
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

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

The 4th DR Ikeda AntiAngingPlasticSurgery

DR池田・DR今泉の共演ライブ講習会
ビギナーから学ぶ「後戻りしにくい埋没重瞼術」「今泉式®ヒアルロン酸リフトップ術（DR池田共演）」

「ヴァンパイヤフェイシャル術」「池田モデル・プラズマフェイシャル術」
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。

2月20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

術前症例検討

たかが「埋没」「注入」されど「埋没重瞼」「HA注入」。オリジナル術式MT法、LT法を考案した
DR池田が、新たに考案した後戻りしにくい埋没法を公開、【戻りやすい上眼瞼のための術式】を
伝授する。加えて「ヴァンパイヤフェイシャル術」「プラズマフェイシャル術」もお見せいただく｡
そしてヒアルロン酸注入術では一日の長がある今泉DRにリフトアップ術を池田医師との共演で供
覧していただく。スペシャリストDR二人が伝授する施術テクニックで低侵襲術をマスターしたい｡
MT法はいわゆる埋没法の重瞼術で、瞼板でなく挙筋と皮膚側を繋ぎます。LT法は眼瞼結膜を経て糸をと通して、ミューラー筋
と眼瞼挙筋を瞼板も掬いながら括り、固定および短縮し、その糸をMT法の様に皮膚側に出して重瞼を作る。この池田医師講演
の術式をさらに改良した埋没重瞼術となる。ヴァンパイヤフェイシャルは注入スピードが速く痛みも少ないMPガンを使い、
ACRS、ベビコラ、ボトックスにPCL製剤「ミラクル」を配合して極細針で注入していく。この処方も池田DR独自となる。

今泉明子MDからは、12回JAASフォーラムでダイジェスト版で講演した今泉式®ヒアルロン酸リ
フトアップ術の実践編を講義とライブで伝授してもらう。国内外から高く評価されるHA注入法で
はLigament Lineより外側から注入形成、そして内側Mid～Lower Faceにアプローチする｡
アラガンなどから注入認定指導医ではあるが、今回は、クリビエルV、カイセンスで治療していた
だく。年間7000症例をこえる治療を行う今泉医師は、国内外の学会・講演に登壇、世界中のドクターへの技術指導を行うと
共に、『ヒアルロン酸注射』『ボトックス注射』の技術力向上だけでなく、全国の医療スタッフへ正しく安全な注入治療の啓
蒙にあたる。“教え上手”と評判の同医師であるころから、講義、施術中に大いに質問をなげかけてもらいたい。

