
自費研　 フェスティバル登壇者一覧 圧巻の140人が登壇！
自費診療分野にまつわるさまざまな視点で構成された豪華プログラムに、多彩な顔触れが大
集合です。こんな場所はほかにはありません。特別な2日間をお見逃しなく。

医療DX

加藤 浩晃先生

デジタルハリウッド大学大学院 
特任教授

東京医科歯科大学 
臨床教授、医師 吉村 健佑先生

千葉大学
次世代医療構想センター
特任教授、医師

山下 颯太先生

株式会社HOKUTO 取締役
日本赤十字社医療センター 

救急科、医師

近澤 徹先生

株式会社Medi Face 
代表取締役
医師

医療DXで変わる医療・ヘルスケアの未来
ORANGE 14:30～15:10

江口 康二氏

株式会社メディロム
代表取締役
CEO

青木 晃先生

銀座よしえクリニック都立大院 院長
株式会社メディロム
執行役員CMO

ヘルスケア企業が考える予防医療の再定義
GREEN 11:20～12:00

スタッフ満足度爆騰～売上20%upに導くクリニックDX～

乾 雅人先生

銀座アイグラッドクリニック
院長

二宮 英樹先生

株式会社データック
代表取締役

武藤 真一氏

GMOくまポン株式会社
取締役

RED 12:40～13:20

共立美容外科×B4A  特別セッション（仮）

久次米 慧人氏

共立美容外科
理事・Brand Director

植松 正太郎氏

株式会社B4A 
Technologies
代表取締役 CEO

RED 15:00～15:40

勤め人から事業者へ一歩踏み出す人の為の、不合格体験記
～東大医学部Dr. Ver.～

※プログラムは追加中につき、詳しくは特設サイトをご覧ください。※ご都合により、プログラム内容が変更となる場合があります。

花房 火月先生

医療法人社団清優会
理事長

山本 康博先生

MYメディカルクリニック
横浜みなとみらい

院長 二宮 英樹先生

株式会社データック
代表取締役

乾 雅人先生

銀座アイグラッドクリニック
院長

PURPLE 10:30～11:10

美容医療
立場の異なる4人が語るスペシャル対談

美容医療の流れを掴む、今の美容医療と未来の価値

曻 真子氏

株式会社リクルート　Division
統括本部　ビューティDivision
領域企画部　美容クリニックグループ
　営業３チームチームリーダー

朝日 林太郎先生

日本医科大学 
社会連携講座
講師

堀田 和亮先生

BIANCA lifestyle 
with smiles
理事長

大慈弥 裕之先生

北里大学
形成外科･美容外科

客員教授

RED 16:10～16:50

ドクターズ ディスカッション: TESSLIFT SOFTを
用いたリフトアップ及びコンビネーション治療

小川 英朗先生

城本クリニック　福岡院
院長

梁川 厚子先生

ヤナガワクリニック
院長

奥村 智子先生

ルクスクリニック
院長

RED 11:30～12:10

抗加齢医療

抗加齢医療最前線～アンチエイジング医学の進歩

山田 秀和先生

近畿大学
アンチエイジングセンター

客員教授

冨田 哲也先生

森ノ宮医療大学大学院 
保健医療学科

教授 市橋 正光先生

アーツ銀座クリニック
院長

GREEN 14:50～15:30

今　注目されている　男性更年期障害について

堀江 重郎先生

順天堂大学大学院医学研究科・
泌尿器科外科学 主任教授
社団法人日本メンズヘルス

医学会 理事長 井手 久満先生

獨協医科大学埼玉医療センター
低侵襲治療センター

教授

GREEN 12:30～13:10

自費・医療経営

最強知名度の作り方

西村 誠司氏

エクスコムグローバル
株式会社　

代表取締役社長 山川 雅之先生

セルソース株式会社 
創業者/取締役

ORANGE 15:35～16:15

美容医療アジア戦略

古山 喜章氏

自由が丘クリニックグループ COO
株式会社THE MEDICAL 
代表取締役社長 西村 芯芯氏

桜ジャパン株式会社
代表取締役

RED 13:45～14:25

菊地 竜馬氏

株式会社エスエス・キャリア
セールス&コンサルティング 

医師紹介チーム
サブリーダー

【presented by美容医局】 
～数字で見る、美容医療業界の
医師転職市場について～
YELLOW 13:00～13:40

歯科自費診療

職場乾燥症を防いで予防の時代に備えよう

角 祥太郎先生

株式会社
clappinghands
代表取締役

PURPLE 15:10～15:50

マウスピース矯正の落とし穴

小畑 真先生

弁護士法人小畑法律事務所
代表弁護士

（東京弁護士会所属）・歯学博士

YELLOW 15:20～16:00

GMO流、クリニックのSNS活用術（LINE、Instagram、
Googleマイビジネス）（仮）

布村 優太氏

GMO TECH株式会社
プロダクトマーケティング本部　
コマーシャル営業部 部長白井 学氏

GMOコマース株式会社
アライアンス部　部長

PURPLE 11:40～12:20

医療マーケティング

谷 都美子先生

一般社団法人 日本化粧医療学会
理事 春山 菜穂子氏

美容医療看護師

化粧療法
触れる力による心と体のケア
美容ナースEXPO 10:00～10:40

美容看護師に求められる
接遇力

美容ナースEXPO 11:00～11:40

出来る美容ナースはココが違う！ 
身に着けておきたい営業力とクレーム対応スキル

樋口 夏海氏

株式会社MENT
代表取締役

美容ナースEXPO 15:00～15:40

美容ナース

1515日

15年間にわたる医科歯科連携クリニック運営の実際
YELLOW

今井 邦彦先生

ダイヤモンド今井
デンタルクリニック

院長

自費専門の歯科医が
開院3カ月で3億売り上げた
方法、全部、教えます！
PURPLE 16:20～17:0014:10～14:50

服部 敏様

医療法人社団登龍会　理事長
代々木デンタルクリニック　院長

一般社団法人日本顎顔面美容医療協会　会長

根深 研一先生

医療法人社団研裕会 理事長
紀尾井町プラザクリニック理事長

歯学博士

勤務医向け

オーソモレキュラー

自費クリニックでのサプリメントはスタッフの知識が左右する！
PURPLE 14:00～14:40

阿部 五月先生

アクリアデンタルクリニック副院長
オーソモレキュラー
栄養医学研究所認定 

栄養カウンセラー（認定ONP）

伊藤 夕里亜先生

イトウ歯科クリニック
予防歯科栄養カウンセラー
オーソモレキュラー
栄養医学研究所認定 

栄養アドバイザー（認定ONE）

吉川 圭美先生

オーソモレキュラー
栄養医学研究所認定 

栄養カウンセラー（認定ONP）
わくわくbase亀戸保育園 

管理栄養士

クリニックの差別化に『オーソモレキュラー栄養療法』を！
GREEN 16:00～16:40

溝口 徹先生

みぞぐちクリニック 院長
オーソモレキュラー栄養
医学研究所代表理事

 山崎 まいこ先生

まいこ ホリスティックスキンクリニック 院長
米国Nutrition Therapy Institute

認定栄養コンサルタント

大友 通明先生

大友外科整形外科 院長
オーソモレキュラー栄養
医学研究所理事
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