JAASアカデミー LiveTherapySchool

非会員1回受講のみも可

第3回DR曽山のメディカルビューティ ライブ塾
初心者でも学べる低侵襲美容術 ①切らない垂れ目形成術／②凹凸なく曲線美
｢ドールカーブ」作るヒアルロン酸おでこ形成術／③BTX注入の口角リフト術
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。
日 講義編：TKP新橋汐留ビジネスセンター ライブ編：銀座BON BON CLINICオペルーム
2021年1月17日●
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
治療前

切らない垂れ目形成術
左右差ある垂れ目形成あるいは片目
のみのタレ目形成など症例の適応を
見極めつつ デザイン3つのポイント
がある。それは自然なアーモンドア
イにする、外眼角部の位置で生じる
左右差をなくす、そして下三白眼に
させないことだ。術式はオーソドッ
クスな埋没法で、1 か所、2 mm程度
の入り口をつくり、瞼板から下円蓋
部までを糸で留めるか、あるいは最
も下げたい部位が中心となるように
2 か所糸で留めていく。

曲線美をつくるヒアルロ
ン酸おでこ形成術
額のヒアルロン酸注入は綺麗な曲線
(Ogeeline) 描くように凹凸できない
ことがコツ。1回目3ccでナチュラル
カーブ、2回目2ccでドールカーブへ
と調整注入する。ただ凹んでいると
ころを埋めるのではなく滑らかな卵
型のカーブを描きつつ、凹凸になら
ないように丁寧に治療を行うことが
必要。

眼、鼻形成、豊胸、注入術そして男性・婦人科形成までオールラウンドの美容医
療術をこなすDR曽山。JAASアカデミー 3 回目のライブ塾は、メディカルビュ
ーティ講座として低侵襲術 3メニューを伝授してもらう。卓越したスキルと経験
値もつ曽山医師だからこそ、その丁寧でわかりやすい講義、ライブ指導には定評
がある。第1回では男性器美容形成術、第2回では3000症例をこえるインプラント、脂肪注入、ヒ
アルロン酸豊胸術の症例の経験を活かしヒアルロン酸による豊胸、手の甲、膣の若返り注入をライ
ブで供覧してもらった。その講義、ライブでは丁寧でわかりやすい解説、指導に対して参加医師か
らは高い評価を得た。第 3 回目では、切開術で高いスキルをもつ曽山医師だからこそできる低侵襲
の埋没、ヒアルロン酸、BTX注入術を伝授してもらいながら、その施術の勘どころを学んでいく。

たれ目形成は症例により使い分け、瞼板から下円蓋部へ1点あるいは 2点留め。
額のヒアルロン酸注入は綺麗な曲線（Ogeeline）描くように凹凸できないこと
がコツ。1回目3ccでナチュラルカーブ、2回目2ccでドールカーブへと調整注
入する。口角下制筋にBTX注射は量と穿刺部位に注意。下眼瞼下制術、いわゆるグラ
マラスライン（垂れ目形成）は、切開法、非切開法があるが、今回はビギナーにも十分学べる埋没
法による垂れ目形成を指導していただく。またヒアルロン酸による額形成は、注入法のなかでも比
較的難易度の高い施術ではあるが、その治療の肝ともなるデザイン、注入法を公開してもらう。さ
らに、BTX注射による口角リフトについても、準マンツーマンでライブ指導をお願いした。

1月17日（日）プログラム
◎ 受付 AM9:30～ TKP新橋汐留ビジネスセンター（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00 - 11:30 DR 曽山の 講義編（2）
「眼瞼形成の基礎解剖と垂れ目形成術の術式：切開法 非切開法～症例による診断とその術
式のポイント、埋没法による施術テクニック 動画解説」
セイコメディカルビューティクリニック 曽山 浩輔MD
◎ AM11:30 - PM12:00 DR 曽山の 講義編（3）
「おでこを丸くするヒアルロン酸注入術のデザイン、注入法とBTX注射による口角リフト
症例検討」
セイコメディカルビューティクリニック 曽山 浩輔MD
◎ PM12:00 - 12:30 昼食・休憩
◎ PM12:30～送迎車にてBON BON CLINICに移動

主催：

治療直後

JAASアカデミー

◎ PM1:00 - 2:00 DR 曽山 Live Surgery（1）
「切らないたれ目形成術」
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
セイコメディカルビューティクリニック 曽山 浩輔MD
◎ PM2:10 - 4:00 DR 曽山 Live Surgery（2）
「ドールカーブ作るヒアルロン酸おでこ形成術～希望者は手を添えて準マンツーマン指導」
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
セイコメディカルビューティクリニック 曽山 浩輔MD
◎ PM4:00 - 5:00 DR 曽山 Live Surgery（3）
「BTX注入の口角リフト術～希望者は手を添えて準マンツーマン指導」
オペ室にモニター設置 ライブと映像同時観察
セイコメディカルビューティクリニック 曽山 浩輔MD
◎ PM4:30 - 5:00 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
セイコメディカルビューティクリニック 曽山 浩輔MD

