JAASアカデミー美容整形塾LiveSurgery 非会員1回受講のみも可
2017年は、アカデミー過去ライブ講習で研さんし指導医からスキルを継承された後継の医師が惜しみなくその「技」を公開、伝授します

第4回福岡ライブ講習会

明日から導入できるスレッドテクニック 日韓ドクターによる共演
日本初上陸！SELFLOCリフト初公開！糸埋没法による｢立ち耳｣矯正術
セルフロック

【SELFLOC】けん引、強度を8月施術実施で確認DR曽山VS．指導医DR SONによる共演で、穿刺、埋入法など手を添えて
「準マンツーマン」指導する。【立ち耳】糸によるプチ形成を曽山医師が伝授

定員限定16名・受講者のみに講義／ライブ供覧収録動画（非売品）を配信します。
10月15日（日）講義・ライブ：福岡天神 エステラクリニック

AM10時－PM5時 JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与 前夜10月14日（土）PM7時中州春吉「いずみ田」で懇親会（自由参加）
手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、ライブ供覧と共にモニターでも同時に観察します

●東京でのライブ講習会には行きたいが�九州からの参加
には数日休診にしなければならず受講は難しい�
●技術を身につけたいが�学会に行�ても症例報ばかりで
研鑽中の自分には吸収できない�
●日常の手術で困ることや合併症などの対処法を�気軽に
相談できるところがない�
●できれば手術をみながら他科から美容外科�美容医療に
転向あるいは�一部の診療を取り入れたいが�自分が手
術をできるようになるか？現場をみてみたい�

こんな先生方にぜひお薦めします

SELFLOC Before

SELFLOC After

SELFLOC Before

SELFLOC After

立ち耳 After

(PDO PCL)リフトを、東京に先駆けていち早く福岡ライブで供覧します。写真をみれば一目瞭然！類似
の360度スパイラルの突起状コグでみられるバナナピールによる折れ曲がりを改良し、カンナ削り後のよ
うな丸みをもつコグで直角に皮下組織を強固につかみけん引していく。すでに8月症例をこなしその効果
を確認している曽山医師に術者をお願いしながら、セルフロックのキードクターDrSonに指導を仰ぐ。

Donky earロバの耳ともいわれ｢立ち耳｣にコンプレックスを抱える人は意
外と多い。糸埋没法で明日からできるプチ形成術を取得してもらいたい。

側頭部と耳介の角度が30度以上あると｢たち耳｣といわれ、軟骨である｢対耳輪｣の発達不全から対耳輪の
盛り上がりが小さいか全くないためだ。曽山医師からは、耳介に1～2mmの切れ目を入れて折り曲げて
糸で2～3か所の縫合をする矯正術を供覧することになる。

PM7時～博多 中州春吉の「いずみ田」で懇親会（自由参加 コース料理および飲
み代でおよそ一人7000～8000円多少前後、それぞれ領収書がお店から発行されます。
人数掌握の関係で希望者は裏面申込欄に要チェック）

10月15日（日）プログラム
AM9:30～ 福岡天神 エステラクリニック受付（詳細地図はお申込時）
DR SON DR 曽山の SELFLOC 講義編
「①成形糸と非成形糸の相違とコグ形状について ②ミントリフトとの違いとけん
引、強度について ③顔面解剖と皮下組織、レイヤーにおける糸埋入と皮膚への
かかりとアンカリング理論について ④症例の検討と施術動画の解説によるリフ
トテクニック」（日韓逐次通訳Aクラス）
韓国ソウル Pretty Aesthetic Clinic And Lab（PASCAL）院長 Sangseop SON MD
「8月SELFLOC施術の術後経過とリフト症例について」
福岡エステラクリニック院長
（鹿児島セイコメディカルビューティクリニック副院長） 曽山 浩輔MD
◎ AM11:30～PM12:30 DR 曽山の 立ち耳矯正 講義編
◎ AM10:00～11:30

立ち耳 Before

立ち耳 After

[皮膚をつかむ] [アンカリング] はコグ角度をより直角がベスト（Dr Youn談）
バナナピールが生じやすい突起型でなく折れにくい丸みもたせたコグで｢面｣
で捉え、360度スパイラル状のコグでけん引、強度増す。日本初上陸のSELFLOC

