JAASアカデミー DR池田のアンンチエイジング外科LiveSurgery 非会員1 回受講のみも可

DR Ikeda the 3 rd AntiAngingPlasticSurgery

DR池田・DR小泉の上下眼瞼美容形成術
切らない下眼瞼経結膜クマ取り＋眼輪筋引上げ涙袋形成＋たれ目形成／まぶたにやさしい腱膜固定の眼瞼下垂手術
定員限定14名・受講者のみ（非売品）に講義/ライブ供覧の収録動画を配信します。
11月17日（日） 講義編：TKP銀座ビジネスセンター ライブ編：東京皮膚科・形成外科銀座院
AM10時-PM5時 JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与 手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、
ライブサージェリーライブ供覧と共にモニターでも同時に観察します

下垂術後１

術前症例検討

下垂術前１
下垂術後 2

下眼

術前

下眼

術後

下垂術前 2

下垂術後 3

下眼瞼のクマ膨らみを切らずに経結膜法で眼窩脂肪など軟部組織を切除しながら、眼輪筋の
挙上で涙袋を形成。さらに下眼瞼下制術（たれ目形成）をしていく池田医師オリジナルの術
式をOPENにする。メスを入れない下眼瞼経結膜によるクマ・脱脂術は、いまや美容形成医が学ぶ Lower
Eyelid の入門編としてオーソドックスな術式となった感がある。今回公開していただく池田医師の施術はそ
の非切開法、手順、眼窩脂肪の減量度合いなど手術の勘どころは少なくない。そして併せて行う眼輪筋に
よるEye bagsの形成さらにはグラマラスラインの形成へと続く手術は初公開となるため見逃せないライブ
供覧となるはずだ。

眼瞼下垂術の執刀ポリシー～機能と整容両面を改善させ、解剖を理解した上でまぶたの内部
を正常に戻す。この原理原則から「まぶたにやさしい」眼瞼下垂手術はできる、という小泉
医師に腱膜固定による眼瞼下垂手術を供覧してもらう 挙筋前転術（タッキング法）、挙筋短縮術､

上眼瞼吊り上げ術、経結膜的眼瞼挙筋短縮術など眼瞼下垂術の方法はその適応によってさまざまだが、小
泉医師の手術ポリシーは「無理に挙げない」「きつく固定しない」「横方向の緊張を解消してあげる」な
ど、結果的に「まぶたにやさしい」手術をする。その手術法の基本は腱膜固定による眼瞼下垂手術だ。ク
リニックの予約は数か月待ちともいわれ、年間症例数は700例に迫るほどだが、一方で美容形成がこだわる
整容的な視点に加え、眼瞼の機能を重視する眼科的なこだわりももつ。こうしたことから、講義ではトラ
ブル回避のための気を付けたいピットフォールについても言及していただく。
11月17日（日）プログラム
◎ 受付 AM9:30～ TKP銀座ビジネスセンター（銀座8丁目 東京メトロ銀座線、日比谷線、丸の内線､
徒歩5分 JR新橋駅 徒歩5分 詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00-11:00 DR 池田の レクチャー及び動画解説 講義編
「下眼瞼の基礎解剖とクマ除去のための脱脂術 切開・非切開の術式比較 ～ 経結膜的脱脂、眼輪筋挙上
による涙袋形成そして下眼瞼下制術のポイントと症例検討、施術動画」
東京皮膚科・形成外科 銀座院
総院長 池田 欣生MD
◎ AM11:00-PM12:00 DR 小泉の レクチャー及び動画解説 講義編
「眼瞼下垂術の基礎解剖と術式の概説～まぶたにやさしい手術と腱膜固定による眼瞼下垂手術＋視機能
を重視する手術について～トラブル回避のための気を付けたいピットフォール」
こいずみ形成クリニック 院長 小泉 正樹MD
◎ PM12:00-12:30 昼食・休憩
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◎ PM1:00-2:30 Dr 池田 Live Surgery
「切らない下眼瞼経結膜クマ取り＋眼輪筋引上げ涙袋形成＋たれ目形成」
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
東京皮膚科・形成外科 銀座院
総院長 池田
◎ PM2:30-4:30 Dr小泉 Live Surgery
「まぶたにやさしい腱膜固定の眼瞼下垂手術」
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
こいずみ形成クリニック 院長 小泉
◎ PM4:30-5:00 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
東京皮膚科・形成外科 銀座院
総院長 池田
こいずみ形成クリニック 院長 小泉

後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
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正樹MD
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非会員でも受講可、ご入会手続きは http://www.jaas-online.com/ から

DR池田のアンンチエイジング外科塾 第3回

切らない下眼瞼経結膜クマ取り＋眼輪筋引上げ涙袋形成＋たれ目形成（池田医師）／まぶたにやさしい腱膜固定の眼瞼下垂手術（小泉医師）
手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、ライブサージェリーのライブ供覧と共にモニターでも同時に観察します
JAAS会員は「認定医」資格単位3単位を重複授与
1回受講で修了
11月17日（日）

