が語る美容医療とエステティック

井上 宏之

日本エステティック業協会 理事長

第1部「エステティック産業の適正化に関する報告書」について
第2部「レーザー・フラッシュ脱毛」の現状と今後の展望について

2003年

飯野 四郎

医療法人静山会 清川病院 院長 医学博士

B型・C型肝炎について

8/27・28

本田 美智子

Therapy聖心・日本美容脱毛研究所 主宰

アロマテラピーで出来ること

岩本 麻奈

皮膚科専門医 スキンクリニック代官山在外コンサルタント

フランス・エステ・美容レポート

水野 惇子

有楽町皮膚科 院長

美容皮膚科の必要性

岡田 研吉

岡田医院 院長

婦人病と漢方について

鍋田 恭孝

青山渋谷メディカルクリニック 院長

容姿に悩む心理と病理

田中 敏恵

フランス国家認定・ソシオエステティシャン

フランス、ソシオエステティック（美容福祉）について

井上 宏之

日本エステティック業協会 理事長

エステティック業界最新動向と今後の展望について-共通資格制度の実現に向けて-

2004年

二宮 孝

体験学習コーディネーター

人と人体を知るためのリフレッシュタイム

3/24・25

佐藤 務

こもん会稲毛病院 健康支援科・整形外科部長

新しい予防医学ヘルス・プロモーション･･･サプリメントの必要性と正しい摂り方

高濱 素秀

埼玉医科大学 名誉教授

ムダ毛をへらす高濱式手作り豆乳ローション

中川 有紀

メディカルエステ ラ・ペルル 主宰

皮膚科診療所内における電気脱毛

市橋 正光

サンクリニック 院長

光老化：発症の仕組み、治療と予防

武田 玲子

クリニック玲タケダ 院長

ダイオキシン、環境ホルモンから身を守る－子供たちの未来のために私たちが出来ること

井上 宏之

日本エステティック業協会 理事長

AEAエステティシャン養成制度と日本エステティック機構

市橋 正光

サンクリニック 院長

光老化の発症の仕組みとその治療・予防

2004年

安保 徹

新潟大学大学院 免疫学・医動物学分野 教授

病気の成り立ちと治し方

8/25･26

鳥養 養子

日本ホスピタリティ協会 理事長

ホスピタリティマインドでエステティックサービスを提供しよう

ヨシタ ミチコ

色彩ＮＰＯ日本カラーネットワーク協会 理事長

色彩効果と印象の違い

福澤 恒利

表参道福澤クリニック 院長

生活習慣病セミナー

倉田 昭子

ミス・パリ エステティックスクール大阪校 校長 CPE

エステティシャンの教育と育成について

山下 三重子

（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 理事

消費者トラブルを無くすために－エステティック関連法規を学ぶ－

和合 治久

埼玉医科大学短期大学 臨床検査学科 教授

音楽療法で免疫力アップ

上田 孝

医療法人誠友会 南部病院 脳神経外科部長

香りと音楽を用いた痛みの緩和～脳から見た“幸せ”になる方法～

2005年

中村 恭子

向陽高等学校 デザイン科エステティックコース ヘッドディレクター CPE

電気脱毛の基本に立ち返ろう！

2/24・25

和田 潔美

有限会社 ビオナチュレ 代表

フィトテラピー（植物療法）の魅力と体質学の重要性

岩井 結美子

オフィス グレイス代表

メイクセラピー～心と顔はつながっている～

山本 順寛

東京工科大学 バイオニクス学部 教授

アンチエイジングの切り札：コエンザイムQ10

浅野 理子

鈴木形成外科 鍼灸師

美容効果を上げる東洋医学

Miko 小林

株式会社ラ・クラーテ ジャパン 代表

海外スパビジネス最前線と国内スパ成功事例を徹底分析

東京
(IEC'03)

大阪

東京
（IEC'04)

