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明日からできるスレッドテクニック
Dr田中・DrYoun日韓ドクターによる共演
PCLカニュラコグ糸メッシュ糸

PCL VOV1-0成型糸

PCLジグザグ成型糸

Mono Cannula糸

Lock Lift

新HANAKO術・頬隆起Vertical Lift・ほうれい線・下眼瞼垂みクマ・フェイスリフト
DR Youn著アトラス図鑑「TEXTBOOK OF
ABSORBABLE THREAD LIFITING」の日本語
訳版（JAASアカデミー出版）
4月発刊（\20,000）を受講者に無料進呈！

Youn医師来日！あきこ医師との共演で、穿刺、埋入、けん引法など「手を添えて準マンツーマン」指導

定員限定16名・受講者のみ講義・ライブ収録動画（非売品）配信
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センター

2月25日（日） PM 1時30‐5時 ［ライブ］秋葉原UDXヒラハタクリニック

近著アトラス本

メッシュ糸

Lock Lift
Vertical術前

術語

こんな先生方にぜひお薦めします

●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�

あきこ医師からは、Youn医師仕様の糸リフトに加え、新HANAKO（糸による
鼻尖・鼻翼縮小術）の施術を伝授する。この10年スレッドリフトはいわゆる「資材革命」をもた

らしてきた。その発信源は韓国であることはいうまでもない。そして韓国でNo1の呼び声が高いYoun医師に
｢糸リフトのセオリー｣を伝授してもらいながら、方や日本の糸リフト術で｢一日の長｣がある亜希子医師の供覧を
通じて、日・韓の共通点と相違点を忌憚なくYoun医師、参加医師とのディスカッションで明らかにしていただく。

張力・けん引を強化したPCL仕様VOV（1-0）でVertical Lift‘バービーチ
ーク’
（1）の形成術、HANAKO術ではメッシュ糸も使う。 供覧では、Youn医師の指

導を仰ぎながらあきこ医師が術者となり、一方で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Ver
-tical Lift（垂直けん引術）は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、ほうれい線(PCLジグザグ)、下眼瞼の垂み・クマ(Mono
Cannula)、フェイスリフト(Lock Lift)など新たな糸を使い多彩な術式の指導にあたる。加えてあきこ医師が症
例を重ねてきた糸による鼻形成術の「極意」も、新たなスレッドを使って伝授してもらう。（1）バービーチークは
神戸ルミナスクリニック井谷 豊医師のヒアルロン酸注入術での呼称であり版権は同医師に帰属する。

2月25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センター
（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00～11:30 Dr田中 Lecture及び動画解説 講義編
「各種スレッドの特性と用途～ ①DR Younに学ぶVOVほかその有用性と日韓リフト
の術式の共通点と相違点そして症例検討 ②鼻形成術と糸リフト～日本人にあっ
た鼻尖形成とアップノーズにならない施術のポイント」
（医）英僚会 あきこクリニック 田中 亜希子MD
◎ AM11:30～PM12:30 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」①Youn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
②1-0VOV cogのけん引、強度、持続性 ③MonoCannula埋入テクニック ④頬骨
Augument（Vertical Lift）、ほうれい線、目の下たるみ取り、Lock Lift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（Aクラス日韓逐次通訳）
◎ PM12:30～1:00 昼食（お弁当・お茶支給）休憩
◎ PM1:00 全員でUDXヒラハタクリニックへ移動（徒歩5分）
◎ PM1:30～2:30 Dr田中 Youn 共演LiveSurgery（1）

