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一方向糸を使った変形法（軟性固定型、タイ）テクニック
顎ライン、
二重顎施術時のモノ糸挿入図解 目元のしわ施術テクニック図解

3DMESHモールディング

3D Mesh Lifting

5月15日（日）プログラム
◎ 受付　AM9:30～　TKP銀座ビジネスセンター（詳細地図はお申込時）
◎ AM10:00-11:00　DR 曽山の　講義編（1）
 「スレッドテクニック（糸の種類によるけん引手法、固定法、変形法、非固定法、垂直法）～
　DR Younの教科書から学ぶ～PASCAL ClinicのDR Sonのテクニックに加味した新・スレッド
　テクニックの解説～新規スレッド3種を使い糸リフト輪郭形成、フェイスリフト（KS thread 
　Lift&Contouring）について　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
◎ AM11:00-PM12:00　DR 曽山の　講義編（2）
 「切開系と非切開系における立ち耳矯正の違いと特長～埋没糸を用いた矯正術　対耳輪にどの
　ように糸をかけ、埋没させながら矯正していく？いかに自然な形にさせるか？　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～タクシー分乗にて、有楽町HICクリニックへ移動
◎ PM1:00-2:00　DR 曽山　Live Surgery（1）
「埋没糸を用いた　改良版　立ち耳矯正術」
　　　　　　　　　　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
◎ PM2:10-4:10　DR 曽山　Live Surgery（2）
 「糸リフト輪郭形成、フェイスリフト（K S thread Lift&Contouring）～希望者に手を添えて
　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
◎ PM4:10-4:30　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

いまや最先端糸リフト術のけん引役とも言えるKorea美容
医療その韓流式テクニック術を、誰よりも熟知し、研さんを
重ねてきたDR曽山浩輔が独自のスキル（糸の種類によるけ
ん引手法、固定法や各部位デザインなど）を公開。一部手を
添えて参加者に施術の勘どころを伝授する。新規スレッド3種類を組み
合わせて糸リフト輪郭形成、フェイスリフト（K S thread Lift&Contouring）は、オリジナルの引き上げ、
固定そしてコラーゲン造成をしながら、立体的な自然な若返り効果をだしていく。

5％の潜在患者の中でDonky earロバの耳にコンプレックス
もつ人は意外に多い。針と糸だけで立ち耳を矯正する術式を､
さらにバージョンアップして供覧する。対耳輪にどのように糸
をかけ、埋没させながら矯正していく？ いかに自然な形にさ
せるか？ など「施術の肝」を学ぶ。立ち耳を気にする人は意外と多いため、そ
の潜在需要は決して侮れない。低侵襲の埋没法は、術者も患者もリスクは低い。このライブ塾でマスタ
ーして新たな治療メニューに加えていけば、集患アップにも貢献できるはずだ。

JAASアカデミー ビギナーから学ぶ美容医療術 非会員1回受講のみも可

第5回DR曽山MedicalBeautyLive講座　

独自の理論と実践で伝授するスレッドテクニック
①DR Youn DR Sonの韓流式スキルを踏襲し改良した施術法を、新規スレッド3種類組み合わせて糸リフト輪郭形成、｢フェイスリフト（KS thread    

 Lift&Contouring）公開  ②第2回福岡ライブの術式をバージョンアップ｡ 切開法とそん色ない結果だす埋没糸での｢立ち耳矯正術｣を本邦初！
定員限定12名・受講者のみ（非売品）に収録動画を配信。糸リフトテクニックDVD進呈

5月15日（日）　AM10時-PM4時30分　講義編（TKP銀座ビジネスセンター）ライブ編（有楽町・HICクリニック）
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

第 4 回福岡ライブ講習会より

日本語版「糸リフト・テクニック」より

第 4 回福岡ライブ講習会より

韓流式のスレッド術を学び、
 独自の理論で最高のパフォーマンスを｡

本邦初となる。
JAASアカデミー出版「糸リフトテクニック」
からは今最も新しいスレッドスキルの数々が網
羅されているが、曽山医師はそのテクニック 
（糸の種類によるけん引手法、固定法、変形法､
非固定法、垂直法）をDR Younから学び、一方､
DR Sonからも学びヒントを得た末に、新たな
スレッドテクニックを考案。新規スレッド3種
を使い糸リフト輪郭形成、フェイスリフト（K 
S　thread Lift&Contouring）公開する。