大阪

CPE
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山本 順寛

東京工科大学 バイオニクス学部 学部長

アンチエイジングの切り札：コエンザイムQ10

笹原 美智子

笹原フィットネスプランニング 代表

ストレスマネージメント

岡部 信彦

国立感染症研究所感染症情報センター センター長

身近な感染症と、その防ぎ方

2005年

常安 直樹

東急エージェンシー コミュニティメディア本部

HPでサロンを変えよう！

8/24・25

中西 正興

日本脱毛技術研究学会 会長 ＣＰＥ

基本に戻ろう！ブレンドにおける高周波の重要性

上田 孝

医療法人誠友会 南部病院 脳神経外科部長

香りと音楽を用いた痛みの緩和～脳から見た“幸せ”になる方法～

徳重 真知子

消費生活コンサルタント

相談窓口からみたエステティッククレーム

鈴木 晴恵

鈴木形成外科 院長

Rejuvenation

渡辺 恭良

大阪市立大学大学院医学研究科 教授

疲労克服戦略

島上 和則

カネボウ化粧品（株） エステティックライフ研究所 所長

「心を癒す技術サービス」が求められる時代

2006年

沢木 みずほ

薬食フードライフ研究家

食べ物の栄養素・薬効を生かした機能的な食べ方のすすめ

2/9・10

上馬場 和夫

富山県国際伝統医学センター 次長

アーユルヴェーダの科学的研究からみたエステのあり方への提言

松本 正毅

有限責任中間法人 日本全身美容協会 理事長

エステティック業界の現状と将来に向かっての動向について

三井 知妃

ピュアエステティック知妃 代表

身体を温めることで全てを改善？エステティシャンの心の疲れは何処で・・・

菊地 眞

防衛医科大学校 教授 防衛医学研究センター センター長

レーザー／ホワイトライトの基礎と安全基準

三原 崇功

三原法律事務所 所長 弁護士

こんなときどうする？～サロンのトラブル対策Q&A～

市橋 正光

サンクリニック 院長

老化・光老化の機序と肌のアンチエイジング

島上 和則

（株）カネボウ化粧品 エステティックライフ研究所 所長

日本におけるスパの現状と近未来

2006年

飯田 恭子

首都大学東京 健康福祉学部 教授 保健学博士

エステティシャンのためのストレスに強くなる心の健康学

8/23・24

浅井 隆彦

あさいマッサージ教育研究所 所長

エステティックサロンにおける心と体のトータルケア～アロマテラピーの可能性～

東京

手塚 圭子

ＴＢＣウエストオブイングランドカレッジ 副校長 ＣＰＥ

美容電気脱毛の現状と今後について

(IEC'06)

