JAASアカデミー日韓美容形成術 比較検証シリーズ

非会員受講可

ソウル江南区新沙洞BioClinic

DR辛の韓流美容形成術ライブ塾
第1回 目頭切開･鼻形成 ＋ 糸リフト
水野力医師迎え、共に独自スキルもつ日韓ドクターの術式の相違点、共通点を見出します｡
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。
2019年3月9日（土）- 10日（日） 韓国ソウル江南区新沙洞 BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

傷跡なく眼瞼外反起こさない内眼角形成は辛医師オリジナルの韓流式
目頭切開術（裏面に術式を概説）。再現性、均一性ない耳介、肋軟骨か
ら強度、親和性ある馬軟骨使いナチュラルな鼻形成術。日本でも一部美容クリ

DR 辛 容鎬

（Dr Yong-Ho Shin）

ソウルライブ講習会
シリーズ全10回
3月9-10 第1回目頭切開・鼻形成・糸リフ
ト 第2回～第10回（6月、10月、12月
2020年3月、5月、7月、9月、11月、12月）
ライブ内容：切開重瞼、眼瞼下垂、上瞼
陥凹矯正（Sunken eyelid）、下眼瞼形成、
目尻切開、垂れ目術、美容内視鏡手術、
輪郭矯正（骨切り術）
、口角リフト、上口
唇短縮術、鼻尖､鼻翼縮小、鼻中隔延長、
隆鼻術、鼻形成・移植術、たち耳矯正、
耳介血腫矯正などなどFacial Plastic
Surgeryの手術を、一部オリジナル術式を
交え、毎回２種類の手術ライブを実施し
ていきます。（6月第2回目以降のライブ
内容は順次、決定していきます）｡

ニックで採用されはじめた「韓流式目頭切開」の考案医師でもある辛医師は、Epicanthoplastyのオリジナルメソッドを
8種類さらにLateral eyelid、ptosis、上眼瞼陥凹矯正術など実に15種類のShin Suegery Techniqueを開発しすでに自著であ
る眼瞼形成の書籍や論文発表で公開している。青年期、形成外科を専攻しながらも高麗大で解剖学博士を取得したこ
とから解剖学をベースに新たな美容形成術を次々に構築できたという。また、鼻形成術のスキルはプライマリーはも
ちろん修正術でも高い評価を受けており、中国などから大挙して辛医師のもとに来韓あるいは辛医師自らが年間20回
以上、中国に赴き手術をこなす。シリコンインプラント、自家軟骨の移植などから最近では、強度があり人体に最も
親和性のある馬の軟骨を使いいわゆる「整形鼻」にならない自然で美しい鼻形成術を行う。日曜日これら2 つのライ
ブ供覧に加え、前夜の土曜日にはレクチャー後にメッシュコグ＋中空糸を使ったフェイスリフトを伝授していただ
く。カニューラとニードルの二重構造の器具によって、中空糸を埋入しコラーゲン造成のための｢足場」をつくる｡

BKクリニック代表院長から転身！美容外科のメッカ新沙洞一等地に
自らの名前冠した巨大ビルShin Youn Hoビル建設し、美容外科総
合ホスピタルBIOCLINIC開設。 早朝7時から深夜12時までクリニックに缶詰めになるという
辛医師は、抜群の美容形成スキルをもちながら、一方で事業家としても成功し新沙洞の一等地に巨大ビル2棟を建て
た（総建設費250億円）。その名もShinYounHoビルで金色に輝く建物は隣接するビルのなかにあってもひと際と鮮やか
に映える。外国人患者専用の宿泊ホテルほか娯楽、飲食、スポーツ施設も兼ね備え、一部オフィスビルがテナント入
居している。本館20階､新館10階と並び､クリニックでは辛医師ほか10名の美容医に加え、ナース、受付など総勢スタ
ッフ数は100名を超える美容医療の総合病院といっていい｡本館2階にあるレセプションルームは毎日およそ80の待合
い席が埋まり韓国そして海外からの訪韓患者で溢れかえる。辛医師、54歳のいまでも勉強漬の毎日で多くの臨床症例
から得た新たな知見とベストな手術法を検証しながら、論文投稿、学術発表を出し続ける。月～金は早朝から深夜
まで医師としてまた事業オーナーとて働き、土～日は主に中国に派遣手術に飛ぶ。一方で、3年前に創業したBIO
CLINICが多忙のため、辛DR唯一の趣味である登山はいまは封印しているようだ。