◎ PM12:30　送迎車にて東京皮膚科・形成外科銀座院に移動（５分）

◎ PM1:00-3:00　DR池田　Live Surgery

  「埋没重瞼術　ヴァンパイヤフェイシャル　プラズマフェイシャル」

　　　　　　　オペ室にモニター設置　ライブと映像同時観察　

　　　　　　　　　　　　　  （医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科理事長　総院長　池田　欣生MD

◎ PM3:00-4:00　 DR今泉　DR池田共演　Live Surgery

  「ヒアルロン酸リフトップ術」

　　　　　　　オペ室にモニター設置　ライブと映像同時観察　

                                                   （医）青泉会　今泉スキンクリニック　院長　今泉　明子MD

                                                   （医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科理事長　総院長　池田　欣生MD

◎ PM4:00-4:30　全体質疑応答と了認定証授与と記念写真

                                                   （医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科理事長　総院長　池田　欣生MD

                                                   （医）青泉会　今泉スキンクリニック　院長　今泉　明子MD

2月20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

  「①眼瞼形成の基礎と解剖～埋没重瞼術の術式とMT、LT法そして改良版埋没法のポイントと症例検

　討、施術動画　②ヴェンパイヤフェイシャル、プラズマフェイシャルの注入とその処方　症例検討」  

                                                   （医）邦寿会　東京皮膚科・形成外科理事長　総院長　池田　欣生MD

◎ AM11:00-PM12:20　DR 今泉の　レクチャー及び動画解説　講義編

  「今泉式®ヒアルロン酸リフトアップ～しわ、たるみへのアプローチ法　アジア人の肌質、輪郭など

　の特性と注入法 Ligament Lineより外側から注入形成、そして内側Mid～Lower Faceにアプローチ

　について～デザイン、レイヤーなどについて　症例検討」  

　　　　　　　　　　　　　　　　　  （医）青泉会　今泉スキンクリニック　院長　今泉　明子MD

◎ PM12:00―12:30　昼食・休憩



  ■ 2月20日（日）
《定員：限定14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。

※お申込後・ご入金後のキャンセルはご遠慮ください。

修 了 証

1回受講で修了

  2月20日（日）
The 4th DR Ikeda AntiAngingPlasticSurgery

DR池田・DR今泉の
共演ライブ講習会

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

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

（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。

      （医）青泉会　今泉スキンクリニック　院長  今泉  明子MD   
聖マリアンナ医科大学卒業後、同大学院 にてアトピー性皮膚
炎に対する抗アレルギー薬の効果について研究し、博士号取
得。その後、日本赤十字医療センター皮膚科にて勤務。2003
年、最先端の美容医療を学ぶため渡米。再生医療の研究で有
名なニューヨーク ワイル・コーネル医科大学（皮膚科）にて
Dr.Granstein教授に師事し、米国大手化粧品メーカーとの共同
研究に携わる。後の化粧品開発にもつながる、皮膚の修復・
再生にアプローチする「ペプチド」の研究に従事する。2007
年、米国から帰国後、東京ミッドタウン皮膚科形成外科クリ
ニックNoage（ノアージュ）の院長に就任。『ヒアルロン酸注
射』『ボトックス注射』などの注入治療をはじめ、レーザー
治療、育毛治療などさまざまな治療における幅広い対応力か
ら、政財界・芸能界の多くの著名人からの信頼を集める。
2010年より数ある治療のなかでも、『ヒアルロン酸注射』『ボ
トックス注射』の技術力の高さと症例数の多さは世界でも評
価され、製薬会社の最大手であるアラガン・ジャパン社、ガ
ルデルマ社から「注入認定指導医」の任命を受ける。さらに､
日本の安全かつ正しい最先端の注入治療を牽引していくため
日本で数名しかいないファカルティーメンバーに選ばれる。
2016年には、様々な経験と功績を認められ、日本人皮膚科医
でありながら、世界形成外科学会（International Society of Aes
-thetic Plastic Surgery：ISAPS)のボードメンバーに選ばれ講演、
2018年にも米国マイアミで「アジア人に対する魅力的な注入
治療コンセプト」について講演を行う。2018年、自身の集大
成となる医療法人社団　青泉会　今泉スキンクリニックを六
本木に開院。2019年、前職よりペプチドを用いたコスメ開発
に携わった経験を生かし、日本初の幹細胞成分であるヒト角
化細胞順化培養液を配合した化粧品『THE A（ジ・エー）』を
開発。

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/

非会員でも受講可、ご入会手続きは  http://www.jaas-online.com/ から

2月20日（日）第4回DR池田･DR今泉の共演ライブ講習会
  ～ビギナーから学ぶ「後戻りしにくい埋没重瞼術」「今泉式®ヒアルロン酸リフトップ術（DR池田共演）」

「ヴァンパイヤフェイシャル術」「池田モデル・プラズマフェイシャル術」
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