三原 崇功

三原法律事務所 所長 弁護士

日本エステティック連合自主基準をふまえてのサロンのトラブルＱ＆Ａ

松本 正毅

有限責任中間法人 日本全身美容協会 理事長

エステティック業界の最新動向について

夜久 留美子

セラピューティストアカデミーＲＵＢＹＺ（ルビーズ） 代表 ＣＰＥ

リンパドレナージュ最前線・・・リンパ複合療法とその応用

倉石 泰

富山大学 副学長

痒みのメカニズム

佐治 ひとみ

（株）グローリア21 代表取締役社長 CPE

高齢社会におけるエステティシャンの役割

2007年

古谷 治子

株式会社マネジメントサポート 代表取締役

お客様に満足頂き、選ばれるための女性リーダーとしての立場と役割

2/22・23

山本 宝

福井愛育病院 副院長

多毛症とにきび（男性ホルモンの影響とその治療について）

手塚 圭子

ＡＥＡ理事 TBCウエストオブイングランドカレッジ 副校長 CPE

美容電気脱毛の現状と今後について

小嶋敦子、北尾美香

日本エステティック協会認定店 プロデューススタジオ フェラーラ CPE

電気脱毛と光脱毛を併用した美容脱毛の現状

堀 忠雄

広島大学大学院総合科学研究科 教授

快眠で健康に美しく～眠りの仕組みを知る～

木田 理恵

株式会社ハー・ストーリィ チーフプロデューサー

女性の心をつかむ！エステティックサロンのコミュニケーション・ブランディング

板東 浩

徳島大学／日本プライマリ・ケア学会理事・四国支部長

抗加齢医療における芸術療法・音楽療法

市野 さおり

株式会社ナチュラクオーレ取締役 看護師

足裏からのメッセージ～リフレクソロジーは足の観察から～

2007年

古谷 治子

株式会社マネジメントサポート代表取締役社長

顧客をファンにするエステティックサロンにおけるクレーム対応

8/22・23

上田 由紀子

ニュー上田クリニック院長

エステティックサロンでの肌トラブルの見分け方と対処法

手塚 圭子

美容脱毛エステティシャン認定委員会委員長 ＣＰＥ

業界統一の美容脱毛エステティシャンについて

佐治 ひとみ

株式会社グローリア21代表取締役社長 CPE

高齢社会におけるエステティシャンの役割

桜井 弘

鈴鹿医療科学大学東洋医学研究所 教授

アロマテラピーからアロマファーマコロジーへの可能性

天辰 文夫

NPO法人日本エステティック機構理事

エステティック認証制度とは

東京
(IEC'05）

大阪

大阪

東京
(IEC'07）
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ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名

肩書

2018/9/25

演題

天辰 文夫

NPO法人日本エステティック機構理事

エステティック認証制度～申請からキックオフまで～

永井 克也

大阪大学名誉教授

匂い刺激が生理機能に与える影響：体内時計と自律神経の関与

2008年

北川 毅、北川 直子

ＹＯＪＯ ＳＰＡオーナー 鍼灸師 ビューティーエステティシャン

中医美容について～美容と東洋医学のコラボレーションの可能性～

2/21・22

市野 さおり

株式会社ナチュラクオーレ取締役 看護師

リフレクソロジーは足の観察から

大阪

森山 佐恵

生活習慣研究所 所長

エステティシャンのための健康管理～ストレスに対抗し、仕事の能率を上げるには～

桑原 秀子

メディカルエステ専門学校 学校長

メディカルエステティシャン～これからのエステティシャンに求められる美容医療知識～

手塚 圭子

日本スキン・エステティック協会 理事 ＣＰＥ

レーザー・光脱毛の現状と今後

日下部 知世子

株式会社インターブレイン 代表取締役

フランスのアロマテラピーとスパ事情

手塚 圭子

日本スキン・エステティック協会 理事 CPE

エステティックで行うレーザー・光脱毛について

塚本 裕丈

株式会社リクルート 街の生活情報カンパニー ホットペッパーディビジョン 領域戦略部 美容・キレイグループ 集客できるサロンとは？～エステティックサービスの広告戦略について～

