
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

日韓医療アートメイク術ハンズオン入門ライブ
［施術シミュレーション研修及びデモ実演供覧］     

日韓スキル検証！Seo,Young‐Sin( KDBMA 理事 )メディカルトレーナー  VS.
コメンテーター役 Dr池田 ( ＭＳＰＭ医療 アートメイク学会会長 ) メイクアップ術

アートメイク先進国！韓国でシェアNo1のDigital Permanent Make‐Upマシン会社BOMTECH社の協力得て  、施術プロトコー
ルとEyebrow，Eyeline，Lips、Hairlineデザイン、施術シミュレーションをSeoトレーナーが指導する。デモ実演はモニター供覧｡

9月3日（日）AM10時-PM5時　東京・品川TKPカンファレンスセンター （限定30名）
参加者には、入門修了書CERTIFICATEと講義・施術収録動画を贈呈

日  韓
上級通訳
つ  き

日本を凌駕する施術の安全性確保とプロコールの充実。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、韓流アートメイクの美眉、アイライン、口唇、ヘアライン
をデザイン、施術シミュレーションで伝授する   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（DIGITAL PERMANENT MAKE-UP & MICRO NEEDLE PUNCTURE MACHINE)

を使い美眉、アイライン、口唇、ヘアラインのつくりかたを、膨大な施術プロトコールに沿ってまずは講義で解説する。そして教材を
使ってデザイン、施術シミュレーションを受講者全員に練習してもらいながら、指導していく。ライブ供覧ではデモ実演としてモニタ
ー映像をみながら供覧することになる。Seo氏からは、「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」などのポイントも明かされる。池田医師には
施術指導のコメンテーター役をお願いし、日本と韓国との共通点や差異について投げかけてもらう。

9月3日（日）プログラム
◎ AM9:30～受付　品川TKPカンファレンスセンター（詳細地図はお申し込み後に）

◎ AM10:00～PM12:00　Seoトレーナー   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）」
　①デザインとそのセオリー
　②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」
　　指導：KDBMA　Ellinアカデミー主宰　メディカルトレーナー　Seo, Young-Sin（上級者による日韓通訳）

◎ PM12:00～12:30　DR池田   講義編
  「日本のアートメイク術の現状と医療アートメイク学会設立の背景～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）」
　　東京皮膚科・形成外科総院長（JAAS理事長  医療アートメイク学会会長）池田  欣生MD

◎ PM12:30～1:30　昼食・休憩（お弁当　お茶支給）

◎ PM1:30～4:00　Seoトレーナー   施術デザイン、シミュレ－ション練習と指導
  「その一  Eyebrows & Eyeline Make-Up By Digital Microneedle Puncture Machineシミュレ
　ーション練習と指導」

  「その二  Eyebrows & Lips Make-Up By Digital Microneedle Puncture Machineのシミュレー
　ション練習と指導」
  「その三  Hairline Make-Up By Digital Microneedle Puncture Machineのシミュレーション練
　習と指導」
　　指導：KDBMA　Ellinアカデミー主宰　メディカルトレーナー　Seo, Young-Sin（上級者による日韓通訳）
　　テクニカルアドバイザー：東京皮膚科・形成外科総院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （JAAS理事長  医療アートメイク学会会長）池田  欣生MD

◎ PM4:00～4:45　アートメイク術　デモ実演　モニター映像を供覧
  「Make-Up By Digital Microneedle Puncture MachineのLive Therapy」
　　指導：KDBMA　Ellinアカデミー主宰　メディカルトレーナー　Seo, Young-Sin（上級者による日韓通訳）
　　テクニカルアドバイザー：東京皮膚科・形成外科総院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （JAAS理事長  医療アートメイク学会会長）池田  欣生MD

◎ PM4:45～5:00　Dr Kim   修了証（CERTIFICATE）の授与
　　指導：KDBMA　Ellinアカデミー主宰　メディカルトレーナー　Seo, Young-Sin（上級者による日韓通訳）
　　テクニカルアドバイザー：東京皮膚科・形成外科総院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （JAAS理事長  医療アートメイク学会会長）池田  欣生MD