改良版の「埋没糸立ち耳矯正術」は、
より自然な形、傷跡残さず、

戻りにくい。
欧米では「悪魔の耳」と嫌われる傾向があり、
日本でも「ロバの耳」といわれる立ち耳にコン
プレックスを抱える人は意外と多い。人口の5％
が潜在患者といわれる。
今回は、第2回福岡ライブの術式をバージョンア
ップし対耳輪と呼ばれる軟骨の折れ曲がりを、
糸を埋没させて（折れ曲がりを強く）矯正して
いく。切開法に比して負けず劣らない。また自
然な形になるため違和感がない、傷跡がきれい､
戻りにくい、ダウンタイムが少ない、など利点
が多い。



修 了 証

1回受講で修了

5月15日（日）

第5回DR曽山
Medical BeautyLive講座

講義編：
TKP銀座ビジネスセンター

ライブ編：
有楽町・HICクリニック

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

5･15　第5回DR曽山Medical BeautyLive講座
①DR Youn　DR Sonの韓流式スキルを遵守、踏襲し改良した施術法を、新規スレッド3種類組み合わせて
糸リフト輪郭形成、フェイスリフト　②切開法とそん色ない結果だす埋没糸での「立ち耳矯正術」を本邦初！

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

　第1回「男性器美容形成術」、第2回「福岡ライブ　日韓ドクター共演　スレッドテクニック」、
第3回「切らないたれ目形成、おでこを丸くするHA注入、BTX注入の口角リフト」につづき通算4
回目となったDR曽山のメディカルビューティライブ講座が開催された。「たかが低侵襲術、され
ど低侵襲美容医療術」をテーマに、ヒアルロン酸、埋没重瞼のスキル上達を目的に2回目となる福
岡講習会として開催された。曽山講師のツボを心得た解説、丁寧な回答はシリーズに参加した医師
から十二分の評価を得ていることから、今回も″目から鱗″の講義そしてライブ供覧になったこと
はいうまでもない。

″目からウロコ″の施術解説とスキル伝授″（第4回ライブ講座から）
　講義そして、ライブ供覧でのこうした曽山DRの「解説、指導の妙」は、開催前からの周到な準備から始まっ
ていた。その一例が、参加者へのアンケートで、事務局を通じて回答が寄せられた。埋没治療は保険適応か自
費か？糸の本数、種類、結紮箇所、ループ幅、結膜への埋没、左右差がある時のデザイン、麻酔などなど。講
義では、こうしたアンケート調査をもとに、埋没での術式、手順、症例解説、カウンセリング、デザイン、麻
酔、刺入点、通糸　かけ方、結紮、埋没仕上げについて、アンケートに対する曽山医師の考えを投げかけなが
ら、参加医師らとの議論が行われた。その上で、曽山医師が実践するセイコメディビューティクリニックの埋
没法の種類とその施術のポイントをレクチャーしながら、今回の二症例（加齢に伴う見かけ上の眼瞼下垂を二
重に、若年者の一重を二重に）の術式を決定、講義会場からセイコメディカルビューティクリニック福岡院に
午後から場所を移し、ライブ供覧を行った。（ライブ講習会の性格上、詳細は控えさせていただく）
　一方、ヒアルロン酸注入術では、顔全体の注入　全体のバランス、注文のレイヤー、座位での注入の角度さ
らには､ 上下眼瞼の陥凹､ クマへの注入､ ほうれい線、中顔面、おでこ、templなど部位別のテクニックを伝授し
た。ビギナー向けとはいえ、経験者でもある意味「奥の深い埋没法、教科書では学べないHA注入スキル」であ
ることから、ライブ供覧の術中に質問が飛び交い、一つ一つ丁寧にまたわかりやすく曽山講師が答えていった｡