「Vertical Liftによる頬骨Augument、Lock Lift糸ライブ供覧～希望者は手を添えて準
マンツーマン指導」
（医）英僚会 あきこクリニック 田中 亜希子MD
Leaders 皮膚科クリニック総院長 Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
オペ室にビデオ設置 ライブ直視＆モニター供覧 同時観察
◎ PM2:30～3:00 Dr田中 Youn 共演LiveSurgery（2）
「MonoCannula糸による目の下たるみ取りライブ供覧～希望者は手を添えて準マン
ツーマン指導」
（医）英僚会 あきこクリニック 田中 亜希子MD
Leaders 皮膚科クリニック総院長 Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
オペ室にビデオ設置 ライブ直視＆モニター供覧 同時観察
◎ PM3:00～4:30 Dr田中 LiveSurgery（3）
「PCLカニューラコグ＆メッシュ糸による鼻尖・鼻翼縮小ライブ供覧～希望者は手
を添えて準マンツーマン指導」
（医）英僚会 あきこクリニック 田中 亜希子MD
オペ室にビデオ設置 ライブ直視＆モニター供覧 同時観察
◎ PM4:30～5:00 Dr田中 Dr Youn 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
（医）英僚会 あきこクリニック 田中 亜希子MD
Leaders 皮膚科クリニック総院長 Dr Seong-Jae Youn（日韓通訳）
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非吸収糸から吸収糸、使うニードルも鋭針からカニューラタイプの鈍針に変わり、形状も突起状のコグやモルディングタイプの成型
品に進化。さらには吸収糸の材質もPP、PDO、PCLへと、この10年スレッドリフトはいわゆる「資材革命」をもたらしてきた。その発
信源は韓国であることはいうまでもない。いまや世界のスレッドリフトの流行は、Made in Koreaがけん引しているといってもいい。こ
うしたなか日本に紹介される糸資材もまたその多くが韓国製で、ある意味、日本の美容クリニックのスレッドリフトの需要は、韓国で
のスレッド開発とそのテクニックによるところが大きい。JAASアカデミーがいち早く始めた韓国そして日本での糸リフトライブ講習会
は、その後、多くの輸入ディーラー会社がハンズオンセミナーとして開催されるようになったことから、新たにスレッドリフトを治療
メニューに導入するクリニックも増え、採用するクリニックの裾野の広がりと比例するかたちで、需要はさらに拡大の一途をたどる。
「美容医療マーケットの拡大の要因の一つが糸リフト需要の増加」を指摘する医師も多い。とはいえ、スレッドリフトを巡る業界うら
事情もあり、その象徴的な課題が、『施術料金は輸入されるスレッドの単価に左右される』ことだろう。一部の輸入元が法外な単価で
日本に流通させる！一部の韓国の会社が製造会社と偽って日本のディーラーに販売する！などなど、韓国の糸製造、販売、供給ルート
の実態を知らずに一部の日本の販社が美容クリニックに卸すために、高額な価格帯や製造実態の不明瞭な糸資材が流通してしまうケー
スが散見される。新しいスレッドになればなるほど、こうした問題を生じる。糸そのものを製造する工場、成型品、機械によるコグ加
工をする二次加工工場、またニードルを専門につくる工場と、韓国では分業が成り立っており、これら工場は限られている。そして中
国、日本など海外に輸出する韓国国内の販社はその多くが自社ブランディングとして、二次加工工場にOEMしていることが多い。

1回受講で修了
2018年2月25日（日）

明日からできるスレッドテクニック
Dr田中・Dr Youn
日韓ドクターによる共演
［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

