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

第2回 DR Younのスレッドテクニック
  3症例 Live Surgery（ 　　　）

頬骨Augumentaion（新VOVコグによるVertical Lift）、目の下しわ・たるみ取り／上口唇縦
じわ取り（75本束ねたモノ糸使用）＋凹凸の出ない額形成（ヒアルロン酸＋α処方）

スレッドリフト専門医DrSeong-Jae Youn著「糸リフティング・テクニック」出版を記念して、Theread 
Liftの施術を網羅したアトラス教材から(現役医師が日韓通訳)

8月26日（土）‐27日（日） 韓国 ソウル江南区 鴨 鴎亭 アック ジョン

26日額形成
27日糸リフト

8月26日（土）プログラム
◎ 空港集合　PM3:00ソウル金浦空港集合
　　　　 　　PM3:30ソウル仁川空港集合
◎ PM5:30　ホテルから送迎車にてLeaders皮膚科クリニック鴨鴎亭を本院へ
◎ PM6:00‐8:00　Dr Youn　Lecture及び動画解説　講義編
  「顔面解剖の基礎とスレッドリフトの歴史、それぞれの糸の材質、特性、Lifting
　Techniqu」① Youn医師のデザインとそのセオリー、世代別のリフト術とその症例　
　② 新たなVOV cogのけん引、強度、持続性③75本束ねたモノ糸の理論的な解説　
　③ 頬骨Augument（Vertical Lift）、目の下たるみ取り、フィラー剤＋αでの額形成術
　の術式とそのポイント、症例・動画解説」
　　　　　　　　 Leaders 皮膚科クリニック総院長　Dr Seong-Jae Youn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現役医師による日韓逐次通訳）
◎ PM8:00～9:00　Dr Youn　LiveSurgery（1）　
  「Dr Younのヒアルロン酸＋αによる凹凸のできない額形成術ライブ供覧～希望者は
　手を添えて準マンツーマン指導」
　　　　　　　　 Leaders 皮膚科クリニック総院長　Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
  　　　　　　　  オペ室にモニター設置　ライブ直視Gとモニター供覧G　同時観察
◎ PM9:20～　DR Younを交えてのWelcome Party

（　 　　　　　　　  ）それぞれ送迎車にてImperial Palace 
Hotel（☆☆☆☆）へ チェックイン

8月27日（日）プログラム
◎ AM9:30　朝食後 ホテルチェックアウト送迎車にてLeaders皮膚科クリニック鴨鴎亭を本院へ
◎ AM10:00～11:30　Dr Youn　Live Surgery（2）
  「Dr YounのVertical Liftによる頬骨Augumentライブ供覧～希望者は手を添えて準
　マンツーマン指導」
　　　　　　　　 Leaders 皮膚科クリニック総院長　Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
  　　　　　　　  オペ室にモニター設置　ライブ直視Gとモニター供覧G　同時観察
◎ AM11:30～PM12:30　昼食・休憩
◎ PM12:30～2:00　Dr Youn　Live Surgery（3）
  「Dr Younの75本モノ糸による目の下たるみ取り／上口唇縦じわ取りのライブ供覧
　～希望者は手を添えて準マンツーマン指導」
　　　　　　　　 Leaders 皮膚科クリニック総院長　Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
  　　　　　　　  オペ室にモニター設置　ライブ直視Gとモニター供覧G　同時観察
◎ PM2:00～3:00　Dr Youn　全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
　　　　　　　　 Leaders 皮膚科クリニック総院長　Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
◎ PM3:00　クリニック出発　金浦空港、仁川空港へそれぞれ送迎　解散

