
（　 　　  　　　　　）それぞれ送迎車にて臍帯血バンク
 HUCORD社（京近道）視察へ

｢半永久の化粧法」として韓国で話題！の韓流アート―メイク術　TV、ラジオ、雑誌メディアで圧倒的な人気のKim Yoeon
Jin医師に医療アートメイク術の知識とスキルそしてレーザー修正の対処法を  Kim医師が医療アートメイク術をするきっかけは、韓国
そして日本でも繰り返される非医療（エステ、美容院）によるトラブル症例に対して専門分野のレーザー治療で刺青を除去していたことだった。大韓皮膚科学会の
理事、教育委員や大韓医学レーザー学会の研修委員などを長年歴任してきたKim医師ゆえ、非医療行為でのこうしたアートメイクの失敗を危惧し自らオランダに医
療人として研修、ディプロマを携えて10年前に診療メニューとしてスタートした。今や「半永久の化粧法」として今や韓国で話題となり、韓流アート―メイク術の
パイオニアとしてTV,ラジオ、雑誌など多数のレギュラー番組、執筆を抱える。2001年に設立した「大韓美容医療アートメイク学会」は会員数400人を有する。

日本に先駆けてピグメント（インク）の安全性遵守　韓国環境庁許可のインクと自動マイクロニードル注入マシン使い、
女医ならではの美眉、アイライン、口唇、ヘアラインをつくる   絵心をもち油絵の素養ももちあわせているというKim医師ならではの施術を
希望する参加者に個人指導しながら、また同伴者に限り施術モデルとなっていただく。ピグメントは成分分析データを提出し環境庁から許可されたもののみ使用す
ることから安全性遵守を徹底、自動マイクロニードルを使い美眉、アイライン、口唇、ヘアラインのライブ供覧を実施する。女性医師ならではの「印象を左右する
眉づくり」「自然なアイラインのつくりかた」「顔の輪郭とのバランスを考えた口唇のかたちとピグメント色の選択」「立体的なヘアラインの作り方」などが実演
される。池田医師には施術補助をお願いし、両医師のディスカッションも術中にしていただく（本講義、施術動画を収録したDVDを参加者には帰国後進呈する）。

PURE SKIN GREEN CLINIC 東京皮膚科 形成外科

非会員も受講ができます、JAAS入会は http://www.. jaas-online.com/ から

JAASアカデミー　美容医療アートメイク塾LiveTherapy

ソウル医療アートメイク術入門ライブ
（希望者3組個人レッスン）＋　　　　　　　　　

日韓徹底検証！Dr Kim韓流スキル VS. コメンテーター役 Dr 池田メイクアップ術
共に10年の施術経験もつKim医師（大韓美容医療アートメイク学会会長）、池田医師（日本医療アートメイク学会
理事長）から美容医療ならではの「アートメイク術」を学ぶ。 前日には15万臍帯バンクHUCORD社を初訪問する｡

3月25日（土）‐26日（日）韓国ソウル瑞草区盤浦洞  定員12名・認定医／実践指導士資格のための履修単位3単位
JAAS非会員1回のみも可　　参加者にCERTIFICATE盾と25-26日の講義・施術動画を贈呈します。

臍帯血バンクHUCORD社
（京近道）を視察

パンポウドン

3月25日（土）プログラム
◎ 空港集合　PM1:00ソウル金浦空港集合
　　　　　 　PM1：30ソウル仁川空港集合
◎ PM4:30　送迎車にて京畿道からソウル江南区Imperil Palace Hotel（☆☆☆☆☆）へ
　　　　 　チェックイン
◎ PM6:00　ホテルから送迎車にてソウル瑞草区盤浦洞PURE SKIN GREEN CLINICへ
◎ PM6:30～8:30　Dr Kim   Lecture及び動画解説　講義編
  「韓国アートメイク術の現状と医療アートメイク術の普及～韓国環境庁によるピグメ
　ントの許可制とその安全性、施術ポイントと症例報告（動画を交えて）」
  ①Kim医師のデザインとそのセオリー
  ②Kim医師の術前術中の殺菌、消毒と自動マイクロニードル注入のこつ
  ③印象を左右する眉、自然なアイラインのつくりかた、顔の輪郭とのバランスを考えた
  口唇のかたちとピグメント色の選択、立体的なヘアラインの作り方」
　　PURE SKIN GREEN CLINIC院長（大韓美容医療アートメイク学会会長）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Kim Yoeon Jin MD（日韓通訳）
  「日本のアートメイク術の現状と医療アートメイク術の普及～Dr池田のメイクアッ
　プ術を生かしたアートメイクデザインと症例（動画を交えて）」
　　日本側テクニカルコメンテーター　東京皮膚科・形成外科総院長
　　　　　　   （JAAS理事長　日本医療アートメイク学会理事長）　池田　欣生MD
◎ PM8:30～　DR Kimを交えてのWelcome　Party（本場チャドルベギ店）

