
お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・施設名　

ご住所

● 予約注文価格

※お申し込み後、ご請求書をお送りいたします。
電 話

FAX

25,000円（税別） ×　　   冊   ＝　合計　　　　　　円

FAX  03-6222-3125≪お申込書≫ 下記ご記入のうえ                                         　　　　まで

完全アトラス眼瞼形成術
DR Choiの「整容術+機能再建術」手術マニュアル
上下眼瞼形成～重瞼切開、埋没重瞼、眉毛下切開、下垂修正、目頭切開、下眼瞼クマ、たるみ、
しわ修正、脱脂、垂れ目術、三白眼治療、Tears Surjery、眼窩周囲のヒアルロン酸、BOTOXに至る
まで、中級、上級の経験者はもとより、初心者にも充分学べる眼瞼形成術の完全アトラスです。

本書の内容

　プロローグ　Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 眼形成再建外科術としての眼瞼形成術と眼瞼美容形成術について

　第１章　Development of Effective Practice開業するにあたって効果的な診療

　第２章　Strategy for patient care 術前・後の注意点、カルテ、インフォームドコンセト、オペ前検査「リベーターファンションテ

　　　　    スト」、下垂症のマルクマークとやり方写真の撮り方、スタッフ教育など

　第３章　Anatomy  上下眼瞼 (眉・眉間・額・上眼瞼・下瞼) 眼窩周囲とCaucasian・Asianの解剖構造の相違

　第４章　Operative Techniques 上下眼瞼形成  上眼瞼  重瞼・眉毛下切開･下垂修正・埋没法・目頭・目尻切開・下眼瞼　クマ・た

　　　　    るみ・しわ修正・脱脂・垂れ目術　眼窩周囲　三白眼治療、Tears Surgery (涙目)、ヒアルロン酸・BOTOXなどを「オ

　　　　    ペ技能を重視」の手術と「機能回復+ オペ技能」の手術で比較する

　第５章　Clinical Cases 眼瞼下垂　先天性と後天性の見分け方とその改善、下垂症の保険適用の見立て方、顔面麻痺を伴う下垂修

　　　　    正、上瞼が厚いケースの重瞼術、甲状腺機能亢進症による眼球突出の改善、上眼瞼の陥没の・改善、下眼瞼のしわの

　　　　    改善､経結膜的下眼瞼形成術に伴う眼瞼下垂様症状の改善、下垂機能の改善だけではない整容的なアプローチ、つり目

　　　　    の改善、より目傾向の症例の開眼術など

　  ■装丁：上質図鑑仕様・B5版200ページ全カラー・画像、イラスト約500点　■本体価格：30,000円(税別)　追加動画・約30分収録DVD:8,000円(税別)　■著者：Myoung Eye Plastic Surgey 　　

　  Choi Woon Chul M.D PhD.　Associate Professor Department of Ophthalmology The Catholic University of Korea Juwan Park M.D PhD.　■日韓翻訳：中間　健 M.D　■版元：JAASアカデミー出版