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/

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

■ 5月 15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

（
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　  ■5月15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。
○ 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

2022年1月～6月　JAASアカデミーLive Surgery Training School

 ◎  1月16日（日）順延日程変更分　第28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　終了　
 ◎  1月23日（日）第2回DR伊沢の月経血幹細胞＋培養上清ハンズオンライブ体感講座　点滴＋膣腔内注入　体感　＋再生医療2種培養加工、申請
 　　　　　　　  について　終了
 ◎  1月30日（日）第2回DR山川の細胞再生医療エイジレス治療術　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　「無細胞加
 　　　　　　　  工物」PRPを超える成長因子PFC、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」＋体感、セルソーズ培養加工、申請　終了　
 ◎  2月  6日（日）第4回DR　JOEの美容整形ライブ講座　初心者から学ぶ「明日からできるMinimaly　invasive Surgery」目頭切開アルツ法変法､
 　　　　　　　  ジョウクリ式重瞼埋没法（部部切開＋埋没糸）、3D Spiral Liftによる糸リフト実践、下眼瞼ほか全顔ヒアルロン酸注入術　終了
 ◎  2月13日（日）第7回若返り療法　　第2回NMN点滴療法ハンズオンライブ講座　終了
 ◎  2月20日（日）第4回DR池田塾ライブ講習会　ヴァンパイヤフェイシャル術、改良版後戻りしにくい埋没法、ヒアルロン酸注入術、プラズマ
 　　　　　　　  フェイシャル
 ◎  3月  6日（日）第29回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講習会①目力アップ眼瞼下垂術（拡大二重全切開法）②目頭切開③涙袋形成　終了
 ◎  3月13日（日）第3回DR山川の細胞再生医療エイジレス治療術　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「無細胞加工
 　　　　　　　  物」PRPを超える成長因子PFC、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」＋体感、セルソーズ培養加工、申請　終了　
 ◎  4月10日（日）第5回DR　JOEの美容整形塾　①シリコンバック入れ替えハイブリッド豊胸術（脂肪吸引→ピュアグラフト脂肪作成→シリコ
 　　　　　　　  ンバック抜去→脂肪注入・シリコンバック挿入）　②人中短縮　③糸リフト
 ◎  4月17日（日）第30回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講講習会　片眼・眼瞼下垂手術2症例・涙袋縮小術
 ◎  4月～　　　  DR JOEマンツーマン技術研修スクール　毎月1回夕方から2時間半　曜日不定期　3D Spiral＆ヒアルロン酸注入　小顔リフト
 　　　　　　　  マスター講座
 ◎  5月15日（日）第4回　DR曽山のメディカルビューティライブ講座　立ち耳矯正術、新規糸リフト
 ◎  5月22日（日）第31回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講講習会　①外眼角靭帯移動術によるタレ目手術　②えくぼ形成術
 ◎  6月12日（日）DR　鹿嶋（オキュロフェイシャルクリニック）の顕微鏡下眼瞼下垂手術ライブ講習会
 ◎  6月19日（日）第32回DR水野の美容外科シリーズ寺子屋塾ライブ講講習会　オープン鼻形成（鼻中隔延長術併用のI型シリコンプロテーゼ隆
 　　　　　　　  鼻術、鼻尖耳軟骨M字移植術／ROOF脂肪切除を伴う二重全切開、目尻切開、グラマラズライン形成
 ◎  6月26日（日）公開講座セミナー東京品川／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　
 ◎  6月26日、7月、9月、11月第13回JAASライブフォーラム　第1期東京メディカルエステティシャン資格講座
 ◎  6月26日、8月、10月、11月第13回JAASライブフォーラム　第1期名古屋メディカルエステティシャン資格講座
 ◎  7月～第1回　初心者、転科ドクターのための低侵襲術ライブ講習会　埋没重瞼・ヒアルロン酸注入術
 ◎11月19日（土）20日（日）第13回JAAS東京ライブフォーラム
＊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。
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