2008年

宮地 元彦

独立行政法人国立健康・栄養研究所 運動ガイドラインプロジェクトリーダー

保健指導における運動・身体活動指導

8/20・21

矢形 寛

聖路加国際病院乳腺外来 医幹 検診マンモグラフィ読影認定医

乳がんについて考える

東京

横山 泉

臨床心理士

カウンセリングマインドの活かし方－信頼が幸せへと繋がっていくための人間関係の構築のために－

大島 秀男

国立病院機構熊本医療センター 形成外科医長

毛が生えるしくみ－毛包の幹細胞システムについて－

岡村 麻未

株式会社キャシーズチョイス 取締役社長 歯科医師 メディカルエステティシャン

美肌ケアとオーラルケア

橋口 玲子

緑蔭診療所

心と体をきれいにするメディカルハーブとアロマセラピー

渡部 信子

健美サロン渡部 院長

プチ不調を解消してきれいなボディを手に入れよう

沖 利通

鹿児島大学病院女性診療センター 講師

多毛症の診断と治療

藤原 弘呼

ステーションカンパニー株式会社 代表取締役 ＣＰＥ

電気脱毛の存在意義と展望・・・エステティックサロンの実情と今後の展望

2009年

大島 秀男

国立病院機構熊本医療センター 形成外科医長

毛包の幹細胞システムについて－毛はいかにして生えるか－

2/5・6

小西 奈津子

近畿大学医学部附属病院 皮膚科専門外来「女性外来」 医師

皮膚科医が考える正しいスキンケアとは？～女性外来でのスキンケア指導について～

大阪

横山 泉

臨床心理士

カウンセリングマインドの活かし方－信頼が幸せへと繋がる人間関係の構築のために－

浦 能久

日本エステティック工業会 理事

電気脱毛器、光脱毛機の選択基準とメンテナンス

新井 由紀

ＮｅｗＹｏｒｋ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｓｉｓ Ｏｆｆｉce オーナー ＣＰＥ

米国における電気脱毛の事例とＣＰＥの優位性について

服部 尚子

なおこ皮膚科クリニック 院長

エステティシャンのためのハンドケアの知識

津島 ヒロミ

株式会社ファーストワン 代表取締役 ＣＰＥ

電気脱毛士としてのセルフケア

2009年

森谷 敏夫

京都大学大学院人間・環境学研究科 教授

からだと心の健康美をつくる運動と食事

8/19・20

緋宮 栞那

きれい塾ＪＡＰＡＮ ＣＵＬＴＵＲＥ株式会社 取締役塾長

年齢に負けない食の勧め アンチエイジング・美肌食について

東京

手塚 圭子

日本スキン・エステティック協会 理事 ＣＰＥ

最新の日米脱毛事情

(IEC'09）

山口 葉子

聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター 准教授

スキンホメオスタシスを活性化する肌再生についｙて

有藤 文香

株式会社Ｘiang 代表取締役社長

東洋医学とアロマセラピーの融合～中医アロマでこころとカラダの処方箋

永井 克也

株式会社ＡＮＢＡＳ 代表取締役社長 大阪大学名誉教授

生体機能調整と体内時計

本田 妃世

株式会社ウィズネス 代表取締役

おもてなしの極意～顧客満足を高める心と形をブラッシュアップして、売上アップ！～

中西 正興

日本脱毛技術研究学会 会長

電気脱毛による特定部位の施術

2010年

市橋 正光

森之宮医療大学抗加齢医学研究所所長 アムリ医療センター センター長

皮膚のアンチエイジング最新情報

2/25・26

川口 恵子

川口レディースクリニック 院長

漢方は女性の味方

大阪

手塚 圭子

日本スキン・エステティック協会理事

岩崎 厚樹

（株）サイバースター 取締役

これから始めるＳＥＯ対策～ＷＥＢを活用した集客術について～

高波 嘉一

京都府立医科大学医学部予防健康医学講座 准教授

アンチエイジングに効くサプリメントと運動

氏家 尚子

国際マタニティエステ協会代表 ＩＮＦＡインターナショナルエステティシャン

海外の美容事情とサロンマネージメント

(IEC'08）

ＣＰＥ

最新の日米脱毛事情
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ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名

