
VOVコグ

シルエットソフトやスプリングリフトなど糸リフトアップの施術では「一日の
長」がある亜希子医師から、VOV／Cobraコグの有用性のみならず、他の
糸に対する優位性あるいは劣っている点をクリアにしていただく  教えない、観せ
ない、触らせないはJAASアカデミーではご法度！今まで通りアカデミーのコンセプトを踏襲して、今回も
亜希子医師には本施術をフルオープンにしていただきながら、このコグ糸によるYoun医師のリフト術で改良
すべき点そして継承すべきところを忌憚なく、参加医師とディスカッションしながら進めていく。ソウル初公
開から初の東京ライブとなる。

セラムフリー臍帯血幹細胞上清製剤による皮膚若返り術と、高周波エネルギー
からデリケートゾーンの治療も供覧   世界5大バンクの一つHUCORD社が細胞培養した培養
製剤「HS－CM100 SF」とスパイラル構造のニードルスタンプ（オスモインジェクション）でスキンレジ
ュビネーションの供覧。そして新たな応用プロトコールによって施術可能となった「Revive」を使い外陰部
縮小術の公開デモを実施する。

1月29日（日）プログラム
◎ AM9:30受付　TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンス（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00～10:30　DR 田中のスレッドテクニック　VOV COBRA　動画解説
  「VOV／COBRAコグリフト　施術動画供覧」
　　　　　　　　　　　（医）英僚会　あきこクリニック理事長　田中　亜希子MD
コメンテーター　SCクリニック福岡院院長　中間　健MD
◎ AM10:30～11:30　DR 田中のスレッドテクニック　VOV COBRA　　講義編
  「各種スレッドの特性とその用途～DR　Younに学ぶVOVコグ　COBRAコグの有用
　性と日韓リフトの術式共通点、相違点と症例検討」
　　　　　　　　　　　（医）英僚会　あきこクリニック理事長　田中　亜希子MD
　　　　　　　　　　　  コメンテーター：SCクリニック福岡院院長　中間　健MD
◎ AM11:30～PM12:00　臍帯血再生因子療法　講義編
  「無血清培地セーラムフリー世界5大バンクの一つヒューコード社からの臍帯血幹
　細胞培養上澄み液製剤とその治療について」
　　　　　　　　　　　  ネイチャーフォース・ジャパン　代表　福島　隆夫氏
　　　　　　　　　　　  コメンテーター：SCクリニック福岡院院長　中間　健MD
◎ PM12:00～12:30　昼食（お弁当）休憩

◎ PM12:30～1:00　外陰部縮小　講義編
  「高周波エネルギーによる新しい女性器治療　講義編「～Reviveによる膣弛緩の改
　善、外陰部縮小の原理とその応用］
　　　　　　　　　　　  Eye-Lens　Pte LTD　美容医療部門本部長　梅津　康右氏
◎ PM1:00　　全員でUDXヒラハタクリニックへ移動（徒歩5分）
◎ PM1:30～3:30　DR 田中のスレッドテクニック　VOV COBRA　LiveSurgery
　 　　2症例　　術　者：（医）英僚会　あきこクリニック理事長　田中　亜希子MD
　　　　　　　　サポート　SCクリニック福岡院院長　中間　健MD
　　　　　　　　オペ室にビデオ設置　ライブ直視＆モニター供覧
◎ PM3:30～4:00　臍帯血再生因子療法　Live Therapy
　 　　1症例　　術　者：SCクリニック福岡院院長　中間　健MD
　　　　　　　　オペ室にビデオ設置　ライブ直視＆モニター供覧
◎ PM4:00～5:00　Reviveによる外陰部縮小　Live Therapy
　 　　1症例　　
　　　　　　　　オペ室にビデオ設置　ライブ直視＆モニター供覧
◎ PM5:00～　修了証授与および記念撮影