The 3 rd DR Ikeda AntiAngingPlasticSurgery

DR池田・DR小泉の
上下眼瞼美容形成術

講義編：TKP銀座ビジネスセンター
ライブ編：東京皮膚科・形成外科銀座院

修了証

（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）
池田医師が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
淡々と歩んでいるその原動力は、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。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。現在、東京皮膚科・
形成外科グループは、大阪、銀座、品川、日本橋の４院を展
開する。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。また自
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。2019年新たなスクール「池田塾」の開校にあたり、
競演するドクター達と共にそのスキルをフルオープンしてい
ただいている。
こいずみ形成クリニック院長 小泉 正樹MD
1992年山形大学 医学部卒業、 1992年～1994年竹田総合病院
勤務､ 1994年～1995年平鹿総合病院勤務、 1995年～2002年
小牧市民病院勤務、2002年～2004年静岡済生会総合病院勤務､
2005年～2007年名古屋プラスティックワークスクリニック・
高須クリニックに勤務、 その後2007年に開業、 2013年7月に
移転して現在のこいずみ形成クリニックに至る。

○受 講 対 象 ■美容整形・皮膚科、形成や、
美容医療を始めてまだ日の浅い医師・整形外科､
婦人科、眼科、麻酔科、内科など他科専門医ま
で（JAAS会員および非会員問わずすべて対象）
○資 格 取 得 ■11月17日受講のみでDR池田DR
小泉より修了証授与（JAAS会員は3単位重複授与）
○定員･参加費用 ■定員14名/JAASライブ受講歴の
ある医師100,000円（税別）、受講歴のない医師
110,000円（税別）
○受講者全員に ■参加者全員に当日の「講義・
ライブ」収録の動画（非売品）を配信します。
○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
○後
援：JAAS日本アンチエイジング外科学会

「JAASライブ講JAASアカデミーでは、 9年前からJAASの教育部門として美容医療の入門から経験者までを対象にしたライブ講座・ド
クタースクールを開校してきた。そのコンセプトは「実践の治療、施術、手術は教科書では決して学べない。しかし学ぶ機会もそう多
くはない。形成外科で学び美容外科、形成のスキルを研鑽してきた専門医でさえ、美容医療の臨床で経験を重ねていかねければ自らの
技能を会得することはできない、とはいえクリニックに在職しても症例数や手術範囲には限界がある、これは美容クリニックを開業し
た医師としても例外ではない、だからこそ、学閥、派閥に境界を設けず広く門戸を広げるJAASアカデミーのライブ授業の役割と責任が
ある」として、JAASアカデミーを続けてきた。アカデミーでは美容医療に関わるアップツーデイトの施術（低侵襲、非切開）を学ぶ講
座とともに、美容外科、形成術の王道ともいえる切開系の手術を研鑽するライブ講座も続けており、切開系では６期をもって終了した
山本塾に代わる講座として池田塾が新たに2019年スタート。その３回目として本講座は開催される。

池田式の切らない下眼瞼経結膜クマ取りをしながら、同時に進行する
「眼輪筋引上げ涙袋形成＋たれ目形成」は本邦初公開となる。
塾長池田欣生医師を中心にその道のスペシャリティドクターがライブ供覧を通じて手術の肝、勘どころをフルオープンしていく「DR
池田のアンチエイジング美容外科塾」の第1回では、10歳若美容形成術と題して「切開重瞼術」、「目頭切開」を池田塾長から、「眉下
リフト」を森川医師から供覧された。重瞼切開では埋没経験をもつモニターに二重ラインを新たにつくり「いかにアーチ形の重瞼ライ
ン」を作り上げるか？また目頭切開ではできるだけ皮弁をとらない術式が最近の主流ということもありミニZ法の切開手技について午前
講義と共に術前症例検討そしてライブへと惜しみなく池田医師から伝授された。森川医師からは講義でデザイン、切開、剥離、縫合に
ついての手順をミリ単位で説明し、ライブ術中でも眉下挙上をメルクマークとした切除幅、局麻、切開角度、ドッグイヤ回避のトリミ
ング、眼輪筋の縫合、真皮縫合、表皮縫合など について供覧しながら詳しく解説させた。一方、ゲスト講師として水谷、田中両医師
が加わり、コメンテーター役として術前症例検討会,術中を通じて質疑応答など議論の中心となってこれらの美容形成術の検証をしてい
った。またサブ授業として、ドイツで開発されたスピッツ管を使って、多血小板血漿を採血後直ちにサイトカインなど成長因子を放出
できるPRP療法をライブ授業に組み込み、新たな美肌治療として提案された。そして4月の第2回目では、口角挙上、鼻中隔延長・鼻尖
形成、アリアナリフトのLiveSurgeryを開催。池田医師、森川医師に加え、アウエーでのライブオペの術者として水野医師をお迎えした｡
そして今回の3回目では、池田塾長が本邦初公開となる、切らない下眼瞼経結膜クマ取り＋眼輪筋引上げ涙袋形成＋たれ目形成を供覧し
ていただく。一方、小泉医師には、まぶたにやさしい腱膜固定の眼瞼下垂手術を講義とライブで伝授していただく。
かつての「山本塾」同様、一方的な術者（指導医）のLive公開ではなく手技解説、解剖説明そして質問にも丁寧にアドバイスをしてい
くことはいうまでもない。JAASアカデミー・ドクタースクールは伝授する側も教えられる「教授のいない医局」を、この「池田塾」で
も踏襲していますす。 ご期待ください。