肩書

2018/9/25

演題

リッキー二宮、渋谷まさみ

有限会社エム・アール・アイ

メイクの世界を覆すミネラルメイクアップ

北川 毅、北川 直子

ＹＯＪＯ ＳＰＡオーナー 鍼灸師 ビューティーエステティシャン

東方美容と経穴美顔術

2010年

藤原 弘呼

ステーションカンパニー株式会社 代表取締役 ＣＰＥ

エステティシャン試験制度について

8/18・19

対馬 ルリ子

ジュノウィミンズ・ウェルネス銀座産院 院長

女性ホルモンと健康な生活

東京

高森 延子

株式会社 ファースト取締役 CPE

世代を超えて求められるＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｐｅｒｓｏｎ

(IEC'10）

杉本 恵子

株式会社ヘルシーピット代表取締役 管理栄養士 ヘルストレーナー 心理相談員

美しく生きる幸福の口福（杉本恵子の食材５色バランス健康法）

高波 嘉一

大妻女子大学 家政学部教授

アンチエイジングに欠かせない効果的な運動とサプリメントのお話

郷 和子

エステティックバービー代表 ＣＰＥ

美容電気脱毛の実践と諸外国の脱毛の現状

光江 弘恵

エイボンプロダクツ株式会社 ＣＯＤＥＳ-ＪＡＰＯＮ認定ソシオエステティシャン

日本におけるソシオエステティックの役割と展望

野尻 育代

エステティックサロンＫ－Ｃｌｕｂ主宰 ＣＯＤＥＳ-ＪＡＰＯＮ認定ソシオエステティシャン

ソシオエステティシャンの現状と今後について

森柾 秀美

Ｅｓｔｈｅｔｉｃ ＭＯＲＩＭＡＳＡ学院長

ストレス別マッサージ

大平 哲也

大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学 准教授

笑いと健康～笑って！ストレス解消、生活習慣病予防～

2011年

高森 延子

株式会社ファースト 取締役 ＣＰＥ

精油による痛みの軽減法 一考察

2/23・24

鈴木 晴恵

鈴木形成外科 院長

美容医療―最近の発展

施 冶平

Ｅ．Ｐ．Ｉ会長 （株）フィール代表

バルジをターゲットにした高周波脱毛と美容ライト脱毛

光岡 さちこ

カラーセラピスト

心と体を輝かせる幸せカラー～エステティック効果とサロン活性化に役立つカラーセラピー活用法～

杉本 恵子

株式会社ヘルシーピット代表取締役 管理栄養士 ヘルストレーナー 心理相談員

幸福の口福の話し 杉本恵子の食材5色健康法

岡島 加代子

Ｔｈｉｎｋ Ｐａｒｋ皮膚科クリニック 院長

最新美容皮膚科情報について

施 冶平

Ｅ．Ｐ．Ｉ会長 （株）フィール代表

バルジをターゲットにした高周波脱毛と美容ライト脱毛

山本 千尋

健康キレイ塾主宰 カイロプラクター 健康管理士

山本千尋の健康キレイ塾：カラダのコアから“美”と“健康”をめざす

2011年

木下 優子

日本大学医学部附属板橋病院 東洋医学科医長 緩和ケア室室長

漢方医学で考える女性の美と健康

8/29・30

手塚 圭子

日本スキン・エステティック協会理事 ＡＥＡ（米国電気脱毛協会）理事 ＣＰＥ

美容電気脱毛と美容ライト脱毛について

東京

伊達 友美

管理栄養士 日本抗加齢医学会認定指導士 銀座アンチエイジングラボラトリー アオハルクリニック カウンセラー
美肌と美ボディをつくる食セラピー

(IEC'11）

三橋 美穂

快眠セラピスト

キレイをつくる眠りの基本

川田 浩志

東海大学医学部内科 准教授

アンチエイジングの最新エビデンス

Lesly Davidson,M.D.

皮膚科医

電気脱毛と光脱毛について

林 和弘

メディカル・プラスクリニック 統括院長 医学博士

美容医療の変遷とエステとの融合

2012年

柿木 隆介

自然科学研究機構 生理学研究所 統合生理研究系・教授

痛みと痒みの脳内認知機構の解明

8/28・29

井上 聡

東京大学大学院医学系研究科抗加齢医学講座 特任教授

女性ホルモンの作用メカニズムとホルモン補充療法

長谷川 敏男

順天堂大学医学部皮膚科 准教授 医学博士

皮膚科学の基礎と最近の美容皮膚科の傾向
アメリカの美容電気脱毛（Electrolysis）の現状

森柾 秀美

NewYork Electrolysis Office オーナー
Esthetic MORIMASA 学院長（ﾌﾟﾛ対象ｴｽﾃﾃｨｯｸｽｸｰﾙ） フランス商工会議所（ｼｬﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾒﾁｴ）講師
株式会社トゥールビオン 代表取締役

石坂 泰造

エステティックジャーナル編集長 株式会社たたぷらす 代表取締役

日本のエステティック業界における脱毛事情

小林 弘幸

順天堂大学医学部教授 日本体育協会公認スポーツドクター

美容、健康のための自律神経コントロール法

2013年

加藤 加奈子

日本脱毛技術研究学会 認定講師 池坊短期大学環境文化学科 エステティシャンコース 非常勤講師

受け継がれる美容電気脱毛

8/28・29

松波 春雨（まつなみ はるお） 薬日本堂漢方スクール 専任講師

漢方早わかり講座～漢方で体の中からキレイになる～

山田 メユミ

株式会社アイスポット 代表取締役社長 株式会社アイスタイル 取締役

クチコミサイト運営会社から見る最新美容動向

株式会社Ｓｈｉｍｐｒｏｖｅ 代表取締役社長 ファスティングマイスター香港支部長

香港の脱毛リポートとＣＰＥのための分子栄養学

和合 治久

埼玉医科大学 保健医療学部教授 学科長

音楽療法～免疫力アップと美肌ケア

佐治 ひとみＣＰＥ

日本ケアセラピスト協会 副理事長

予防的スキンケアとケアセラピスト

大阪

東京

（IEC’12） 新井 由紀LE,CPE

東京

（IEC’13） 杉村 さとりＣＰＥ

５年もつサロン５％の現実。実践的なサロン運営ノウハウ
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ＪＳＡ主催
継続教育セミナー講師・演題一覧
講師名