外陰部縮小・
臍帯血再生因子治療術

非会員でも受講できます、JAAS入会は http://www.jaas-online.com/ から

外科系（外科整形外科、眼科、婦人科、麻酔科）のみならず内科医でも充分学べる

JAASアカデミー　第2回　美容婦人科塾　東京ライブ

DR田中のスレッド・テクニック
　VOV　COBRAコグによる非切開リフト　LIVE SURGERY＋美容婦人科（　　　　　　）

30代、40代の2症例を供覧。DR Younのライブをつぶさに観察し共通点、相違点を伝授する  VOV　COBRAコグ施術動画進呈  
◇術者：　田中　亜希子MD（あきこクリニック院長）◇サポート役：　中間　健MD（SCセンター福岡院院長）

定員限定15名・施術撮影モニターSurgeArmを設置、直視とモニターで供覧

2017年1月29日（日） 
AM10時‐PM1時 ［講    義］TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンス

　　　　　　　　　　   PM1時30‐5時 ［ライブ］秋葉原UDXヒラハタクリニック　　　　　　　  

主催：JAASアカデミー　http://www.jaas-academy.com/　後援：一般社団法人JAAS
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VOV､ COBRA　Before

臍帯血上清製剤　Before

After



  ■ 2017年1月29日（日）
《定員：限定15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

64,800円（税込）× 　 名＝　　　  　円
※お申込後・ご入金後のキャンセルはご遠慮ください。

   2017年1月29日（日）

第2回 美容婦人科塾　東京ライブ
DR田中のスレッド・テクニック

［講    義］
TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンス

［ライブ］
秋葉原UDXヒラハタクリニック

【（医）英僚会　あきこクリニック理事長　田中　亜希子MD 】
切開系の美容外科はいうに及ばずシルエットソフトやスプリングリフ
トといった糸リフトアップ関連の施術にも、毎週多くの患者が来院す
るあきこクリニックは、とりわけシルエットリフトでは国内有数の症
例数を数えるが、この程ソウルでのYoun医師によるライブ講習会で
VOV／Cobraのコグのリフトテクニックをつぶさに観察、施術法を取得
した。日本人女性の場合、リフトアップといっても「劇的に変える」
のではなく、気付かない程度に自然にあげる方が断然多い。自然なア
ップのためダウンタイムが短いのも特徴だ。その代わり数年に一度は
来院して「自然な」リフトアップ術を定期的に行う患者が少なくない
。患者は、関東圏に限らず関西や近畿方面からも押し寄せるが、飛行
機に乗って注入系の施術に来院する女性の中には、「なかなか来る機
会がないから」と複数の施術を一気に行って帰ることもある。全国的
に知名度が高い理由は、毎日欠かさず書くというブログ効果からで、
新規患者の8割が「ブログをみて」来院する。東京大学医学部医学科卒
業後、東京大学医学部附属病院（産婦人科）勤務。その後、大手美容
外科に転身。水戸院、千葉院などの院長に就任。その後独立し、2009
年あきこクリニック開院。 日本美容外科学会認定専門医、JAAS認定医
など。