3月26日（日）プログラム
◎ AM8:00　朝食後　ホテルチェックアウト送迎車にてPURE SKIN GREEN CLINIC へ

◎ AM9:00～11:00　Dr Kim   Live Therapy　眉　アイライン
  「Dr KimのEyebrows & Eyeline Make-Up By Digital Microneedle Puncture Machine
　のライブ供覧」Dr池田から解説をしながら指導
　　術者・個人指導医PURE SKIN GREEN CLINIC院長　Kim Yoeon Jin MD（日韓通訳）
　　補助術者・テクニカルアドバイザー　東京皮膚科・形成外科総院長　池田　欣生MD
　　施術希望者および希望者同伴のモデル　1組
◎ AM11:00～PM12:00　Dr Kim   Live Therapy　口唇　アイライン
  「Dr KimのEyebrows & Lips Make-Up By Digital Microneedle Puncture Machine
　のライブ供覧」 Dr池田から解説をしながら指導」
　　術者・個人指導医PURE SKIN GREEN CLINIC院長　Kim Yoeon Jin MD（日韓通訳）
　　補助術者・テクニカルアドバイザー　東京皮膚科・形成外科総院長　池田　欣生MD
　　施術希望者および希望者同伴のモデル　1組
◎ PM12:00～1:00　昼食・休憩
◎ PM1:00～2:30　Dr Kim   Live Therapy　ヘアライン
  「Dr YounのHairline Make-Up By Digital Microneedle Puncture Machineのライブ
　 供覧」Dr池田から解説をしながら指導」
　　術者　PURE SKIN GREEN CLINIC院長　Kim Yoeon Jin MD（日韓通訳）
　　補助術者・テクニカルアドバイザー　東京皮膚科・形成外科総院長　池田　欣生MD
◎ PM2:30～3:00　Dr Kim   修了（CERTIFICATE）盾の授与と記念写真
　　術者・個人指導医PURE SKIN GREEN CLINIC院長　Kim Yoeon Jin MD（日韓通訳）
　　テクニカルアドバイザー　東京皮膚科・形成外科総院長　池田　欣生MD
　　施術希望者および希望者同伴のモデル　1組
◎ PM3:00　クリニック出発　金浦空港、仁川空港へそれぞれ送迎　解散

JAASアカデミー／主催　　一般社団法人JAAS／後援　　　 協力／PURE SKIN GREEN CLINIC

多くの TV レギュラー番組抱える Kim 医師多くの TV レギュラー番組抱える Kim 医師

HUCORD 社の臍帯バンキングHUCORD 社の臍帯バンキング



  ■ 3月25日（土）26日（日）
《定員：限定12名》

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

ご住所

 参加登録 ≪お申込書≫  JAAS事務局  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。

修 了 証

1回受講で修了

医　師　130,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
看護師　110,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円

※お申込後・ご入金後のキャンセルはご遠慮ください。

   3月25日（土）－26日（日）

ソウル医療アートメイク術
入門ライブ

希望者3組個人レッスン
＋ 臍帯血バンクHUCORD社視察   

韓国ソウル
瑞草区盤浦洞

本入門ライブ講習会に参加した医師、看護師に
は、DR Kimより「修了（CERTIFICATE）盾」と
共に施術動画を進呈します。修了者には25-26日
の講義・施術動画を帰国後2週間以内にもれな
く贈呈します。

　驚異の非切開Vライン3症例LiveSurgery！日本の医師向けには初公開となるNewThread（Cobraコグ＆VOVコグ）のライブ講習会がJAASライブ講習会のリ