2019年 2020年

JAASアカデミーLive Surgery Training School

First Study

：◎ 1月20日
（日）DR Namの新・糸を使わない超プチ重瞼術+新規スレッドリフト東京ライブ 終了
◎ 2月17日
（日）第１期DR池田の競演ライブ講座・第1回 切開重瞼・目頭切開・眉下切開 終了
◎ 3月9日
（土）10日
（日）DR辛のソウル美容外科ライブ講座 第1回目頭切開・鼻尖形成・リフト 終了
◎ 3月17日
（日）DR松山の抗老化ペプチド療法 ハンズオン講座 終了
◎ 4月28日
（日）第1期DR池田の競演ライブ講座・第2回 切開VS非切開鼻形成・口角挙上・ヒアルロン酸注入術 終了
Second Study：◎ 5月11日
（土）12日
（日）DR朴の糸による豊胸術ソウルライブ講習会 終了
◎ 5月13日
（月）DR Kangのメッシュボール挿入によるMinimal Invasive鼻形成術in Seoul 終了
◎ 5月26日
（日）第6回公開講座･日･韓･独･ニュージーランド美容外科･皮膚･内科フォーラム 終了
◎ 6月22日
（土）23日
（日）DR辛のソウル美容外科ライブ講座 第２回二重陥没修正･目尻切開術･Defolding 終了
◎ 6月30日
（日）第2回DR松山のアンチエイジング療法ハンズオンライブ 幹細胞培養上清療法 終了
◎ 7月6日
（土）7日
（日）JAAS第22回 ベトナムホーチミン美容外科解剖・執刀トレーニング 終了
◎ 7月14日
（日）寺子屋塾ライブ講習会第1回 ●
1 二重全切開＋Roof脂肪切除＋目頭切開
●
2 小陰唇縮小術・クリトリス包茎術 終了
◎ 7月20日
（土）21日
（日）プチ二重術 韓国式埋没VSプラズマ重瞼 新･糸を使わない超プチ重瞼術･
ハンディ特殊プラズマによる二重､しわ取り･タトゥー除去術 ソウルライブ講習会 終了
Third Study ： ◎ 9月 8日
（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第２回 本邦初公開！
オリジナル複合鼻形成術 終了
◎ 9月21日
（土）22日
（日）Dr Choi「眼瞼形成術」Book出版記念 ソウル・マラソンライブ講習会順延
◎10月 5日
（土）6日
（日）第10回記念JAAS東京ライブフォーラムiin 赤坂
医療アートメイク学会との共催 終了
◎10月13日
（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第3回 ●
1 眼瞼下垂修正術
●
2 下眼瞼経結膜脱脂＋脂肪移植による涙袋修正＋目頭切開 終了
◎10月28日
（月）第3回DR松山VS. 米国DR Petersonのアンチエイジング・ペレット療法（ホルモンチップ埋入）
◎11月 9日
（土）10日
（日）JAAS第24回タイバンコク チュラロンコン大 美容外科解剖･執刀トレーニング
◎11月17日
（日）DR池田のアンチエイジング外科ライブ講座シリーズ 第3回 下眼瞼経結膜ク
マ取り＋眼輪筋引上げ涙袋形成＋たれ目形成／腱膜固定の眼瞼下垂手術
◎12月 1日
（日）プラズマ重瞼術、ヒアルロン酸注入 豊胸術・バックハンド修正術 膣アン
チエイジングMinimal InvasivePlasticSurgery 東京ライブ講習会
◎12月 8日
（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第4回 口角リフト／
クローズ法による鼻中隔延長を併用した自家組織隆鼻術
◎2020年1月19日
（日） DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第5回 4方向360度上下眼瞼形成術
／術後痛くない顔面点滴麻酔によるSMAS短縮フェイスリフト術
◎2020年2月29日
（土）- 3月1日
（日）JAAS 第25回 第１回 米ハワイ美容外科解剖2日間徹底トレーニング
＊過去のライブ講習会、ライブフォーラムのレポートはJAAS公式サイト（http://www.jaas-online.com/）のアーカイブス及び池田塾レポートに掲載中です。

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。

お名前

病院・施設名

電話
FAX

ご住所

■ 11月 17日
（日）
《定員：限定14名》

ライブ受講歴あり 100,000円（10%税別）×
受講歴なし 110,000円（10%税別）×

主催：JAASアカデミー 後援：一般社団法人JAAS 入会は http://www.jaas-academy.com/

名＝
名＝

円
円

※お申込後・ご入金後のキャンセルはご遠慮ください。