【幹細胞SCクリニック福岡院院長（JAAS理事）テクニカルコメンテーター 中間　健MD】
  本校では主に幹細胞療法の実践ライブ講習を担当する中間医師だが、StemCellTherapyク
リニックで疾患治療やアンチエイジング診療を行う傍ら、美容形成の施術、手術も行う
。略歴をみれば一目瞭然、異色の医師といっていい。九大工学部で宇宙工学を学ぶも一
転、アフリカの医療支援へとその志はかわり従事するなかで、医師の道をめざす。そし
て韓国中央大(医)に入学。医師免許取得後、腎臓移植専門医として関連病院で数多くの移
植手術に関わる。やがて日本に帰国後、東京医大に編入。国内での移植症例数の少なさ
から麻酔科に入局。日本の医師免許も取得したが、その後、美容医療に関心をもち、国
内外数多くの美容形成クリニックに〝武者修行〝に出た後、池袋、青山さらに金沢など
でクリニックを開業し、持ち前のスキルセンスと知識、経験から患者に高い評判を得る
。最新美容医療の情報をいち早くキャッチし、今でも単身海外に出向くバイタリティは
健在である。日本、韓国、オーストラリアと3か国の医師免許取得し、韓国での医学部生
時代、そのカリキュラムにおいて解剖学の知識、実習を徹底的に修学したことから、美
容医療で求められる解剖学には熟知。新旧の美容外科スキルとりわけロシア、東欧そし
て韓国の美容整形術や糸リフト術にも精通し自らも学んできた。親水性ゲルインプラン
トのライブ講習会やライブフォーラムでは過去3回テクニカルドクターとして、また11月
のCobra/VOVリフト講習会ではYoun医師の日韓通訳を務めながらつぶさにその施術スキル
のポイントを修学してきた。また、臍帯血再生因子療法での注入では施術をお願いした｡
日・韓の語学力はバイリンガルの持ち主でもある。

修了医師には、｢修了認定証」と共にDR 

YounによるCobra cogスレッド・VOV cog

スレッドを使ったV-Live＆inner facial part 

around nasolabial folds  Forehead Eyebrows 

line Jowl, facial bottom line それぞれの施

術動画を進呈します｡

 「驚異の非切開VラインLiveSurgery」が11月、ソウルで開催され日本医師10名が現地Leaders 皮膚科クリニック本院に赴いた。初公開と

なったNewThread（Cobraコグ＆VOVコグ）のライブ講習会の術者である同院総院長DR Seong-Jae Youn医師からは、「いかに安全にそし

てできるだけシンプルな施術でしかも牽引力がり持続性も高い」スレッドCobraコグ＆VOVコグを使ったライブ供覧が行われた。　　

　Lectureとライブを通じて、その性質、特性に加え、施術方法でもYoun医師の術式をと日本のそれとどう違うのか？また共通点はどこ

か？など、参加医師との間で多くの質疑応答が交わされ、日韓の美容医師にとっては貴重な技術交流の場ともなった。そして参加者の

一人、田中 亜希子医師もこの施術をつぶさに観察したことから、ライブ講習会は日本開催へとバトンが渡され、今回の講習会となった｡

　　　非切開Vラインリフトは Youn医師から田中医師にバトン渡される
　ソウルでの講習会ではYoun医師から、 前夜のレクチャーで持続性最強といわれるCobraコグそして術後すぐにそのけん引力がわかる

