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主催：　　　　　　　　JAASアカデミー　　後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

非会員及び
本トレーニングのみ
1回受講可

7月6日（土）プログラム
◎ 東京・大阪・名古屋・福岡など各自、ベトナム・ホーチミン国際空港（タンソ

　ンニャット空港）へ　空港出口PM4時集合（詳細場所などはお申込み後）

◎ 送迎シャトルでHotel Majestic Saigonホテル（５星）へチェックイン

◎ PM6:00－8:00　ホテル内ボールルームにてレクチャー

 「上眼瞼形成術｣ ｢下眼瞼形成術｣ ｢フェイスリフト｣ ｢鼻形成｣ ｢ィラー注入」それ

　ぞれの美容解剖学と各種術式、修正症例・初期症例など適応を比較しながら最

　適なオペレーションを解説　及び解剖の基礎

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DR 池田　DR 前多

◎ PM8:30　ベトナム料理でWelcom Dinnerホテル泊

7月7日（日）プログラム
◎ 朝食後、8:00　ロビー集合、送迎車にてホーチミン医科大学 解剖センターへ

◎ AM8:30　記念撮影・トレーニング準備

◎ AM9:00　■全顔解剖（血管・神経走行、各Layerなど）による解剖ライブ供覧

 （Nguyen Hoang Vu医師　Ky医師）（日英通訳）→全体実習　■DR池田（解剖観

　察と切らない下垂、重瞼、眉下切開、埋没法、目頭切開など眼瞼形成、糸リフ

　ト・フィラー埋入とレイヤー確認）解剖・執刀ライブ供覧→全体実習　■DR前

　多（解剖組織からみた鼻尖・鼻翼縮小＋α、下眼瞼形成＋αなど、フェイスリ

　フトSMAS短縮）解剖・執刀ライブ供覧→全体実習

◎ PM12:00－1:00　　昼食・休憩

◎ PM1:00－5:00　全体実習（指導医が各グループのところに指導にいきます）

◎ PM5:00　指導医４人より修了盾授与

◎ PM5:30　ベトナム・ホーチミン国際空港（タンソンニャット空港）へ

7月8日（月）早朝帰国
◎ 各自　夜便にて帰国　　7月8日（月）早朝帰国

　　  第22回 JAAS解剖・執刀トレーニング

      2019年夏季解剖実習
  ベトナムホーチミン医科大学美容外科解剖
Soft cardaver Dissection Workshop&Live Surgery for Cosmetic&Plastic Surgeons in Vietnam Ho chi minh
2019年7月6日（土）－7日（日）8日（月）早朝帰国 Cadaver Surgical training unit in university of Medicine and Pharmacy Anatomy department in Ho Chi Minh 

限定12名 募集締切4月5日   させていたきます（JAAS会員は認定医資格のための履修5単位も重複授与）

●1  土曜ベトナム・ホーチミン入国、夜レクチャー。翌日曜終日ベトナム人の寄贈検体FreshSoftCadaver使い、詳細な美容形成に関わ
る解剖と「眼瞼形成」「鼻形成」「全顔解剖」「フィラー注入＆糸リフト」の施術・執刀シミュレーションを実施。 ●2 DR池田（解剖観察と切
らない下垂、重瞼、眉下切開、埋没法、目頭切開など眼瞼形成、糸リフト・フィラー埋入とレイヤー確認）DR前多（解剖組織からみた鼻尖
・鼻翼縮小＋α、下眼瞼形成＋αなど、フェイスリフトSMAS短縮）などをコーチングします。（DR 池田､ DR 前多から修了認定盾を授与します）

【7検体確保／2人1検体で6検体、指導医用検体1検体】のため募集定員を限定12名と

隣国タイのChulaSurgicalTrainingCenterに学び、解剖専用トレーニング施設
（解剖架台・照明ユニット）CADAVER SURGICAL TRAINING UNITを開設。
圧倒的クオリティの「Fresh Soft Cadaver」（鮮明な組織、血管・神経走行）使い､
実際のオペ感覚で全顔解剖観察、多彩な執刀手技を学ぶ！

/

◎ ホーチミン医科大学Soft Cadaver Surgical training UNIT
ベトナムでトップレベルを誇るホーチミン医科大学では、隣国タイ
の王立チュラロンコン大学のChula Surgical Training Centerに学び、
解剖専用トレーニング施設CADAVER SURGICAL TRAINING UNITを
開設している。施設設備の充実もさることながら、チュラロンコン
で学んだ特殊保存技術（thiel solution）によって解剖・執刀実習でも
hemorrhageが体感できる解剖センターになっている。2019年年頭に
事前視察を兼ね、 事務局が解剖センターを訪問しCADAVERの状態
をつぶさに見学してきており、その検体はチュラロンコンに負けず
劣らない。