肩書

2018/9/25

演題

鈴木 養平

薬日本堂 学術教育部長 日本漢方養生学協会 理事長

四季の養生‐自分を変えるきっかけに！暮らしの中の漢方・薬膳を学ぶ

2014年

恵澤 千春ＣＰＥ

株式会社エステティカ 代表取締役 ＡＥＡ認定インターナショナルエステティシャン
日本成人病予防協会認定 健康管理士一般指導員

”最適な脱毛法が選べるサロン”の総合プロデュースについて

8/27・28

桑波田 日香里

ＡＲＴＥ ＡＲＯＭＡＴＩＣＡ代表 薬学博士 薬剤師

痛みとアロマ‐アロマセラピーによる鎮痛作用の科学的解析

轟木 美穂子ＣＰＥ

日本エステティック振興協議会 美容ライト脱毛委員会 委員

日本エステティック振興協議会が考える美容ライト脱毛

特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート 理事長
エステティック協会トータルエステティックアドバイザー ＣＯＤＥＳ‐ＪＡＰＯＮ認定ソシオエステティシャン

ソシオエステティシャンとしての活動

Ｅｓｔｈｅｔｉｃ ＭＯＲＩＭＡＳＡ学院長（プロ対象エステティックスクール）フランス商工会議所（シャンブルドメチエ）講
師
株式会社トゥールビオン 代表取締役

上顧客をがっちりつかむサロン戦略と接客

東京

（IEC’14） 光江 弘恵
森柾 秀美
浅井 潤司
斎藤 糧三

株式会社矢野経済研究所 ＦＳＲユニット 上席マネージャー（主任研究員）
エステティック業界の現状分析と今後の展望
一般社団法人日本ファンクショナルダイエット協会 副理事長
順天堂大学大学院加齢制御医学講座 協力研究員 ナグモクリニック アンチエイジング・機能性医学外来 医
長
運動なしでみるみる痩せるアンチエイジング食事法、ケトジェニックダイエット

向井 邦雄

一般社団法人日本サロンマネジメント協会 代表理事

お客様がずっと通いたくなる極上の接客術

平垣 美栄子CPE

一般社団法人自然療法機構 代表理事

植物療法をエステティックに活用する

2015年

岡部 美代治

ビューティサイエンスの庭 代表 ビューティサイエンティスト

エステティシャンのための化粧品原料知識と全成分表を正しく読むコツ

8/26・27

加藤 加奈子

日本脱毛技術研究学会 理事長

今、知りたい！美容電気脱毛サロン 繁盛店へのアプローチ

戸田 久実

アドット・コミュニケーション株式会社 代表取締役 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 理事

エステティシャンのためのアンガーマネジメント～怒りの感情と上手く付き合う方法とは

医療法人社団育生会「私のクリニック目白」理事長・院長

もっと皮膚を知ろう

東京

（IEC’15） 平田 雅子

2016年

森田 祐二

セレンクリニック東京 院長 銀座アンチエイジングラボラトリー所長

アンチエイジング実践法-理想的な生活習慣づくりを中心に

三原 崇功

三原法律事務所 所長 弁護士

改正景品表示法について

永田 孝行

日本ダイエットスペシャリスト協会（JDSA）理事長 医学博士

人を太らせる栄養素と日本人のDNAに適ったダイエット

武田 淳也

広域医療法人スポーツ・栄養クリニック＆ピラティスラボ（福岡・代官山）理事長 医学博士 ピラティスエデュケーター
ウェルエイジングのための“カラダ解説”と骨盤底筋エクササイズ“Ｐｆｉlates”の理論と実践

