
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/

JAASアカデミー LiveTherapySchool 非会員1回受講のみも可

日程変更：DR曽山の福岡ライブ講座
  初心者から学ぶ低侵襲術No.2  ①2通りの埋没重瞼　症例（１）加齢に伴う見かけ上の眼瞼下垂を二重に　

  症例（２）若年者を一重から二重へ／② 全顔3Dヒアルロン酸注入リフトアップ（頬、ほうれい線、マリオネット、唇、顎など）
定員限定12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。

12月12日（日）　講義編（TKPガーデンシティ天神）ライブ編（セイコメディカルビューティクリニック福岡院　オペルーム）
   AM10時－PM5時　   JAAS会員「認定医」資格の履修単位3単位授与　新型コロナ感染症対策には、講義会場収容５０％以下など万全の対策を講じています。

　　　　　  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

治療直後

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。切開手術の経験者だからこそ伝授できる低侵襲術を、ツボを
心得た解説、丁寧な回答そして目から鱗の施術テクニックでOPENにする。切開、
非切開2000症例こえる二重埋没では、入門からアドバンスまでさまざまなスキル
を総括、議論しながら投げかけていく。男性器美容形成術、ヒアルロン酸による豊胸、手の甲、
膣の若返り注入、そして3回目に切らないたれ目形成とヒアルロン酸注入による曲線美だす額形成のをつくる
ヒアルロン酸注入、口角リフト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4回目では、取れにくく腫れにくい埋没重瞼術2症例と、全
顔3Dヒアルロン酸注入リフトアップ術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。講義では、
上下眼瞼の陥凹への曽山医師ならではのヒアルロン酸中注入術についても、理論と手技で解説していただく。

加齢による見かけ上の眼瞼下垂にどうアプローチするか？軽度な下垂では二重ライ
ンを埋没法で調整すれば切開も脂肪切除もいらないケースがあるという。最小限の
治療で効果を出す方法を教わる。一方ヒアルロン酸注入では正しいところに、そし
て凹凸なく～レイヤーとカニューレ挿入の「急所」を学ぶ。ヒアルロン酸による全顔3Dリ
フトアップ術は比較的難易度の高い施術だ。加えて上下眼瞼の陥凹修正にいたっては、経験者でも難しい。そ
の肝はカニューレの使い方だという。そしてさまざま症例をモデルケースとしてピックアップしていただき、
切開や脱脂に頼らない埋没重瞼法について講義、そして２症例をライブ供覧で明らかにする。

12月11日（土）
◎ 受付　PM7:00～　自由参加での前夜懇親会薬院大通り　イタリアン・ビストロ風居酒屋「活
　　　　　　　　　  海酒（かつかいしゅ）参加者には後日地図をご連絡
12月12日(日)プログラム
◎ 受付　AM9:30～　TKPガーデンシティ天神（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00-11:00　DR 曽山の　講義編（１）
 「たかが埋没、されど埋没　眼瞼形成の基礎解剖と重瞼切開、埋没の手技その見たて ～症例
　による診断とその埋没法による施術テクニック　眼瞼下垂か否かの判断と埋没法としてのア
　プローチ動画解説」
　　　　　　　　　　　　　　　　セイコメディカルビューティクリニック　曽山　浩輔MD
◎ AM11:00-PM12:00　DR 曽山の　講義編（２）
 「全顔3Dヒアルロン酸注入リフトアップ（頬、ほうれい線、マリオネット、唇、顎など）と
　上下眼瞼陥凹へのヒアルロン酸注入術テクニック、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―12:45　昼食・休憩

◎ PM12:45～徒歩にて、セイコメディカルビューティクリニック福岡院に移動
◎ PM1:00-2:00　DR 曽山　 Live Surgery（１）
 「加齢に伴う見かけ上の眼瞼下垂の埋没重瞼」
　　　　　　　　　　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
◎ PM2:10-3:10　DR曽山  Live Surgery（２）
 「若年者の一重から二重埋没」
　　　　　　　　　　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
◎ PM3:20-4:30　DR曽山  Live Surgery（３）
 「全顔3Dヒアルロン酸注入リフトアップ～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