指導医の解剖ライブ供覧
◎ 指導医：池田、前多医師／自然な重瞼術＆下垂修正、眉毛下切
　 開の下垂修正、埋没、最小切開の眼瞼挙筋の縫縮術、目頭切開､
　 下眼瞼経結膜脱脂、切開・経皮的除皺術など
◎ 指導医：前多医師／Tip surgery（クローズド＆オープン骨移植、
　 Alar base surgery、シリコン隆鼻術、Hump resectionなど
◎ 指導医：池田医師／フェイスリフト、ヒアルロン酸・BOTOXな
　 ど注入術

ホーチミン医大　Vu教授、Ky医師



修了証

1回毎の受講で修了

7月6日（土）ー8日（月）

2019年夏季解剖実習
ベトナム

ホーチミン医科大学美容外科解剖

早朝帰国

非会員及び
本トレーニングのみ
1回受講可　　  第22回 JAAS解剖・執刀トレーニング

 2019年夏季解剖実習
Soft cardaver Dissection Workshop&Live Surgery for Cosmetic&Plastic Surgeons in Vietnam Ho chi minh
2019年7月6日（土）－7日（日）8日（月）早朝帰国 Cadaver Surgical training unit in university of Medicine and Pharmacy Anatomy department in Ho Chi Minh 

限定12名 募集締切4月5日   させていたきます（JAAS会員は認定医資格のための履修5単位も重複授与）
【7検体確保／2人1検体で6検体、指導医用検体1検体】のため募集定員を限定12名と

/
ベトナムホーチミン
医科大学美容外科解剖

○ 参　加　対　象　■美容整形・皮膚科、形成・整形外科、眼科、内科・婦人科系の医師および美容医療併設の歯科医（JAAS会員・非会員問わずすべて対象）
○ 修了認定証発布･資格取得  ■DR池田、DR前多連名で終了後、参加者全員に修了認定楯を授与、JAAS会員には認定医資格履修のための5単位も授与
○ 主 催：JAASアカデミー　〒104-0041 東京都中央区新富1- 8 -11- 3F   tel 03 - 6222- 3121   URL : http：//www.jaas-academy.com/
○ 後 援：一般社団法人　JAAS日本アンチエイジング外科学会

　JAASアカデミー、JAAS共催のもと解剖ミッションは22回を数える。JAASでは中国大連、桂林、韓国ソウル、タイバンコクと日本の美容外科解

剖の先駆けとして続けてきたが、いま他団体などもアジア以外にもその機会が広がっている。こうした裾野の広がりは業界にとって歓迎するとこ

ろで、美容医療の基礎となる解剖を学ぶことで、よりスキルアップが進み、翻って業界全体のレベルの向上そしてユーザーからの信頼性を高めて

いくことに他ならない。しかし、ともするとその寄贈検体のクオリティや人種の違いから実習には不向きなケースも少なくない。さらにいわゆる

解剖ミッションそれ自体に商業的な色合いが見え隠れし観光も交えてのミッションを組む主催者もあり、いわば物見遊山の一つと捉えられる海外

解剖ミッションがあることも否めない。解剖ミッションは、美容医師たちの日頃の治療、手術の「検証の場」であり、オーバーコレクションなど

失敗によってクレームを抱え込むことを回避するための研修であり執刀トレーニングであるはずだ。商業的なメリットはむしろ参加する医師側で

あるはずで、解剖実習にかかる受講費は後々、数十倍、数百倍の収入となってかえっていくことこそ、ミッションがもつ価値であろう。

  　　ベトナム人のCADAVERで、指導医ライブ供覧、各グループ実習を
　　交互に繰り返し密度濃い解剖観察、執刀トレーニング（仮想手術）
　　を体験してもらいます。
　22回目となる本解剖ミッションではシリーズ初となるベトナムホーチミン医科大学で開催する運びとなった。 2019年、JAAS解剖・執刀トレー