PCL仕様のVOV、Zigzag、MonoCannula、鼻形成用カニュラコグ、
メッシュ糸など、ライブ講習会で〝最安値〝の糸資材を提供

修了証

つまり、日本の輸入ディーラーが購入するところは、まさにこの販社であるケースが少なくなく、先述のような高額な単価、不明瞭
な製造プロセスの糸資材を日本の美容クリニックに販売していくことになる。今回JAASアカデミーライブ講習会で供覧に使われるスレ
ッド資材は、出所のはっきりした二次加工工場から出荷されるもので、ダイレクトにクリニックに流通されるものだ。糸はPCLの1-0
VOV、Zigzag（以上は成型品）、PCLのMONO CANNULA、Lock Lift、PCLのHANAKO用コグ糸（機械加工）そして鼻形成用のメッシュ糸
すべてにわたり、30年にわたり韓国美容医療の資材、器具を作り続けているAPI MEDICAL社のもので、類似の糸資材に比べ高いクオリ
ティーに加え、単価の安さも圧倒する。本ライブ講習会では、Youn医師そして田中医師も使うスレッドであることから、受講者には業
界最安値での提供をすることになる。当日は、術者あきこ医師と指導役となるYoun医師の共演ライブ供覧となる。4回目の施術指導で
日本来日は2回目となるYoun医師からは、「スレッドテクニックのセオリー」を講義で投げかけてもらうが、近刊のアトラズ図鑑
「TEXTBOOK OF ABSORBABLE THREAD LIFITING」を通して、Theread Liftの施術の極意をレクチャーがされることになる。ライブでは
新たな糸を使った施術ライブをあきこ医師術者のもと、丁寧な指導をお願いする。頬骨Augumentaion（1-0 VOVコグによるVertical Lift）､
目の下しわ・たるみ取り（Mono Cannula）、フェイスリフト（Lock Lift）に加え、あきこ医師からは鼻形成術を新しい糸（PCL カニュー
ラコグとメッシュ糸）を使って伝授していただく。

受講者には、「修了認定証」「講義・ラ
イブ動画の配信」日本語版「TEXTBOOK
OF ABSORBABLE THREAD LIFITING」
（4月発刊・￥20,000）を無料進呈します。
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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。
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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

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。

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。

会員登録証
3月終了した第2回Liveの参加者
一般社団法人
JAAS日本アンチエイジング外科学会

JAAS会員の認定医履修単位3単位も授与

【（医）英僚会 あきこクリニック理事長 田中 亜希子MD 】

【Seong-Jae Youn MD. PhDプロフィール】

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、ソウル及
び日本（2017年3月）にてYoun医師直伝のVOVリフトテクニックをつぶさに観
察、施術法を取得した。また、糸による鼻形成HANAKO術も多数症例をこなし
、数年にわたり改良し続けたきた。本ライブでは、Youn医師を指導役として新
たな糸を使ったスレッドテクニックを供覧させていただく。あきこ医師は「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が、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も少なく
ない」とテクニックとあわせ、いかに患者の満足度をあげてリピーターを増や
すかというマネージメント術も兼ね備えることから、本ライブの講義ではその
極意についても語られることになる。あきこクリニックの患者は、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。

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VOV、Zigzag、Monocannulaそして、今
回初めて公開するLock Lift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。先ごろ、韓国初の医師向
けスレッドテクニックの指南書「アトラス図鑑TEXTBOOK
OF ABSORBABLE THREAD LIFITING」を発刊した。

【Youn医師2017年出版のアトラズ図鑑
「TEXTBOOK OF ABSORBABLE THREAD
LIFITING」】
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 Section 1. 突起がない糸の種類のテ
クニック Section 2. 突起がある糸の種類とテクニック
Section 3. Anchoringテクニック Section 4. 変形法
Section 5. Floatingテクニック Section 6. Vertical liftingテクニ
ック JAASアカデミーでは、著作権の許可をもらい
2018年4月に日本語翻訳本をJAASアカデミーから発刊
します。韓国そして日本で初の医師向け教則本となる
｡

○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 ■DR 田中、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）
ための履修単位3単位も授与されます。
○定員･参加費用 ■定員限定16名／JAASライブ講習受講歴あり75,000円（税別）、なし85,000円（税別）
○受講修了者の特典 ■修了者には講義とライブを収録した動画（非売品）を配信します。また、2017年12月出版
のDR Youn著アトラス図鑑「TEXTBOOK OF ABSORBABLE THREAD LIFITING」（ハングル語
版）の日本語翻訳版（JAASアカデミー出版）4月発刊（￥20,000）を受講者に無料進呈！
○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

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

■ 2月25日
（日） ライブ講習受講歴あり75,000円（税込）×
《定員：限定16名》
主催：JAASアカデミー

ライブ講習受講歴なし85,000円（税込）×

http://www.jaas-academy.com/

後援：一般社団法人JAAS

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。