　　　　JAASアカデミー／主催　　　　　MSPM医療アートメイク学会　　　　　　KDBMA／後援
協力企業／BOMTECH社　DoMax社　マーベラスビューティージャパン社

特許
ニードル

3月ソウル実習より

Hairline



  ■ 9月3日（日）
《定員：限定30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

※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

　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年春、池田医師によりMSPM医療アートメイク学会が設立された。設立に至った背景には「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」とある。その後、軌を一に

して韓国でも医療アートメイクが台頭しKDBMAが設立。本年3月には、現地ソウルに赴き「ソウル医療アートメイク入門ライブ」ミッションとして、

KDBMAの理事Seo氏そしてPURE　SKIN　GREEN　CLINICのKimYeon　Jin医師による研修を行った。

　    BOMTECH社製品はDoMax社（韓国総窓口）から
　　    日本正規代理店マーベラスビューティージャパンへ（他社は一切取扱いできません）
　ソウルミッションでは、講義編でSeo氏そしてKim医師から眉毛、アイライン、ヘア、口唇への膨大なアートメイク術の理論と施術法についてスライ

ド解説された。入門編ではあるがそのプロトコールの量と質は日本をはるかに凌駕するほどだ。レクチャーのなかで、眉毛とヘアラインの施術法はほぼ

やり方が同じで、患者の満足度が一番高いが、傷の修正にはアートメイクではなく専門のレーザーで修正したほうがベストであると述べた。また、アイ

ラインは上部のみで下部は「目つきがきつくなる」ことからやらない方がいい。重瞼手術をやる前にアイラインのアートメイクを勧めており、口唇への

施術は最大で0．1㎜外側だが、厚い口唇では内側にした方がよい、などと実践に即した解説をしていった。翌日、朝から途中昼食をはさみロングランの

ライブ供覧が行われる。進行はEyebrow　Eyeline　Lips　Hairlineそれぞれのメイクアップ術へと進んでいったが、ライブ供覧前にはSeo氏とKim医師が直接

、参加者たちに各部位のデザイン指導をするプログラムとなった。とりわけ参考になったのはアジア人とコーカソイド系のヨーロッパ人のデザインの違

いだ。参加者は思い思いのデザインを練習用のシートにしながら、こうした人種の違いによるデザイン性について学んでいった。

　ライブ供覧の合間にデザインの練習をしていくなかで、デジタルマイクロニードルパンクチャーマシンや韓国環境庁が認可するインクの検査項目など

について、ボムテック社のアジア圏総代理DoMaxのPark代表から説明があり、日本以上に安全性を重視する韓国アートメイク事情を知ることができた。

もともとアメリカやドイツ製のマシンを使っていた韓国だが、ボムテック社はじめ数機種の韓国製が最近開発されてきた。その操作性、品質はともに欧

米製を超えており価格も抑えた機種が市場にでまわるようになっている。KDBMAが推奨し治療で使いだしたボムテック社製マシンは、稼働時の音も極

めて小さく、穿刺するたびにインクをつける旧来品ではなく「万年筆タイプ」のニードルを装着できる優れものだ。これにより充填したインクがなくな

るまで、穿刺できインク漏れもないことから施術に要する時間は大幅に短縮できる。

　こうしたアートメイク術のミッションを経て、この9月Seoメディカルトレーナー来日記念として本ハンズオン講座が開催される。韓国そして日本で

も今や、医療アートメイク術の導入は美容クリニックそして歯科医院でも「定番施術」となりつつあることから、医師に加え看護師にも施術の機会が増

えていくはずで、「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」という経営メリットの側面ももつ。本講座で