10月14日（土）

◎ 受付

立ち耳 Before

「立ち耳の構造とその要因～糸による立ち耳矯正のポイント！デザインと縫合の仕方」
福岡エステラクリニック院長
（鹿児島セイコメディカルビューティクリニック副院長） 曽山 浩輔MD
◎ PM12:30～1:00
昼食・休憩
◎ PM1:00～1:30 手術準備および前処理
◎ PM1:30～3:30 DR 曽山 DR SONの SELFLOCリフトLiveSurgery
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
術者：曽山医師 指導：SON医師により、希望者には穿刺、埋入法など
手を添えて「準マンツーマン」指導します。（日韓逐次通訳Aクラス）
福岡エステラクリニック院長（鹿児島セイコメディカルビューティクリニック副院長）
韓国ソウル Pretty Aesthetic Clinic And Lab（PASCAL）院長 Sangseop SON MD
◎ PM3:30～5:00 DR 曽山の 立ち耳矯正 LiveSurgery
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
福岡エステラクリニック院長（鹿児島セイコメディカルビューティクリニック副院長）
◎ PM5:00～5:15 修了認定証書授与と記念写真の撮影
福岡エステラクリニック院長（鹿児島セイコメディカルビューティクリニック副院長）
韓国ソウル Pretty Aesthetic Clinic And Lab（PASCAL）院長 Sangseop SON MD

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-academy-.com/ から

JAASアカデミー美容整形塾LiveSurgery 10月15日(日) 福岡ライブ講習会
明日から導入できるスレッドテクニック 日韓ドクターによる共演
日本初上陸！ SELFLOC(セルフロック)リフトと初公開！ 糸埋没法による「立ち耳」修正術
手術撮影モニター（SurgiArm）を設置、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回毎の受講で修了
10月15日（日）

第4回福岡ライブ講習会

明日から導入できるスレッドテクニック

1回、2回、3回と開催した福岡ライブは、JAASアカデミーDR山本美容整形塾『眼瞼形成ライブ 福岡版』であっ
たが、今年は趣向を変えて明日からできる「スレッドテクニック」をテーマに 2 つの糸を使った施術を供覧して
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！過去の福岡ライブ講習会を踏襲して
、今回も2つの日本初上陸、初公開の“スレッドテクニック”をフルオープンします｡講師、術者には今春、「バ
レない！男性器美容形成術」のライブ供覧をしていただいた曽山 浩輔医師にSELFLOCと立ち耳矯正を伝授して
もらう。曽山医師も過去アカデミーのライブ講習で研さんし指導医からスキルを継承された医師の一人で、 2017
年こうした後継のドクター達が惜しみなくその「技」を公開、伝授していくことは周知のとおりだ。

SELFLOCはPDO PCL共に製造対応
講義・ライブ
福岡天神 エステラクリニック

修了証
福岡エステラクリニック院長（鹿児島セイコメディカル
ビューティクリニック副院長） 曽山 浩輔MD
鹿児島ラ・サール高校から九大医学部に進学。 産婦人科教室に
入局し卒業後、九大医学部付属病院、九州厚生年金病院、福岡市
民病院に勤務したのち、東京、鹿児島の中央クリニック院長を歴
任し美容形成のスキルを磨く。とりわけ婦人科・メンズ治療問わ
ず切開系の手術や注入術では数多くの症例数を積む。結婚後、皮
膚科専門医の聖子医師と共に夫妻で鹿児島にセイコメディカルビ
ューティクリニックを鹿児島に開院する。2016年夏、分院となる
福岡エステラクリニックを福岡にオープン。九州南北の拠点が整
ったことから、さらなる美容医療の需要を掘り起こす。美容皮膚
科を全面にだすセイコメディカルビューティにあっても、浩輔医
師を頼って美容外科、形成の手術を希望する患者が押し寄せるだ
けあり、とくに中央クリニックで培った男性器形成ほか多彩な形
成術テクニックには高い評価を得ている。3000症例をこえる包茎
術や痛みなく失敗しない長径術や300 症例をこえる豊胸術、 眼瞼
形成、鼻形成さらには糸リフトでもそのスキルは経験値と知識が
豊富なことから、鹿児島、福岡から都内の美容クリニックに月一
回は手術派遣をこなしている。福岡ライブ講習会は年に 1 回程度
の開催ということもあり、とりわけ日頃東京で開催のライブ講習
会に参加できない九州エリアの先生方からは過去、募集早々の申
込が相次ぎ早々に締め切ってしまうことから、今回は、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。もちろん九州以
外の先生方にも参加いだきたいことはいうまでもない。

韓国ソウル
Pretty Aesthetic Clinic And Lab（PASCAL）院長
Sangseop SON MD
SELFLOCのキードクター。Clinical Professor of Medicine at Chungang
University（中央大医学部 臨床教授）、Insurance Director of the
Korean Association of Plastic Surgeons、Official Member of the Korean
Society of Plastic and reconstructive Surgery, Official Member of the
Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery, Official Member of the
International Plastic,Reconstructive,Aesthetic Surgery など。