レー講座として昨年開催された「DR池田の医療アートメイク術」では、医療アートメイク術の実際を眉毛とアイラインへの施術供覧を行い、2017年よ

り日本医療アートメイク学会が設立される運びとなった。講義とライブ供覧でその指導に池田   欣生医師（JAAS理事長）があたったが「もともと入れ墨

の原料で医師以外のもので行われていたが、C型肝炎や感染症などのトラブルが相次ぎ、日本では平成12年6月9日付厚生省健康政策局医事課長通知によ

りアートメイクは医業に該当するとされた。当院では私自身がアートメイクのディプロマを持ち、開業以来アートメイクを10年以上続けていたが、近年

アートメイク業者のみならず輸入業者の逮捕も相次ぎ、アートメイク原料を個人輸入せざるを得なくなった。そのためにアートメイク器具や商材を調べ

たところ､原料の表記などで嘘を言っていた業者も存在していたことが分かったため、医療関係である我々の間での正しい情報の収集と共有が必要」と

して学会立ち上げの背景を述べるとともに、本学会で今後カウンセリング、デザイン、麻酔そして専用ニードルと色素（ピグメント）を使った安全で確

かなアートメイク美容術、そして医療でしかできないレーザーによるリカバリーなどを学んでいくことを活動趣旨に盛り込むことを明らかにした。

　加えて池田医師は、医師に加え看護師も施術可能としていく活動を推進しながら、看護師が短時間で高い美的効果を出せるように施術の指導によって､

医師以外のコメディカルスタッフが施術に関わることで高い労務収益性が確保できる治療メニューに育てていくことも約束。クリニックの収益アップに

も貢献できるアートメイク術の普及をめざすことになる。

　　　　  韓国でも繰り返され非医療（エステ、美容院）によるトラブル症例
　　　　　　医療アートメイクが台頭し医師、看護師で労務効率アップへ
　一方、韓国でも今やアートメイクはブームの絶頂期にあり、その反面日本と同じように繰り返されてきたエステ・美容サロンによるトラブル症例も多

発する。医療レーザーの専門医としてこうしたリカバリーを治療してきたKim Yoeon Jin医師（PURE SKIN GREEN CLINIC院長）は自ら美容皮膚科医とし

て韓流医療アートメイク術をいち早く取得し、安全で自然な医療アートメイク術のオピニオンリーダーとして10年前から普及に努めてきた。女性医師な

らではのアートメイクデザイン、施術スキルそして長く医療アートメイクに関わってきた知識と経験、さらにはレーザー修正の対処法を現地ソウル瑞草

区盤浦洞にあるクリニックで伝授してもらう。Kim医師のライブ講習会には、共に10年の施術経験をもつ池田医師も同行してもらいながらコメンテータ

ー役をお願いし、日韓の美容医療ならではの「アートメイク術」を比較検証しながら学ぶ。Kim医師のアートメイク術は「半永久の化粧法」として今や

韓国で話題で、韓流アート―メイク術のパイオニアとしてTV,ラジオ、雑誌など多数のレギュラー番組、執筆を抱える。

　2001年に設立した「大韓美容医療アートメイク学会」は会員数400人を有する。施術を希望する参加者にKim 医師が個人指導しながら、また同伴者に

限り施術モデルとなっていただく。「印象を左右する眉づくり」「自然なアイラインのつくりかた」「顔の輪郭とのバランスを考えた口唇のかたちとピグ

メント色の選択」「立体的なヘアラインの作り方」などが公開されることになる（本講義、施術動画を収録したDVDを参加者には帰国後進呈する）。

　25日(土)には、本講習会の特別ミッションとして、日本から初の臍帯血バンクHUCORD社（京近道）視察も組み込まれている。

○受  講  対  象　■美容整形･皮膚科､形成･整形外科､眼科、内科･婦人科系の医師（JAAS会員･非会員問わずすべて対象）および看護師

○資  格  取  得　■2日間受講のみでDR KimよりCERTIFICATE盾授与（JAAS認定医資格の履修単位3単位重複授与）

○定員･参加費用　■定員限定12名／医師130,000円（税別）看護師110,000円（税別）
　　　　　　　　参加費用には5星ホテル代、送迎代、日曜日夕食、月曜日朝食、昼食、レクチャー・ライブに関わる経費、指導費、アドバイザー、通訳代を含みます。
　　　　　　　　ただし飛行機代（エコノミークラス（東京―ソウル目安4～5万円）は各自ご負担となります