スレッドリフトで韓国No1の呼び声高いYoun医師が日本医師向けに初のライブ公開。大韓皮膚科医師会の教育委員や
著名な学術誌でも論文多数の「知・見識・技能兼備」のドクター　日本とは違い、韓国では多店舗型のチェーン展開ではなく、ほぼビル一
棟を手術、施術のメニューに分けて各フロアーに多数の専門医師を擁した病院型の美容クリニックが多い。しかし、ここ最近日本と同じようにチェーン展開する大
手美容クリニックも目立つようになった。30店舗を超えるチェーンを有する4ever clinicが代表的なところだが、今回ライブ供覧を行うLeaders皮膚科クリニックは
美容クリニックが林立する江南区の鴨鴎亭を本院にソウルに6カ所、京畿道2か所、大邱1カ所の計9院を展開する大手美容クリニックだ。総院長を務めるYoun医師
はじめ本院、分院に配置されるドクターはすべてソウル大出身者という陣容で、毎月同大の研修医のためにライブ供覧も行うという教育施設としての役割も担って
いる。Leadersクリニックがソウル大学の医学部と提携するというより、いわば医学部側が、民間クリニックの経営・教育に進出してきたといった方がいい。進化し
ていくスレッドリフト術だが、今や韓国でNo1の呼び声も高い、Youn総院長にアカデミックな視点からスレッドリフトの講義をしてもらいながら、高いスキルをも
つYoun医師によるライブ3症例を鴨鴎亭本院で供覧する。

開業9年目、多種類のスレッドを施術したきた経験から「安全で容易な施術！強いけん引力！持続力と強度」もつコブラ
コグ・VOVコグに魅了され推奨する。KeyDoctorとしてのYoun医師から最新のスレッドリフトテクニックを学ぶ｡
今や新規スレッドの開発そして施術テクニックでは世界の中で韓国がリードしているといってもいい。次から次に市場に誕生する多くのスレッドを過去経験し「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」スレッドを求めてきたYoun医師が行き着いたものが今回、日本の医師向けに初めて
ライブ公開するCobraコグとVOVコグだ。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？など観察できるまたとない機会とな
る。Cobraリフトはその持続性で最強といわれ、VOVリフトは術後すぐにそのけん引力がわかるリフト糸（共に溶ける糸）で、ライブでは併用していただきながら、
30歳、40歳、50歳の年代別にアイブロー、フェイスリフト、ネックリフトを供覧する。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た。VOVリフトは「糸そのものがコーン形状で加工された」新しい糸である。

スレッドリフトで韓国有数のYoun医師が日本医師向けに2回目のライブ公開。大韓皮膚科医師会の教育委員や著名な
学術誌でも論文多数。 日本とは違い、韓国では多店舗型のチェーン展開ではなく、ほぼビル一棟を手術、施術のメニューに分けて各フロアーに多数の専門
医師を擁した病院型の美容クリニックが多い。しかし、ここ最近日本と同じようにチェーン展開する大手美容クリニックも目立つようになった。30店舗を超えるチ
ェーンを有する4ever clinicが代表的なところだが、ライブ供覧2回目を行うLeaders皮膚科クリニックは美容クリニックが林立する江南区の鴨鴎亭を本院にソウルに
6カ所、京畿道2か所、大邱1カ所の計9院を展開する大手美容クリニックだ。総院長を務めるYoun医師はじめ本院、分院に配置されるドクターはすべてソウル大出
身者という陣容で、毎月同大の研修医のためにライブ供覧も行うという教育施設としての役割も担っている。Leadersクリニックがソウル大学の医学部と提携すると
いうより、いわば医学部側が、民間クリニックの経営・教育に進出してきたといった方がいい。進化していくスレッドリフト術だが、今や韓国でNo1の呼び声も高い､
Youn総院長に新刊本の内容に準拠しながらスレッドリフトの講義をしてもらいながら、高いスキルをもつYoun医師によるライブを2日間にわたり3症例を鴨鴎亭本
院で供覧する。