今回はライブその一で「SELFLOC」のキードクターであるSON医師も韓国からお迎えして、オリジナルの術式
や糸リフトに対する考えを拝聴しながら、 すでに 8月事前に導入しけん引と強度を確認した曽山医師による施術
を指導しながら、希望医師にもその穿刺、埋入など手を添えながら指導していただく。
昨年そして今年とソウルミッションを組んだJAASライブ講習で指導をしたDr Younによれば「解けない糸から
解ける糸に変遷したのは2006年ころで、その後成形による糸が次々と開発されていった。成形品、非成形品と製
造方法はさまざまだが、糸リフトで最も重要なことは皮膚をいかにつまむか？またアンカリングの強度であるこ
と。そしてコグの角度はできるだけ直角がいい」と指摘していた。SELFLOCは、非成形糸（PDO PCL）で類似の
コグ糸に比べその角度はより直角に近い。また非成形糸で同様のコグ形状をもつミントリフトのようにバナナピ
ールが生じやすい突起型でなく、折れにくい丸みもたせたコグで「面」で捉え、360度スパイラル状のコグでけ
ん引、強度増している。けん引、強度は今までもものに比しても優位性をもつという。
一方、知っていても意外と実際の施術を観る機会が少ない立ち耳矯正を、曽山医師から伝授していただく。明
日から導入できるプチ形成術として一見の価値はあるはずだ。

最新版 JAASアカデミー Training Live Surgery Course
First Study ：◎ 1月29日（日）美容婦人科塾 Dr 田中のスレッドリフト・テクニック（終了）
◎ 3月12日
（日）第3回公開ライブ 日韓仏独イスラエル美容医療ハンズオンフォーラム（終了）
◎ 3月25日
（土）26日（日）アートメイク塾 Dr Kimのソウル医療アートメイク術ライブ（終了）
◎ 4月 2日
（日）美容アンチエイジング再生医療塾第2回Dr北條の再生医療ライブ（終了）
◎ 4月23日
（日）美容整形塾 Dr曽山のPenis Live Surgery（終了）
Second Study：◎ 5月28日（日）美容整形塾 Dr麗のビギナーのための「切らない眼瞼下垂」
「腫れ少
なく戻りにくい埋没重瞼」ライブ講習会（終了）
◎ 6月11日
（日）美容整形塾 Dr柿崎の眼形成・再建術 視機能を重視した眼瞼下垂ライブ講習会（終了）
◎ 6月17日
（土）18日（日）第19回JAAS解剖・執刀トレーニングソウルカトリック医大美容外科解剖（終了）
◎ 7月30日
（日）美容アンチエイジング再生医療塾第3回Dr北條の再生医療ライブCAL
乳房増大術DR 辻（終了）
◎ 8月26日
（土）27日（日）第2回DR Younのスレッドテクニック・ライブ講習会in Seoul（終了）
Third Study ：◎ 9月 3日（日）日韓 医療アートメイク術ハンズオン入門ライブ（終了）
◎ 9月10日
（日）京都ライブ講習会・初公開！DR麗の「植毛術」DR井谷の「バービーチーク形成術」（終了）
◎ 9月19日
（月）20日（火）ソウル・DR朴のバジナルサージェリーライブ講習会
（日程の都合により順延）
◎10月 8日
（日）名古屋ライブ講習会・DR水野のオリジナル眼瞼形成術
◎10月15日
（日）福岡ライブ講習会・スレッドテクニック2症例SELFLOCKによるフェイ
スリフト＆糸リフトによる「たち耳修正術」
◎10月28日
（土）29日(日)ソウル・DR Jin Park（三星クリニック）のトラブル症例の
修正術（眼瞼形成・鼻形成）＆新・RFによる小顔づくり
◎11月11日
（土）12日（日） 第8回JAAS東京ライブフォーラムin Shinagawa
◎11月25日
（土）26日（日）27日（月）第20回JAAS解剖・執刀トレーニング
タイ バンコク チュラロンコン大 美容外科解剖
◎12月 3日
（日）DR片岡の眼瞼形成術ライブ講習会
＊過去のライブ講習会、ライブフォーラム（2007年～2017年）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

○受 講 対 象

博多 中州春吉の「いずみ田」
極薄豚バラ肉の旨みがとけ込む絶品『慶州鍋』
と鮮度抜群『海鮮料理』をお酒と共に堪能

■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） ＊参加対象はもちろん全国
からのご参加も可能です。
○ 資 格 取 得 ■10月15日受講のみでDR曽山 DR Son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16名／ライブ受講歴のある医師70,000円（税別）、受講歴のない医師80,000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。
○前夜14日（土）懇親会 ■博多 中州春吉の「いずみ田」で懇親会（自由参加 コース料理および飲み代でおよそ一人7000～
8000円多少前後、それぞれ領収書がお店から発行されます。人数掌握の関係で希望者は裏面申込欄
に要チェック）
○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

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

電話

病院・施設名

FAX

ご住所
�税別�
�税別�

ライブ受講歴あり（会員･非会員共） 70,000円 × 名＝
ライブ受講歴なし（会員･非会員共） 80,000円 × 名＝
（土）懇親会（7～8000円･自由参加）要チェック
※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。 14日
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/

■ 10月 15日（日）限定16名

円
円
□参加