3月9日（土）プログラム

3月10日（日）プログラム

◎ 空港集合 PM3:00ソウル仁川空港集合PM3：30ソウル金浦空港集合
それぞれ送迎車にてImperil Palace Hotel（☆☆☆☆）へ チェックイン
◎ PM5:00 ホテルから送迎車にてBIO PLASTIC SURGERY CLINICへ
◎ PM5:30～7:30 Dr Shin Lecture及び動画解説 講義編
「眼瞼･鼻解剖の基礎と､①目頭切開の術式の利点､欠点 ②鼻形成術の術式の利点､欠点 韓流式目頭切開と重瞼術併用ケース、
単独手術のケース、症例解説 施術動画自家移植術と馬軟骨移植の違いと鼻尖、鼻翼縮小のポイント 症例報告、施術動画」
「全顔解剖の基礎と、糸リフトによるたるみ引き上げの理論的ポイント、コラーゲン造成と糸埋入による解剖、生理学的な皮
下組織の変化 メッシュコグ中空糸症例解説 施術動画解説」
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 代表院長（高麗大特任教授） 辛 容鎬MD, PhD（日韓通訳 Aクラス）
日本側アドバイザリー：アネシス美容クリニック院長 水野 力MD､PhD
◎ PM7:30～8:30 Dr Shin LiveSurgery（1）Thread Lift糸リフト
「Dr辛の中顔面たるみに対するメッシュ-コグ・中空糸埋入ライブ供覧～希望者は手を添えて準マンツーマン指導」
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 代表院長（高麗大特任教授） 辛 容鎬MD, PhD（日韓通訳 Aクラス）
日本側アドバイザリー：アネシス美容クリニック院長 水野 力MD､PhD
オペ室に撮影モニター設置 ライブ直視Gとモニター供覧G 同時観察
◎ PM9:30～11:30 DR Shinを交えての夕食懇親会

◎ AM9:30 朝食後 ホテルチェックアウト送迎車にてSAMSUNG CLINICへ
◎ AM10:00～PM12:00 Dr Shin Live Surgery（2）Tip Surgery鼻尖形成

主催：

JAASアカデミー

「Dr辛の特殊馬軟骨を使ったクローズド式鼻尖形成術」（日韓通訳 Aクラス）
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 代表院長（高麗大特任教授） 辛 容鎬MD, PhD
日本側アドバイザリー：アネシス美容クリニック院長 水野 力MD､PhD
オペ室に撮影モニター設置 ライブ直視Gとモニター供覧G 同時観察
◎ PM12:00～1:00 昼食・休憩
◎ PM1:00～2:30 Dr Shin Live Surgery（3）Epicanthoplasty目頭切開
「Dr辛のオリジナル内眼角形成術Shin’
s Surgery Skil韓流式目頭切開術」（日韓通訳 Aクラス）
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 代表院長（高麗大特任教授） 辛 容鎬MD, PhD
日本側アドバイザリー：アネシス美容クリニック院長 水野 力MD､PhD
オペ室に撮影モニター設置 ライブ直視Gとモニター供覧G 同時観察
◎ PM2:30～3:00 Dr Shin 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 代表院長
（高麗大特任教授） 辛 容鎬MD, PhD （日韓通訳 Aクラス）
◎ PM3:00 クリニック出発 金浦空港、仁川空港へそれぞれ送迎 解散

後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

JAASアカデミー日韓美容形成術 比較検証シリーズ

非会員受講可

3月9日（土）10日（日）ソウル

DR辛の韓流美容形成術ライブ塾第1回 目頭切開･鼻形成＋糸リフト
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。
JAAS会員には認定医取得のための4単位を重複適用