八幡 智子

NPO法人日本成人病予防協会 業務総括部参与 専任講師

薬膳から学ぶ、季節に合わせた体調管理

島田 ゆかり CPE

YSI株式会社 代表取締役 日本脱毛技術研究学会 理事 鍼灸師

美容電気脱毛の魅力の再確認と今後の展望

西村・三原法律事務所 所長 弁護士

美容脱毛の位置づけと取り組み

澤田 剛彦

（株）クレームSコンサルタンツ 代表取締役 ＡＥＡエステティック相談センター顧問

クレームを笑顔に変える！対応力アップで売上アップ！

亀山 孝一郎

青山ヒフ科クリニック 院長 皮膚科専門医 医学博士

美容皮膚科医として：より良い肌を実現するために

横倉 恒雄

医療法人社団健人会 理事長 横倉クリニック院長 医学博士

ヒトの健康から人の健幸

浦 能久

一社）日本エステティック振興協議会 美容ライト脱毛委員会 委員長 フェイシャル・ボディ調査研究委員会 委員エステティックの正しい広告表記のあり方

小林 暁子

医療法人社団順幸会 小林メディカルクリニック東京 理事長 院長 医学博士

健美腸ライフ～健美腸で人生が変わる。美しく健康に!!～

林 和弘

メディカルプラス・クリニック新宿 統括院長 医学博士

エステティシャンのための美容医療 最新情報

小林 照子

美容研究家 メイクアップアーティスト 美・ファイン研究所所長 ジャパンメイクアップアーティストネットワーク理事長 人を美しくするという仕事

吉松 惠子

公益社団法人 全国消費生活相談員協会関東支部 消費生活専門相談員

消費生活相談員の現場からエステティックサロンにお伝えしたいこと

公益社団法人 日本広告審査機構（JARO）審査部 消費生活コンサルタント 消費生活アドバイザー

エステティシャンが知っておくべき広告・表示の規制

石田 理恵 CPE

あるふぁ・神宮東 代表 CPE

現場からみた美容電気脱毛の今と未来

大原 國章

一般社団法人日本スキン・エステティック協会 理事長 虎の門病院皮膚科

エステティシャンのための皮膚科学

上野 正治

一般社団法人日本エステティック協会 コンプライアンス委員会 委員 消費生活アドバイザー

全ての事業者が対象となります！エステティシャンのための『改正個人情報保護法』施行について

小野 浩二

一般社団法人日本スキンケア協会 代表理事 株式会社シードリーム 代表取締役

最小チームを最強に変えるリーダーのカウンセリング力の高め方

手塚 圭子 CPE

日本美容電気脱毛協会 理事長 医学博士 保健学博士

美容電気脱毛を取り巻く現状

市橋 正光

アーツ銀座クリニック 院長 神戸大学医学部 名誉教授

皮膚の美容と健康―外的環境と細胞の視点から肌を考えるー

川嶋 朗

東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科 教授 医学博士
一般財団法人 東洋医学研究所附属クリニック 自然医療部門

冷えは万病のもと－冷えていると痩せない！－

8/24・25 三原 崇功
東京

2017年

8/23・24 野崎 佳奈子
東京

2018年

8/22・23 日比野 佐和子
東京

女性医療ネットワーク理事

中川 有紀 CPE

Y's サイエンスクリニック広尾 統括院長
大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 特任准教授 医師 医学博士
メディカルエステ ラ・ペルル 代表 一般社団法人 日本脱毛技術研究学会 認定講師 ＣＲＥ

習慣力で若返る！アンチエイジングのコツ〜誰でも実践できる８つのコツ〜
エステティシャン目線から考える皮膚の症状

大山 招子

大山治療院 院長 株式会社エクシーズジャパン 顧問
INFA国際エステティック連盟インターナショナルエステティシャンゴールドマスター

東洋医学から学ぶ体質改善教室～トラブル解決への近道

宝田 恭子

宝田歯科医院 院長 日本アンチエイジング歯科学会 監事 認定バクテリアセラピスト

普遍的な老化と高保湿表情トレーニング
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