希望する受講者には、穿刺、埋入など手を添えて「準マンツーマン指導」実施。1‐0太さでコグ突起大きく、PLA材
質に進化のVOVでVertical Lift“頬骨美人”に、75本糸束ねた30Gモノ糸で“目の下たるみ取り”、独自の注入法
とフィラー剤で“丸みもつ額美人”2日間にわたるライブ供覧では、フィラー剤注入そして糸リフティングをYoun医師が希望する参加者の手を添えな
がら準マンツーマン指導にあたる。コーカソイドに比べモンゴロイドは頬骨骨格の隆起が少なくいわゆる「頬骨美人」ではない。Youn医師オリジナルのVertical Lift
(垂直けん引術）を、従来の太さより太く（1－0）してVOVコグ突起をさらに大きくしながら材質もPDOからPLAに進化させたVOVコグを使って施術する。また、75
本の極細の糸を束ねたモノタイプの糸を目の下、上口唇に埋入して、コラーゲン生成を促しながらたるみ、シワの改善をさせる新たなスレッドテクニックも供覧す
る。一方アジア人特有の扁平な顔立ちは額の形状にあるといわれる。その額をいかに丸みをだし若々しい顔立ちにいきたいというニーズは高い。そのためのテクニ
ックとして丸みをだし凹凸のでない額形成をさせるYoun医師オリジナルのフィラー注入術も公開してもらう。

第1回ライブより

アトラス本よりVertical Lift



修 了 証

  ■ 8月26日（土）27日（日）
《定員：限定10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。

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。

   8月26日（土）－27日（日）

第2回 DR Younの
スレッドテクニック 3症例

Live Surgery
頬骨Augumentaion、目の下しわ・たるみ取り

上口唇縦じわ取り＋凹凸の出ない額形成

韓国 ソウル江南区
鴨 鴎亭 (アックジョン)

【Youn医師新刊アトラズ本の糸リフティング・テクニックの内容】
1.  糸リフティングの歴史と理論的背景　2.  糸のリフティングを向けた解
剖学的な背景（顔の層、血管や神経構造）　3.  糸の分類と種類（catgut、
polyglycolic acid、polyglatic acid、polydioxanone、polytrimethylene 
carbonate）4.  糸の形態別分類（突起がない糸、単純な突起がない糸 、
構造的、材料的変形になった糸構造的変形になる突起がない糸、双方向､
材料的変形になった突起がない糸、金埋入の糸2 PDO、PGA成分の混合、
双方向のコグ糸、一方向突起、ヤンバンハム突起、多方向、複合突起　
5.  突起の製作法によって  1) カッティングの形　2)・モールディング形態
6.  糸リフティングテクニック　Section1. 突起がない糸の種類のテクニッ
ク　Section2. 突起がある糸の種類とテクニック 　Section3. Anchoringテ
クニック　Section4. 変形法　Section5. Floatingテクニック　Section6. 
Vertical liftingテクニック

参加医師には、「修了認定証」と共に

DR Younによる講義とそれぞれの施術を

収録した動画を進呈します。

　驚異の非切開Vライン3症例LiveSurgery！日本の医師向けには初公開となるNewThread（Cobraコグ＆VOVコグ）のライブ講習会
が昨年10月韓国ソウルにて開催された。今や新規スレッドの開発そして施術テクニックでは世界の中で韓国がリードしていると
いってもいい。次から次に市場に誕生する多くのスレッドを過去経験し今回のCobraコグ＆ VOVコグリフトに行き着いたという
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。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。そもそもCObra VOVコグ共にもともと太い糸をプレス（成形）
して細くしたことから、張力も充分に強い。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。翌日のライブに備え一向が帰りかけようとしたところ、ユン医師が思わぬ提案がされた。当初レクチャーだけ
が予定されていた講義編に急きょライブが追加されることになり、 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。翌日のライブではさらに、参加者にとっての嬉しい誤算がつづ
く。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。

　　　Vertical Liftingでは、スレッド太く突起も大きくした新しいVOV使用
　　　　　材質もPDOからPLAに進化させ吸収されるまでの持続性を高める
　そして8月Youn医師による第2回目の「スレッドテクニック」ライブ講習会が開催する運びとなった。3症例のライブでは、頬
骨Augumentaion（新VOVコグによるVertical　Lift）、目の下しわ・たるみ取り／上口唇縦じわ取り（75本束ねたモノ糸使用）に加
えて、凹凸の出ない額形成（ヒアルロン酸＋α処方）をYoun医師オリジナルの注入法と製剤でその施術スキルが供覧できる。今
回は、希望する三者にはYoun医師が手を添えて、穿刺、埋入などある意味「準婚ツーマン指導」が味わえる絶好の機会ともなる
。また講義では、スレッドリフト専門医DrSeong-Jae　Youn著「糸リフティング・テクニック」の出版を記念して、Theread Liftの
施術を網羅したこのアトラス教材の内容からレクチャーがされることになる。過去、JAASアカデミーソウルミッションにおいて
何度も日韓の名通訳をしていただいた故　中間健医師にかわり、今回は、ソウルの現役医師に日韓通訳通訳を頼むことから、バ
イリンガル語学能力は非常に優れていることはもちろんのこと、医学的な専門用語や微妙なニュアンスのハングル・日本語の対
訳においてもわかりやすい解説が期待できる。