　　　　　　　　　2022年1月～　JAASアカデミーLive Surgery Training School
 ◎  1月16日（日）順延日程変更分　第28回　DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会　人中短縮術、鼻形成術　終了
 ◎  1月23日（日）第2回DR伊沢の月経血幹細胞＋培養上清ハンズオンライブ体感講座　点滴＋膣腔内注入　体感　＋再生医療2種培養加工、申請
 　　　　　　　  について
 ◎  1月30日（日）第2回DR山川の細胞再生医療エイジレス治療術　AZAクリおよびCPCラボにて「細胞再生医療ハンズオンライブ  「無細胞加工
 　　　　　　　  物」PRPを超える成長因子PFC、エクソソームのフリーズドライ製剤による点滴、顔面注射および糸リフトに併用する製剤注
 　　　　　　　  入」＋体感、セルソーズ培養加工、申請　
 ◎  2月  6日（日）第4回DR　JOEの美容整形ライブ講座　初心者から学ぶ「明日からできるMinimaly invasive Surgery」   目頭切開アルツ法変法、
 　　　　　　　  ジョウクリ式重瞼埋没法（部部切開＋埋没糸）、3D Spiral Liftによる糸リフト実践、下眼瞼ほか全顔ヒアルロン酸注入術
 ◎  2月13日（日）第7回若返り療法ハンズオン　　第2回NMN、水素ナノバブル点滴、注入
 ◎  2月20日（日）第4回DR池田塾ライブ講習会　ヴァンパイヤフェイシャル術、改良版後戻りしにくい埋没法、ヒアルロン酸注入術、プラズマフ
 　　　　　　　  ェイシャル
 ◎  3月～　　　   毎月1回夕方から2時間半　曜日不定期　3D Spiral小顔リフト　マスター講座（DR JOEマンツーマン技術研修スクール
 ◎  3月  6日（日）第29回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会①目力アップ眼瞼下垂術（拡大二重全切開法）②目頭切開③涙袋形成
 ◎  3月13日（日）第3回DR山川の細胞再生医療エイジレス治療術　AZAクリおよびCPCラボにて「細胞再生医療ハンズオンライブ  「無細胞加工
 　　　　　　　  物」PRPを超える成長因子PFC、エクソソームのフリーズドライ製剤による点滴、顔面注射および糸リフトに併用する製剤注
 　　　　　　　  入」＋体感、セルソーズ培養加工、申請　
 ◎  3月27日（日）公開講座セミナー東京品川／需要増すクリニックのメディカルエステ開設、増設と導入のやり方（会場内参加枠／YouTubeライ
 　　　　　　　  ブ配信参加枠　
 ◎  4月10日　第5回DR　JOEの美容整形塾　シリコンバック入れ替えハイブリッド豊胸術‐脂肪吸引→ピュアグラフト脂肪作成→シリコンバッ
 　　　　　　　  ク抜去→脂肪注入・シリコンバック挿入
 ◎  4月17日　第30回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講講習会　片眼・眼瞼下垂手術
 ◎  3月27日、5月、7月、秋第13回JAASライブフォーラム　第1期東京メディカルエステティシャン資格講座
 ◎  3月27日、6月、9月、秋第13回JAASライブフォーラム第1期名古屋メディカルエステティシャン資格講座
 ◎  5月  8日　第1回　初心者、転科ドクターのための低侵襲術ライブ講習会　DR中村光伸、DR厚田の埋没重瞼・ヒアルロン酸注入術
 ◎  6月26日（日）第5回DR池田塾ライブ講習会
 ◎  6月（日曜日予定）DR鹿嶋の顕微鏡下眼瞼下垂手術ライブ講習会
 ◎11月19日（土）20日（日）　第13回JAAS東京ライブフォーラム（年次装荷）
＊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）のアーカイブスに掲載中です。

　「JAASライブ講JAASアカデミーでは、 11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な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水野寺子屋塾、DRジョウ美容整形塾そして池田塾が新たに2019年スタート。

池田塾はコロナ禍で一時中断したがその4回目として本講座は開催される。

コロナ禍中断の第４回DR池田のライブ講座
教える側も教えられる「教授のいない医局」を「池田塾」でも踏襲

　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。第2回目は「10歳若返る口角挙上、鼻中隔（鼻中隔軟骨）延長（を使用した）・
鼻尖形成、アリアナリフト（顎ラインシェイプ）」を、第3回目は、DR小泉　正樹とのコラボ・ライブ講座「切らない下眼瞼経結
膜クマとり＋眼輪筋引き上げ涙袋形成＋たれ目形成　まぶたにやさしい腱膜固定の眼瞼下垂手術」を開催してきた。そして今回は
「ビギナーから学ぶ「後戻りしにくい埋没重瞼術」「今泉式®ヒアルロン酸リフトップ術（DR池田共演）」「ヴァンパイヤフェイ
シャル術」「池田モデル・プラズマフェイシャル術」と、久しぶりのDR Ikeda　Antiaging Plastic Surgeryシリーズの4回目となる。
一方、共演ライブとしてヒアルロン酸リフトアップ術を今泉　明子医師と供覧いただく。
　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」でも引き続き踏襲していく。　ご期待ください。

○受 講 対 象　■美容整形・皮膚科、形成外科および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　■2月20日受講のみでDR池田DR今泉より修了証授与（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）
○受講者特典　■①参加者全員に当日の「講義・ライブ」収録の動画（非売品）を配信
　　　　　　　　②「JAASアカデミー出版：完全アトラス眼瞼形成DVDデータ版」
○主　　  催：JAASアカデミー　　東京都中央区新川2-21-15-1007     tel  03‐6222‐3121　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
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