 たかが埋没､ されど埋没  切開､
脱脂に頼らない埋没重瞼術

2通りの埋没重瞼法を供覧する。ともに
瞼板法を採用する予定で、ポイントとな
る手技はカニューレを使って眼窩隔膜内
へアプローチしていく。「眼瞼下垂ある
から二重にできない」「腫れぼったいか
ら脱脂して二重にする」「平行型をつく
るには切開しないと二重にできない」な
ど、重瞼切開へと導くケースもあるが、
曽山医師は最小限の治療で十分できる重
瞼術を行う。今回は、埋没重瞼術で戻り
にくく、できるだけ腫れない、そしてシ
ンプルスキルをおみせいただく。

自然な3D顔をつくるヒアルロン
酸リフトアップ注入テクニック

第 3 回目で、額のヒアルロン酸注入によ
って綺麗な曲線（Ogeeline）描くように
凹凸しない、額形成（裏面写真参照）を
みせていただいた。今回は、頬、ほうれ
い線、マリオネット、唇、顎などへヒア
ルロン酸を注入し、自然な 3D顔をつくる
リフトアップ治療をしていただく。正し
い箇所に、正しい注入層にヒアルロン酸
を入れていくテクニックとカニューラを
使った施術法を供覧する。



  ■ 2021年1月17日（日）
《定員：限定14名》

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

ご住所

修 了 証

1回受講で修了

12月12日（日）

DR曽山の福岡ライブ講座
第4回 メディカルビューティ ライブ塾

講義編：TKPガーデンシティ天神
ライブ編：

セイコメディカルビューティクリニック福岡院

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

日程変更：12･12　DR曽山の福岡ライブ講座
第４回メディカルビューティライブ塾　①2通りの埋没重瞼　症例（１）加齢に伴う見かけ上の眼瞼下垂を二重に　
症例（２）若年者を一重から二重へ　②全顔3Dヒアルロン酸注入リフトアップ（頬、ほうれい線、マリオネット、唇、顎など）
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