○フ  ラ  イ  ト　■東京羽田・成田、大阪関空、名古屋中部国際、福岡の国際線空港についてお知らせします
　　　　　　　　◎本ミッション団の集合は25日土曜日PM1時（金浦空港）PM1時（仁川空港）となり、それぞれ空港から送迎車で市内に向かいます。また26日日曜日はPM
　　　　　　　　3時終了後に金浦空港、仁川空港へそれぞれ送迎車にてお送りします。講習プログラムに支障をきたさない4都市と金浦空港・仁川空港間のフライトは、東
　　　　　　　　京羽田‐金浦は3便、成田‐仁川は2便、関空‐仁川は1便、中部‐仁川は1便、福岡‐仁川は1便飛んでいます（お申し込み時にフライト情報をお知らせします）。

○Kim医師のアートメイク術個人レッスンを希望する参加者は事前にチェックを（先着3組まで・但しモデルは同伴者に限る）

○受講修了者の特典　■修了者には25-26日の講義・施術動画を帰国後2週間以内にもれなく贈呈します

○主　催：JAASアカデミー　東京都中央区新富1-8-11-3F　tel 03-6222-3121　

○後　援：一般社団法人　JAAS日本アンチエイジング外科・美容再生研究会

○協　力：韓国ソウル　PURE SKIN GREEN CLINIC

■宿泊ホテル／Imperial Palace Hotel

PURE SKIN GREEN CLINIC

東京皮膚科 形成外科

JAASアカデミー　美容医療アートメイク塾LiveTherapy

ソウル医療アートメイク術入門ライブ
（希望者3組個人レッスン）＋　　　　　　　　　

3月25日（土）‐26日（日）韓国ソウル瑞草区盤浦洞
日韓徹底検証！Dr Kim韓流スキル VS. コメンテーター役 Dr 池田メイクアップ術

非会員でも受講可　 JAAS認定医、実践指導士履修単位3単位も授与

臍帯血バンクHUCORD社
（京近道）を視察

パンポウドン

JAASアカデミー　美容医療アートメイク塾LiveTherapy

ソウル医療アートメイク術入門ライブ（希望者3組個人レッスン）＋臍帯血バンクHUCORD社（京近道）を視察

3月25日（土）‐26日（日）韓国ソウル瑞草区盤(パン)浦(ポウ)洞(ドン)