はドクターのみならず看護師の方々のご受講も可能であることからふるってご参加願いたい。

KDBMA　　Ellinアカデミー主宰　メディカルトレーナー

　Seo, Young-Sin

韓国でも皮膚科学会やレーザー学会の一つの分科会として活動

が行われてきたアートメイク分野に、この春新たに医療アート

メイク単独の学会が設立された。その理事に今回招聘したSeo

氏が就任し、他にPURE SKIN GREEN CLINIC院長 Kim Yoeon Jin  

MDなど医師、 看護師など医療従事者がボードメンバーに名を

連ねる。Kim医師は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ことから､

非医療行為でのこうしたアートメイクの失敗を危惧しSeo氏と

共にオランダに医療人として研修ディプロマを携えて、帰国後

にSeo氏の指導のもと研さんを積む。そして10年前に医療アー

トメイクの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、執筆を抱えるが、一方の

Seo氏もアートメイク術を医師や看護師に指導しているメディ

カルトレーナーとして女性誌や経済誌などに紹介されている｡

Seoトレーナー、今年からKDBMAの普及啓もかね、タイ、ベ

トナムなど広くアジアにアートメイク術の指導に駆け回る。

韓国内ではソウルに研修アカデミーをもち、国内はもとより海

外からの医師、看護師のトレーニングを実施する。

（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・MSPM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。

今春MSPM医療アートメイク学会を立ち上げ、非 医療人により無資格アートメ

イク術に警鐘を鳴らし、医師、歯科医、看護師などの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、品川、日本橋

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。

一般社団法人　医療アートメイク学会

（MSPM）

アートメイクによる肝炎感染や角膜障害な

どの問題から日本では過去に厚生労働省が

アートメイクは医療行為である、という通

達を出しています。しかしデザイン力の必

要なアートメイクを教える機関がなく患者

様もどのクリニックを選んだらよいかわか

らないのが現状だった。アートメイクを行

うクリニックも同様です。世界では安全で

ない色素も多数出まわっており、どの色素

が安全か、などの患者様にとって当たり前

の情報が手に入りにくいこともあります。

どの色素が安全か、どの機器が安全で、患

者様の満足度が高いか。万一の時にレーザ

ーできれいになくすことができる技術を含

めて全ては患者様のために、会員みんなで

世界最新の勉強をしくために医師および医

療従事者による本学会が設立された。

MSPMの概要は公式サイト

http://www.medical-makeup.com/ を参照願

いたい（入会フォームも同サイトにある）｡

修了証

1回毎の受講で修了

  9月3日（日）

  JAASアカデミー
美容医療アートメイク塾

LiveTherapy
日韓医療アートメイク術ハンズオン入門ライブ

［施術シミュレーション研修及びデモ実演供覧］

東京・品川TKPカンファレンスセンター

MSPM医師、歯科医　20,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
MSPM看護師　15,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円

非会員医師、歯科医　25,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
非会員看護師　20,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円

JAASアカデミー　美容医療アートメイク塾LiveTherapy
日韓医療アートメイク術ハンズオン入門ライブ（施術シミュレーション研修及びデモ実演供覧）
9月3日(日)AM10時-PM5時　東京品川TKPカンファレンスセンター

JAASアカデミー　美容医療アートメイク塾LiveTherapy

日韓医療アートメイク術ハンズオン入門ライブ
［施術シミュレーション研修及びデモ実演供覧］

  9月3日（日）AM10時-PM5時　東京・品川TKPカンファレンスセンター （限定30名）

本ハンズオン入門ライブ講習会に参加した医師、看護師には、「修了証（CERTIFICATE）」と共に当日の講
義・施術指導の収録動画をもれなく進呈します。
○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、歯科医および看護師

○資  格  取  得　■CERTIFICATE証書授与

○定員･参加費用　■限定30名／MSPM会員医師、歯科医20,000円（税別）MSPM会員看護師15,000円（税別）、MSPM非会員医師、

　　　　　　　　 歯科医25,000円（税別）、MSPM非会員看護師20,000円（税別）

○受講修了者の特典　■修了者には講義・施術の収録動画を3週間以内にもれなく配信します。

○主　催：JAASアカデミー　東京都中央区新富1-8-11-3F　tel 03-6222-3121　URL：http：//www.jaas-academy.com/
○後　援：MSPM　KDBMA

○協　力：BOMTECH社　DoMax社　マーベラスビューティージャパン社

　　　　JAASアカデミー／主催　　　　　MSPM医療アートメイク学会　　　　　　KDBMA／後援
協力企業／BOMTECH社　DoMax社　マーベラスビューティージャパン社