vovリフト糸（共に溶ける糸）の特性が述べられた。Cobraスレッドは両端針、vovリフトはいわゆる鍼灸針タイプの資材で、それぞれ特

殊なCutting技術と加工技術によって製造され，vovリフトは「糸そのものがコーン形状で加工された」新しい糸で、今年にはいり韓国国

内でも導入するクリニックが急増しているという。「韓国では2000年から糸リフトが使われ出しアプトス、 イージーリフトなどが普及

したが非吸収性のため吸収糸の需要がやがて押し寄せるが、特許が吸収糸の普及を阻んでいた。しかしそのパテントも切れて一気に普

及し、その後は糸リフト全盛の時を迎えることになった」講義では、基本的なスレッドリフトテクニックについて説明が行われ、とく

に埋入するレイヤーがポイントとしてスマスの上層の無理のない皮下脂肪層に糸を入れること。けん引には糸の張力が深く関わってお

り糸が太ければ太いほど張力があり、物性的に吸収される時間も遅くなる。21Gまでが痛みに耐えられるニードルの太さで、施術は睡

眠麻酔を使わず局麻のみで行うことなどが伝えられた。参加者からは「なぜこの形状の糸がけん引する力が強いのか？」との質問には､

論より証拠！とばかり、皮下組織を模倣した断面ボードでけん引力をシミュレションしてもらう場面もあり、その引っ掛かり具合を参

加者たちに検証してもらった。CObra　VOVコグ共に、もともと太い糸をプレスして細くしたことから、張力も充分に強いことも強調さ

れた。ある参加医師からは「コグつきの糸が施術中に切れることが多いが」との問いかけに、Youn医師から「コグなど糸加工に細工す

るあまり切れてしまう。しかしこれらの糸はもともと太いためそうしたケースはまずない」と断言した。

　一通りのレクチャーも終わり、前夜そして翌日にわたり、COBRA   VOVコグの糸を使ったフェイスリフトとあごリフトが実施された｡

けん引のデザインマーキングから始まり、麻酔そして穿刺するアンカーポイントが示された。CObraリフトは扇状に、VOVはアンカー

ポイントから片側5本づつが埋入された。またフェイスリフトとアイブローリフトに加え、もう2例、側頭部に切開をして糸でけん引す

るアンカリングや糸による鼻尖形成、鼻翼縮小をYoun医師から特別に供覧の機会を得た。なお、このVOVコグと類似の糸も流通してい

るが、今回のVOV　Cobraコグ糸はJAASアカデミーが最安値で供給する体制を整えた。

　こうした一連のソウルライブでの内容を踏まえ、東京でのライブでは術者：田中医師に加え、ソウルにも同行した中間　健医師にコ

メンテーターとサポートもお願いする。また今回の講習会では第2回美容婦人科塾ライブという位置づけでもあることから、さらに2題

（臍帯血再生因子セラピーと外陰部縮小術）の施術供覧も加えた。11月ソウルライブ講習会として開催されたばかりの本スレッドリフ

トの日本発公開となるということもあり募集早々の申込が予想されるため、ご興味ある先生方は、迷わずにお申し込みをすることをお

勧めする次第である。

○受  講  対  象　■美容整形・皮膚科、形成外科、整形外科、婦人科、眼科、麻酔科、内科などの医師

　　　　　　　　（JAAS会員および非会員問わずすべて対象）、本ライブ講習会は非会員1回のみの受講も可

○資  格  取  得　■受講者に術者・指導医から修了証を授与、またJAAS会員でJAAS認定の「認定医」資格の

　　　　　　　   　ための履修単位3単位も授与されます。

○定員･参加費用　■定員15名／64,800円（税込）

○受講者全員に「VOV　COBRAコグリフトの施術動画」を進呈します。

○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学会

○施設協力：UDXヒラハタクリニック

○製剤･資材･機械協力：Eye-Lens Pte LTD／ネイチャーフォースジャパン／JHMソウル支局

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

第2回 美容婦人科塾　東京ライブ
2017年1月29日（日）DR 田中のスレッド・テクニック

  VOV  COBRAコグによる非切開リフト  LIVE SURGERY＋美容婦人科（外陰部縮小・臍帯血再生因子治療術）
（VOV・COBRAコグ　施術動画進呈）  　1回受講のみも可  

 ◇術者：田中　亜希子MD（あきこクリニック院長）◇サポート役：中間　健MD（SCセンター福岡院院長）
施術撮影モニター（SurgiArm）を設置、ライブ直視と同時にモニターでも観察します　       JAAS会員は3単位を重複授与

3月終了した第2回Liveの参加者

JAAS              検  索

日本アンチエイジング外科
美容再生研究会

登　録　証

日本アンチエイジング外科・美容再生研究会は
   所定の手続きを完了し、登録を受理しました。

よって、
貴殿を本研究会の登録会員として認めます。

日本アンチエイジング外科・美容再生研究会

　理　事　　久保　隆之
　　　　　　池田　欣生
　　　　　　中間　  健
この登録証をJAAS会員原簿に登録しました。
　　　　　 　 　　　事務局長   岡野  英男

登録番号･資格／Certificate number & qualification

有効期限／Expiration Date

      

本登録証の所有権はJAASに帰属します。当研究会より返還請求があった場合は速やかに返却してください。

会員登録証
一般社団法人

JAAS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-online.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。 