後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

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

1･17 第3回 DR曽山のメディカルビューティ ライブ塾
①切らない垂れ目形成術 ②凹凸なく曲線美「ドールカーブ」作るヒアルロン酸おでこ形成術
③BTX注入の口角リフト術

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

1回受講で修了
2021年1月17日（日）

第3回 DR曽山の
メディカルビューティ ライブ塾
講義編：TKP新橋汐留ビジネスセンター
ライブ編：銀座BON BON CLINICオペルーム

修了証

切らない垂れ目形成術モニター 術前

曲線美つくるヒアルロン酸おでこ形成術 術前

セイコメディカルビューティクリニック 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、福岡に分院をオープン。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、大手美容クリニックで培っ
た多彩な形成術テクニックには高い評価を得ている。眼瞼形成、鼻形成、耳、フェイスリフト、脂肪吸
引、注入、タトゥー除去、豊胸、乳頭、乳輪、、膣縮小などの女性美容形成、男性美容形成など切開系､
非切開系、注入系、スレッド系などオールラウンドプレーヤーだ。とくに3000症例のこなしてきた豊胸
術には定評があり、シリコンインプラント、脂肪注入、ヒアルロン酸注入など一通りのMamma
Augmentationをこなしてきた。JAASアカデミーでは、過去にヒアルロン酸豊胸術や男性器美容形成術、
手の甲の若返り、膣アンチエイジングなどでライブ指導をお願いしてきた経緯があり、また韓国ソウル
や東京での日韓医師共演では同医師が日本側の術者としてライブ供覧をしていただいた。今回もたっぷ
りと、施術テクニックを披露していただき、初心者でも学べるライブ講座にしていきたい。

2020年 2021年 JAASアカデミーLive Surgery Training School
BTX 注射による口角リフト術 術前

---------- 受 講 対 象 ---------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･非会員問わずすべて対象）
---------- 資 格 取 得 ---------1月17日受講のみでDR曽山より修了証授与
（JAAS会員は3単位重複授与）
---------- 定員・参加費用 ---------定員14名／JAASアカデミーライブ受講歴あり
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。
---------- 主
催 ---------JAASアカデミー
東京都中央区新川2-21-15-1007
tel 03-6222-3121
---------- 後
援 ---------JAAS日本アンチエイジング外科学会
---------- 協
力 ---------BON BON CLINIC

First Study
◎ 2020年1月19日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第5回 目周り3方向拡大術／Ｌ型プロテーゼ挿
入の隆鼻、あご増大術 終了
◎ 2月29日（土）- 3月1日（日）JAAS 第25回 第1回 米ハワイ美容外科解剖2日間徹底トレーニング 終了
◎ 3月15日（日） DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第6回 目尻切開併用のタレ目形成・下眼瞼経結膜脱脂
術 終了
◎ 3月28日（土）- 29日（日）順延に伴い実施 Dr Choi「眼瞼形成術」Book出版記念 ソウル・マラソンライブ講習会 中止順延
◎ 4月12日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第7回 貴族手術・他院修正 重瞼切開術 終了
◎ 5月10日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第8回 FAME併用ディーププレイン・フェイスリフト 終了
Second Study
◎ 6月14日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第9回 猫手術・バッカルファット 終了
◎ 6月21日（日）DR曽山のヒアルロン酸注入術 豊胸 手の甲・膣の若返りライブ講習会 終了
◎ 7月12日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第10回 M字リップ手術 終了
◎ 8月 2日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第11回 オープン法での鼻形成術 終了
Third Study
◎ 9月 6日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第12回 骨を小さく整える手術、頬骨縮小術
(Zygoma reduction) 終了
◎10月 4日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第13回 人中短縮術を併用したクローズ法での自家組
織隆鼻延長術終了
◎10月31日（土）- 11月1日（日）第11回JAAS東京ライブフォーラム
◎11月 8日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第14回 オープン法での鼻形成術＋上眼瞼脂肪とり
◎12月 6日（日）DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講習会 第15回 乳頭縮小術、修正 二重切開術、目頭切開
First Study
◎2021年1月17日（日） DR曽山のメディカルビューティ・ライブ講座 ❶おでこ丸くするヒアルロン酸注入術❷切らないタレ
目形成術❸ＢＴＸ注入の口角リフト術
◎2021年1月24日（日） DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第16回 鼻中隔延長＋自家組織隆鼻術＋鼻尖耳軟
骨移植＋鼻翼縮小＋鼻孔縁挙上術
◎2021年2月21日（日）東京ネオエイジングシンポジウム
◎2021年2月28日（日） DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会 第17回 シリコンインプラント挿入の豊胸術
2021年の美容外科、美容皮膚ライブ講座・ネオエイジングセミナー・美容歯科塾・解剖学実習などは、2月から毎月2回ほどの
開催を予定しています。
＊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｡

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

■

70,000円（税別）×
受講歴なし 80,000円（税別）×

2021年1月 17日
（日）JAASアカデミーライブ 受講歴あり

《定員：限定14名》

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/

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。