1回毎の受講で修了
3月9日（土）- 10日（日）

日韓美容形成術 比較検証シリーズ

DR辛の韓流美容形成術ライブ塾
第1回 目頭切開･鼻形成
＋糸リフト
韓国ソウル江南区新沙洞
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

修了証

BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 代表院長
（高麗大特任教授） 辛 容鎬MD,PhD
1964年生まれ54歳、89年翰林大学Halliym医学部卒後江原聖心病院インター
ン、形成外科専攻、93年から同病院レジデンス、96年辛容鎬美容外科開業､
2001年よりBKクリニック代表院長、2011年 高麗大解剖学博士取得、2015
年BIO PLASTIC SURGERY CLINIC開設同医師著作は10冊に及ぶ、95年から論
文、学術発表は200を超える。
ミッション団アドバイザリー
アネシス美容クリニック院長 水野 力 MD,PhD
美容外科・整形、二重まぶた、デカ目、鼻形成、あご・えら・ほほ・まゆ
骨削り、若返り、プチ整形、涙袋形成など多岐にわたる美容医療術を提供
するアネシス美容クリニックにあって、水野院長がこだわるのは「低価格
治療」をめざすこと。そして確かな技量、経験、整容的なセンスがともな
っての治療費のコストダウンである。また情報開示、リスク回避のための
万全の体制、無痛治療にできうる限り配慮し術後のアフターケアを誠実に
行うなど、7つの「安心」をクリニックのポリシーに掲げる。数多くの論文､
学術発表をし続けるアカデミックな医師であり、豊富な手術経験値も備え
ていながら、非常に謙虚な人柄で、業界のドクターからも好感度が高い。
2017年､2018年で開催したDR水野オリジナル手術ライブ講座から、2019年
からはシリーズライブ講座「DR水野の美容形成 寺子屋塾」に生まれ変
わる。水野医師、辛医師共にオリジナルスキルを持ち合わせていることか
ら、水野DRには日本側医師団代表として、DR辛の形成術をつぶさに供覧
いただき、アドバイザリー役を務めていただく。日本美容外科学会専門医､
AACS会員、国際美容外科アカデミー認定医、名古屋市立大（医）外科学
出身。

■宿泊ホテル／Imperial Palace Hotel

手術の技能を自らのものにするためには、より多くの症例をこなすしかない。とはいえ、若手医師に限らず経験を積んだ
中堅医師でさえ一人手術を続けているばかりでは「手術方法」「そのピットフォール」など納得できる答えは返ってこない｡
自らのやり方を検証する手立ては経験豊富なあるいはスキルに優れたドクターの手技や考えを参考にするしかないだろう。
いまや、美容医療もインバウンド需要を掘り起こす時代が到来するなか、日本の術者に学ぶことも大事だが、海外の医師に
学ぶこともまた必要となる。アジアからの訪日患者が押し寄せ多種多様なニーズに応えるためにも海外医師に学んでいくこ
とがもはや避けて通れない。そして美容形成スキルにおいて最も参考になる国といえば韓国であろう。2019年、「池田塾｣
「水野塾」と開催される美容形成ライブシリーズとあわせてぜひ、このDR辛の韓流美容形成術ソウルライブ講習会で学んで
いただきたい。全10回のシリーズとなる。

【韓流式目頭切開Dr Shin’
s epicanthoplasty technique】
二重手術と目頭切開術を同時に行う場合、二重デザインラインから下方に
残る皮膚を処理すれば特に問題なく容易に安全な手術が可能であるが、目
頭切開術だけを行うケースでは内眼角の上方内側にドッグイヤーが残るこ
ともありこれを除去しながら手術しなければならない。Dr Shinの術式は、
Y-Vの変法といわれ、Redraping Methodともいわれる。方法は２段階で行う。
まず内眼角贅皮を構成している眼輪筋と皮膚の間を完全に分離し、眼輪筋
のpreseptal portionから起因する皮膚の緊張をなくしていく。次に内眼角贅
皮のpreseptal muscleを覆っている皮膚皮弁は再配置（redraping）され、ま
つ毛の下部（subciliary area）に位置する眼輪筋のpretarsal portionを覆うことになる。この時、切開後の縫合線は目立たない
位置、つまり、まつ毛下部にくるようにし、手術後に手術痕ができるだけ見えないようにする。デザインは内眼角贅皮の最
も内側と垂直に一致するところにa点を表示しこの時、手術デザインは一直線状の線ab'cではなく、ある程度皮膚の余裕分を
確保できるように線abcのように行った方が、手術後に不足する皮弁によって起こる眼瞼外反現象を起こさない（イラスト参
照）
。最後に連続縫合を行うがこの時、切開線の上部を下の皮膚皮弁より厚めにとって縫合すれば階段型の手術痕ができるこ
とを予防できる。