日韓徹底検証！Dr Kim韓流スキル　VS．コメンテーター役Dr池田メイクアップ術

PURE SKIN GREEN CLINIC院長（大韓美容医療アート

メイク学会会長）　Kim　Yoeon Jin　MD

梨花女子大卒業後、梨花女子大医科大学院、嘉泉医科大

学院博士課程に進み、梨花女子大皮膚科専攻さらに延世

大学大学院の高位過程を修了する。そしてイジハム皮膚

科共同院長を歴任し梨花女子大皮膚科外来教授に赴任し

たのち、現在のPURE SKIN GREEN CLINICを設立する。

Kim医師の著作「肌美人」はベストセラーとなる。一方､

大韓皮膚科学会の理事、教育委員や大韓医学レーザー学

会の研修委員などを長年歴任してきたKim医師ゆえ、非

医療行為でのこうしたアートメイクの失敗を危惧し自ら

オランダに医療人として研修、ディプロマを携えて10年

前に診療メニューとしてスタートした。今やKim 医師の

医療アートメイク術は「半永久の化粧法」として今や韓

国で話題となり、韓流アート―メイク術のパイオニアと

してTV、ラジオ、雑誌など多数のレギュラー番組、執筆

を抱える。主なレギュラー出演はKBS「健康365」MBC

｢日曜の夜に」SBS「モーニングワイド」JTBC「ドクター

の勝負」など。週刊朝鮮にコラムも連載する。2001年に

設立した「大韓美容医療アートメイク学会」は会員数

400人を有する。クリニックには毎日150人を超える患者

が押し寄せ、ボトックス、フィラー、レーザーなどを中

心に美容皮膚診療をこなす。Kim医師の医療アートメイク

は6万～8万円、同院スタッフの看護師ではその半額の治

療費をとる。

(医)邦寿会　東京皮膚科・形成外科総院長　池田欣生MD（JAAS

理事長・日本医療アートメイク学会会長）

JAAS発足から新名称へと新たなステージに向う本学会において､

会の前進に情熱と努力を注いできたことは誰の目にも疑いはない｡

形成外科の専門医ゆえに、新米団体に対する偏見とけん制にもな

んら動じることなく、自らの信じる道を淡々と歩む池田医師。そ

の原動力は、常に新たな美容手術、施術を探究する情熱なのだろ

う。今もってその探究心と行動力は衰えをしらない。美容術を極

める形成外科医であることから、切開系の手術はもちろんのこと､

「今時の美容形成ニーズ」をいち早くとらえ、日々進化するヒア

ルロン酸注入術、糸を使った眼、鼻、フェイスへの最新のプチ形

成術などを次々に考案し、治療に生かしている。「整形顔ではな

い若く健康的な自分のそっくりさんづくり」、美しさの基準を試

行錯誤した末の「3次元のフルフェイスデザイン」、「好かれる女

性、できる男の美容形成メイク術」のための美容医療術など数え

上げればきりがない。そうした整容的なセンスとスキルはメイク

アップ術やアートメイク術にも生かされ、10年間に修学したアー

トメイク術はディプロマを持ちその症例は多い。来春日本医療ア

ートメイク学会を立ち上げ、医業におけるアートメイク術の普及

をはかる。クリニックは現在、銀座本院はじめ大阪2院、品川に

分院をだしている。大阪医大卒業後、形成外科医として研修。故

・田嶋定夫教授、東海大・谷野隆三教授に師事し、形成外科専門

医を取得する。学閥、派閥、出身科にとらわれず、ただ「美容医

療の発展」のために惜しげもなく自らの技術を公開する池田医師

の周りにはおのずと大勢のドクター達が集いあう。

HUCORD社

100％無血清培地による医療用臍帯血幹細胞培養上清液 ｢HS-

CM100 SF」を上梓（日本代理店ネイチャーフォース・ジャパ

ン）したHUCORD社は、韓国有数の産婦人科病院が研究機関

として運営する多分化能幹細胞（multipotential stem cells）研

究に注力する世界最大規模の臍帯バンクで、2003年に世界で

最初に臍帯血から幹細胞の抽出、分離に成功したいわばこの

分野のパイオニアといっていい。その製造に関わるパテント

の出願件数は世界トップで、臍帯の採取、保管する環境も厳

格に管理されていることはいうまでもない。経営母体の産婦

人科病院が過去30年にわたり、およそ15万の臍帯をバンキン

グし続け、すべて安全で健康な臍帯のみをドナー（母親）の

承諾をとりマイナス196℃の細胞保冷タンク（100基）で保存

している。 同社も含めこうした臍帯バンクは世界で5カ所し

かない。本製剤は培養上の難点を解決し、動物血清を一切使

わず完全無血清培地によりアルブミンや血清タンパクによる

リスクを排除することに成功した。こうした無血清培地の安

全性はもちろん、採取した臍帯の段階でも定期的な成分分析

とMicrobial Content、Syphilis、HCV、HIV、HBsAg､CMV IgM、

Bacteria Contentなど厳格な安全性チェックを行い､またその治

療範囲は広い。毛髪再生、皮膚再生（皮膚の若返り、しわ毛

穴の改善、タイトニングなど）、創傷治癒、アトピー性皮膚

炎、ストレッチマークの改善、美白などだ。日本からのミッ

ションとしては初のバンキング現場の視察となる｡

3月終了した第2回Liveの参加者
会員登録証

一般社団法人
日本アンチエイジング外科学会

ご入会手続きはホームページ 
http://www.jaas-academy.com/

ホームページまたは、お申込み書を
ご送付後、御請求書をご郵送します。

研究会の指定口座にお振り込み、
ご確認後左記の登録医（登録）証書を

お送りいたします。 

JAASアカデミー   検  索

JAASアカデミー／主催　　一般社団法人JAAS／後援　　　 協力／PURE SKIN GREEN CLINIC