　2021年　JAASアカデミーLIVE SURGERY TRAINING SCHOOL　 　  
FIRST STUDY
 ◎  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 終了
 ◎  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 終了
 ◎  2月21日（日）第2回　東京ネオエイジング・シンポジウム　同時YOUTUBEライブ配信 終了
 ◎  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 終了
 ◎  3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18回　エラ骨切り　下顎角形成術　MANDIBULAR ANGLE OSTEOTOMY 終了
 ◎  4月  4日（日）第１回DR　JOEの美容整形ライブ講座　修正豊胸術（脂肪吸引～シリコンバック抜去せずに脂肪注入～シリコンバック抜去）､4種幹細胞培
　　　　　　　  養上清パウダーによる点滴、皮下注射 終了
 ◎  4月11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19回　プチ鼻尖形成、埋没二重、目頭切開、目尻切開垂れ目術、グラマラスライン形
　　　　　　　  成術、涙袋形成 終了
 ◎  5月  9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20回　眉間、鼻根部、鼻尖、鼻中隔形成 終了
 ◎  5月16日（日）第4回DR松山の若返り療法ライブ講座　NMN点滴療法、医療用ナノバブル水素点滴　現地研修＋体感ライブ 終了
 ◎  6月20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21回　鼻孔縁挙上術＋自家組織移植による隆鼻・鼻中隔延長＋脂肪注入による額形成術 終了
 SECOND STUDY
 ◎  7月  4日（日）第2回DR JOEの美容整形ライブ講座　韓流式小鼻縮小術、口腔内アプローチの貴族手術、メーラーファット・ジョウファットに対する全顔
　　　　　　　  脂肪吸引術 終了
 ◎  7月11日（日）第5回DR松山の若返り療法ライブ講座 「痩せホルモン」GLP-1サクセンダ注射＋服用薬とDR松山オリジナル処方の製剤コンビビネーション
　　　　　　　  点滴（グルタチオンナノバブル水素点滴ほか＋初期導入の安全なホルモン製剤マニュアル開示＋体感ライブ 終了
 ◎  7月18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22回　下眼瞼ハムラ法併用SOOFチークリフト術＋脂肪注入で「丸みある額形成術」終了
THIRD STUDY
◎  8月29日（日）第23回　DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会　オステオボール除去による鼻翼縮小術、複合自家組織移植による鼻尖形成＋隆
　　　　　　　  鼻延長術
 ◎  9月19日（日）公開講座セミナー／需要増すクリニックのメディカルエステ開設、増設と導入のやり方（会場内参加枠／YOUTUBEライブ配信参加枠
 ◎  9月26日（日）第24回　DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会　人中短縮術、鼻形成術　
 ◎10月10日（日）第3回DR　JOEの美容整形ライブ講座　男前シリーズPART１　韓流直伝の鼻尖・鼻中隔延長、鼻柱形成、小鼻縮小＆鼻骨幅寄せ（オープン
　　　　　　　  法：自家組織移植と寄贈の真皮マトリックス埋入）
 ◎10月24日（日）第25回　DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会　よくある重瞼切開の再手術2症例
 ◎10月31日（日）第6回DR松山の若返り療法ハンズオンライブ講座　AZAクリおよびCPCラボにて「細胞再生医療ハンズオンライブ　DR松山＆DR山川による
　　　　　　　  PRPを超える成長因子PFC（3種フリー）、エクソソームのフリーズドライ製剤による点滴、顔面注射および糸リフトに併用する製剤注入、
　　　　　　　  膣内注入」＋体感　　　　　
 ◎11月  6日（土）‐7日（日）第12回JAAS東京ライブフォーラム　美容外科・皮膚、ネオエイジング、美容内科、メディカルエステの融合めざして
 ◎11月28日（日）第7回DR松山の若返り療法　
 ◎12月      （日）第26回　DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会　
 ◎12月  5日（日）第4回DR池田塾ライブ講習会
 ◎12月12日（日）DR曽山のメディカルビューティ・ライブ講座　福岡ライブ　❶２通りの埋没重瞼２症例❷3D全顔ヒアルロン酸注入　　
＊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｡

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
島の大手美容外科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MammaAugmentationをこなしてきた。JAASアカデミーでは、過去に「立ち耳矯正術」「糸リフト」
「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さらには「切らないたれ
目術」「ヒアルロン酸おでこ形成術」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ている。

（第 3 回）三白眼にならず左右差を出さない
切らない垂れ目形成術では、針と瞼板の位置

などきめ細かい施術法が伝授された。

（第 3 回）曲線美（ドールカーブ）つくる
ヒアルロン酸注入でのおでこ形成術で

「肝」となるポイントは凹凸にならない注入と
カニューラの選択。

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/

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　

病院・施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

■ 12月 12日（日）限定12名
DR曽山ライブ受講歴あり　80,000円  ×　名＝　　　　円

DR曽山ライブ受講歴なし　90,000円  ×　名＝　　　　円

11日（土）懇親会（10,000円･自由参加）要チェック  □参加

（
税
別
）（
税
別
）

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

○ 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会員および非会員問わずすべて対象）
○ 資  格  取  得　  ■12月12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12名／JAASアカデミーライブ受講歴あり 80,000円（税別）、受講歴のない医師90,000円（税別）
○ 受 講 者 特 典  　■参加者全員に　❶JAASアカデミー出版「完全アトラス　眼瞼形成術」DVDデータ版進呈　❷当日の「講義・ライ
　　　　　　　　　 ブ」収録の動画（非売品）を配信します。
○ 前夜11日（土）懇親会  ■薬院大通り　イタリアン・ビストロ風居酒屋「活海酒（かつかいしゅ）で前夜祭（自由参加　コース料理および
　　　　　　　　　 飲み代で一人10,000円。それぞれお店から領収書発行　
　　　　　　　　　 ＊人数掌握の関係で参加希望の先生は申し込み欄にチェックを（地図詳細はご登録通知とともにお知らせします）。
○ 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
○ 施  設  協  力　  セイコメディカルビューティクリニック福岡院
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