ニングはこのベトナムそして秋タイバンコクと2回の開催を組んでいる。　美容外科解剖でカギとなるのが寄贈検体のクオリティであることはい

うまでもない。ベトナムで初の実習を行うこともあって、事前に解剖施設に赴きCADAVERをつぶさに見学し、また担当教授らとの打ち合わせも

入念に行われ実施に向けたGoサインが出されたことをお断りしておきたい。高いクオリティの「FreshSoft Cadaver」（鮮明な組織、血管・神経走

行）使い、実際のオペ感覚で全顔解剖観察、多彩な執刀手技を学ぶでいただけるはずだ。指導医による解剖ライブ供覧、各グループ実習を交互に

繰り返し密度濃い解剖観察、執刀トレーニング（仮想手術）を体験してもらうことは今までの本シリーズの進行をベトナムでも踏襲していく。

2019年新たに開塾したJAAS理事長・池田   欣生医師による「美容アンチエイジング外科塾」が年間4回のシリーズとしてライブ講座を行うため､

前期そして後期のライブ講習会での「検証」のためにも、2回の解剖トレーニングは意味あるものとなるはずだ。指導にあたる講師陣には、美容

解剖、執刀トレニーンクにおいて知識、経験値そして高いスキルをもち、形成外科あるいは美容形成の専門医でもある池田   欣生医師、前多   一

彦医師をお招きし、現地解剖学の教授、助教授にもお手伝いいただき、それぞれの得意の手術、術式を「解剖・執刀ライブ」にて供覧しつつ、

参加者それぞれが2人一組になって眼瞼形成、鼻形成、フェイスリフト、注入などの実習を行う。患者を触ることなくして手術習得はない、手術

を体験せずして前進はない。本アカデミーでとくに大事にしていることである。しかし、現実的には患者に対して実習のように試すことはできな

い。臨床に携わる医師のこんなジレンマを解決できるのは解剖実習に他ならない。今回の解剖ミッションでも、貴重な寄贈検体を提供いただくホ

ーチミン医科大学からのCadaver確保の都合もあり、検体7検体・定員限定12名（参加者6検体、指導医 1検体）として募集するため、お早めのお

申込みをお願いしたい。

(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）
　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。その整容的なセンスとスキルは次々と口コミで広がり、銀座院

には芸能界はじめ多くのVIPが押し寄せる。現在、銀座医本院はじめ大阪、品川に分院

をだしている。また、2か月に一度の割合で、中国上海に技術指導に足を運びつつ、一

方で国内外の学会で講演する超多忙の美容医でもある。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。自ら見出す新たな手術の検証のため解剖実習に出向くことを厭わない。

(医)美翔会　聖心美容クリニック札幌院院長　前多   一彦MD，PhD
「日々、絶望と慢心の繰り返し」～前多医師が自らの戒めにして

いる師匠の言葉である。美容医療での日常診療、治療において症

例を積み上げていくと「ついつい腕を上げた」と思い上がってし

まう。しかしそれを、見事に打ち砕く症例に遭遇し、やがてその

難題を克服し解決法を探し学びまた新しい方法を考えていく。こ

れこそが、札幌周辺の競合他院からでさえ前多医師が尊敬される

ゆえんなのかもしれない。ブログには研さんの末に磨いてきた日

々の症例が掲載され数限りない。とりわけ眼瞼形成、鼻形成には

独自の考えとそのスキルテクニックをもつ。ファッションやメイ

ク、ヘアースタイルの世界と同じように美容外科もっとメジャー

な世界にしたいという強い思い入れの原点は、美容外科医をめざ

してきた医学部入学時にある。形成外科医出身でありながら「美

的センス」の重要性に着目してきた理由がここにあるようだ。国

立旭川医科大卒業後、亀田メディカルセンター形成・美容外科部

長に就く。のち北海道大大学院にて研究従事し、大手美容外科ク

リニック勤務、札幌院院長を歴任、2008年聖心美容外科に入職、

東京院を経て、現聖心美容クリニック札幌院院長。

University of Medicine and Pharmacy at HO CHI MINH CITY
Professor of Anatomy Department　Nguyen Hoang Vu.MD,PhD
Assistant Professor of Anatomy Department Plastic surgeon Dr 
Ky
1947年フランス植民地時代、フランス領インドシナによって設

立されたサイゴン大学の医学学校がその前身で、ベトナム戦争

終結後の1976年に医科（医科・歯科）・薬科大学となった。ベ

トナムで最も高い評価を受けており、大学病院は650床をもち

最新の医療機器と優秀なスタッフを抱えている。そして基礎医

学部門の一つとして人体研究所（解剖学）を古くから設置し、

今日の解剖学講座へと生まれ変わっている。Anatomy 

Departmentの教授兼CADAVER SURGICAL TRAINING　UNITのセン

ター長に就くのが　Nguyen Hoang Vu教授、その補佐役として

形成外科医のKy医師が務めている。隣国タイの王立チュラロン

コン大学のChulaSurgicalTrainingCenterに学び、解剖専用ト

レーニング施設をリニュアルして設備の充実を図ったが、一方

でチュラロンコンで学んだ特殊保存技術（thiel solution）に

よって解剖・執刀実習でもhemorrhageが体感できる解剖センタ

ーへと発展させた。

宿泊ホテル：Hotel Majestic Saigon