　　　　　　　Choi Woon Chul  MD PhD
　　　　　　　　　　集患には日本以上に宣伝投資をする韓国にあって､

　　　　　                     クリニックのホームページさえMyoung Eye Plastic 

　　　　　                     Surgeyにはない。しかし月曜から土曜にかけクリ ニ 

　　　　　                     ックには患者があとを絶たない。 もちろんそのわ

　　　　　                     けは韓国のみならずアジアでChoi医師の眼瞼形成ス

　　　　　                     キルがドクターから、 そして患者から絶大な評価

を受けるからに他ならない。開業から 10年目、眼瞼形成に特化した治療

で積み重ねた症例数はすでにカルテNo.10,000に迫る。一方、国内外の学

会やライブ指導のための眼瞼形成術の講演は年間 40回を超え、毎月二回

のペースで発表をするというから驚かされる。日々の手術、症例を国内

外の医師に向けて投げかけ情報の共有をしながら、「より高みを目指す

手術」をドクター達と議論したいとするChoi医師の真摯な姿勢を物語って

いる。JAAS、JAASアカデミーでは過去、ライブ講習会、ライブフォーラ

ム、解剖実習と幾度となく指導医として招聘し、その熱血指導は日本の

医師らからも感嘆の声があがるほどだ。本アトラスでは、こうしたChoi

医師の美容眼瞼形成術+機能再建術としてのマイクロサージェリー・テク

ニックがおよそ500点にも及ぶ、手技と症例を収めた写真画像、イラスト

によって解説され、あわせてThe Catholic Universityの眼科助教授 Juwan 

Park 医師にも眼瞼形成における解剖について詳しく執筆いただく。整容

的な眼瞼形成と機能再建をも重視したChoi医師ならではの内容がふんだ

んに盛り込まれることになる。

　略歴：87年　韓国ソウル医科系大学の名門であるカトリック医科大学

を卒業、同年ソウルのSt. Mary病院に研修医として着任。翌年から4年間、

国民総徴兵制により韓国陸軍の従軍医として赴任する。その後2002年まで

カトリック医大の勤務医として働き、同時に医学博士を取得する。同医

大では後に、2004年まで助教授職を務め、2005年には日本の浜松聖隷病院

にて研修医として赴いた。帰国後、さらに1年間、米国ユタ州立大の眼科

センターで研修医として赴任、帰国後に現在のMyoung Eye Plastic Surgery

を開業する。クリニックの傍ら眼科関連の医学会のボードメンバーとし

ての重責を果たす一方、韓国政府が推進する「海外からの医療ツーリズ

ム」招聘にあたって、国内の目瞼美容形成部門の審査委員も務めるなど､

国内では著名な医師でもある。

先行予約注文 (30,000円⇒25,000円税別 但し9月24日まで) の方には、もれなく
 DR Choi厳選のライブ動画(日韓通訳入り:収録時間約30分)DVDを進呈します｡

版元／JAASアカデミー出版  　　発行所／㈱ 健康医療ジャーナル　東京都中央区新富1-8-11-3F    電話 03‐6222‐3121

待望の発刊(2017年2月3日)
先行予約注文スタート!



Professor and Chair Department of Otorhinolaryngology Head and 
Neck Surgery Seoul National University Boramae Medical Center�

アジアにおける Otolaryngology‐Head and Neck Surgery の第一人者 Jin 教授。テクニックもさることながら、
自然で美しいNoseを甦らせる耳鼻咽喉科医師として実践するRhinoplasyのスペシャリストだ。先天性の短鼻、
斜鼻やアクシデントによる鼻の再建術をベースに、韓国美容整形医でさえ難しい鼻形成術をその卓越した理
論とスキルで実践し、世界で最も信頼される Commings テキストのアジアで唯一の編纂著者として執筆、
Rhinoplasty 学を体系化した功労者である。Jin 医師、40 代で名門ソウル大医学部の教授に推され、耳鼻咽喉
科と同大付属 Boramae 病院の同科教授も併任していることからも、その実力は折り紙つきだ。 ○Professor 
Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Seoul ational University College of Medicine ○Chair 
Department of orhinolaryngology-Head and Neck Surgery Seoul National University Boramae Medical Center

20年の臨床経験に裏打ちされた「講義+詳細な手術スキル」を
動画 (5つのコンテンツ約1時間) に収録しました。
JAASアカデミーがVIDEO LIBRARYシリーズとして独占販売します。

DR Jinソウル大教授の鼻形成術VIDEO LIBRARY

　　PRIMARY RHNOPLASTY
　　IN THE ASIAN NOSE

JAASアカデミー  http://www.jaas-academy.com/　東京都中央区新富1-8-11-3F    電話 03‐6222‐3121

         言語は DR Jin による平易でゆっくりとした English
　　過去何度もフォーラム、ライブ講習会、解剖実習に招聘し、自然で美しいNose を蘇らせる Jin 教授の
　 耳鼻咽喉科医師としての整容術 + 鼻再建術を講義と接写ライブ映像 ( 音声解説つき) で供覧してください。

　　　　コンテンツ①　クローズド式　シリコンインプラント隆鼻術
　　　　               　　　 Primary endonasal dorsal augmentation using silicone implant

　　　　コンテンツ②　重度の斜鼻の修正術
　 　　　               　　　Correction of severely twisted nose

　　　　コンテンツ③　オープン式団子鼻を伴うハンプ修正術
　　　　                　　　Primary open rhinoplasty : Refining a big hump nose with bulbous tip

　　　　コンテンツ④　自家肋軟骨移植による隆鼻術
　　　　                　　　Augmentation rhinoplasty using autologous costal cartilage

　　　　コンテンツ⑤　機能不全に陥った鼻孔弁の修正術
 　　　　               　　　Functional rhinoplasty in a patient with nasal valve problems

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・施設名　

ご住所

● 10,000円（税別）

9月16日まで 定価 12,000円（税別）を10,000円（税別）で販売します

※お申し込み後、ご請求書をお送りいたします。ご入金確認後、発送いたします。
電 話

FAX

円   ×　　   枚   ＝　合計　　　　　　円

最先端の美容医療テクニック学ぶドクターズスクール

Vol.

1

FAX  03-6222-3125≪DVD  お申込書≫ 下記ご記入のうえ                                         　　　  まで