第2回 DR Younのスレッドテクニック 3症例 
Live Surgery  希望者 準マンツーマン指導
　8月26日（土）‐27日（日）韓国 ソウル江南区 鴨 鴎亭 
手術撮影モニターSurgi Armを設置し、スレッドリフトをライブと同時に供覧　非会員でも受講可 JAAS会員の認定医履修単位3単位も授与

26日額形成  27日糸リフト

○日　　   　程　■8月26日（土）-  27日（日）　韓国ソウル

○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（JAAS会員･非会員問わずすべて対象）

○資  格  取  得　■2日間受講のみで DR Younより修了証授与（JAAS認定医資格の履修単位3単位重複授与）

○定員･参加費用　■定員限定10名／JAASライブ講習受講歴あり140,000円（税別）、なし150,000円（税別）
　　　　　　　　参加費用にはホテル代、送迎代、日曜日夕食、月曜日朝食、昼食、レクチャー・ライブに関わる経費、指導費、アドバイザー、通訳代を含
　　　　　　　　みます。ただし飛行機代は各自ご負担となります

○フ  ラ  イ  ト　■東京羽田・成田、大阪関空、名古屋中部国際、福岡の国際線空港についてお知らせします
　　　　　　　　◎本ミッション団の集合は8日土曜日PM3時（金浦空港）PM3時30分（仁川空港）となり、それぞれ空港から送迎車で市内に向かいます。また
　　　　　　　　9日日曜日はPM3時終了後に金浦空港、仁川空港へそれぞれ送迎車にてお送りします。講習プログラムに支障をきたさない4都市と金浦空港・
　　　　　　　　仁川空港間のフライトは、東京羽田‐金浦は3便、成田‐仁川は2便、関空‐仁川は1便、中部‐仁川は1便、福岡‐仁川は1便飛んでいます。

○受講修了者の特典　■修了者には講義と施術を収録した動画を進呈します。

○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

○協　力：韓国ソウル　Leaders皮膚科クリニック鴨鴎亭本院

ライブ講習受講歴あり 140,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円
ライブ講習受講歴なし 150,000円（税別）× 　 名＝　　　  　円

■宿泊ホテル／Imperial Palace Hotel

【Seong-Jae Youn MD. PhDプロフィール】
ソウル大卒業、2008年現在のLeaders皮膚科クリニック鴨鴎亭本院を開業する。その
後ソウルに6カ所、京畿道2か所、大邱1カ所の計9院を展開する大手美容クリニックに
成長させた。総院長Youn医師はじめ本院、分院に配置されるドクターはすべてソウル
大出身者という陣容で、毎月同大の研修医のためにライブ供覧も行うという教育施設
としての役割も担っている。 Leadersクリニックがソウル大学の医学部と提携すると
いうより、いわば医学部側から民間クリニックへの経営・教育を投げかけてきたとい
っていい。美容皮膚科とりわけスレッドリフでは韓国 No1の呼び声が高く、「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
を求めてきたYoun医師が行き着いたものが今回、日本の医師向けに初めてライブ公開
するCobraコグとVOVコグだ。クリニックで治療する傍ら三星ソウル病院皮膚科専門
医、成均館大学医学部外来副教授、大韓肌老化研究会（KAAD）学術幹事、大韓皮膚
科医師会教育委員などさまざまな要職もこなし、海外の著名な学術誌への執筆や学術
発表も数多い。