2019年 JAASアカデミーLive Surgery and Therapy Training Course
First Study ：◎ 1月20日（日）DR Namの新・糸を使わない超プチ重瞼術+Arrowリフト東京ライブ 終了
◎ 2月17日
（日）第1期DR池田の競演ライブ講座・第1回 切開重瞼・目頭切開・眉下切開
◎ 3月 9日
（土）10日（日）DR辛のソウル美容外科ライブ講座 第1回目頭切開・鼻尖形成・リフト
◎ 3月17日
（日）DR松山の抗老化ペプチド補充療法 ハンズオン講座
◎ 4月28日
（日）第1期DR池田の競演ライブ講座・第2回 切開VS非切開鼻形成・口角挙上・ヒアルロン酸注入術
Second Study：◎ 5月11日（土）12日（日）DR朴の糸によるバストアップ&脂肪注入による豊胸ソウルライブ講習会
◎ 5月26日
（日）第6回公開講座・日・韓・独・スペイン美容外科・皮膚・内科フォーラム
◎ 6月DR辛のソウル美容外科ライブ講座 第2回切開重瞼術・目尻切開・下眼瞼形成術
◎ 7月 6日
（土）7日（日）JAAS第22回 ベトナムホーチミン美容外科解剖・執刀トレーニング
◎ 7月～年間４回 DR水野の美容外科シリーズ 寺子屋塾ライブ講座スタート
◎ 8月
Dr Choi「眼瞼形成術」Book出版記念 済州島ライブ講習会
Third Study： ◎ 9月
第１期DR池田の競演ライブ講座・第3回 下眼瞼形成、垂れ目術
◎ 9月
ハワイ アテナクリニック ホルモンチップ埋入によるペレット療法ライブ講習会
◎10月
DR辛のソウル美容外科ライブ講座 第3回
◎10月 5日
（土）6日（日）第10回記念JAAS東京ライブフォーラムin Shinagawa
医療アートメイク学会との共催
◎11月
第1期DR池田の競演ライブ講座・第4回 ボディメイク豊胸術、脂肪吸引術
◎11月
JAAS第24回タイバンコク チュラロンコン大 美容外科解剖・執刀トレーニング
◎12月DR辛のソウル美容外科ライブ講座 第3回
＊このほか、6月～12月にかけて数回程度のライブ講習会を予定しています。
＊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-academy.com）のアーカイブスに掲載中です。

○日
程
○受 講 対 象
○資 格 取 得
○ 定員・参加費用

■3月9日（土） 10日（日） 韓国ソウル
■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）
■2日間受講のみでDR辛より修了証授与（JAAS認定医資格の履修単位4単位重複授与）
■定員限定14名／180,000円（税別）、第二回目以降、受講経験者は170,000円（税別）
参加費用にはホテル代、送迎代、土曜日夕食、月曜日朝食、昼食、レクチャー・ライブに関わる経費、指導費、アドバイザー、
通訳代を含みます。ただし飛行機代は各自ご負担となります

○フ ラ イ ト ■東京羽田･成田､大阪関空､名古屋中部国際､福岡の国際線空港についてお知らせします
◎本ミッション団の集合は9日土曜日PM3時30分（金浦空港）
、PM3時（仁川空港）となり、それぞれ空港から送迎車で市内に向かいます。また10日日曜日
はPM3時終了後に金浦空港、仁川空港へそれぞれ送迎車にてお送りします。講習プログラムに支障をきたさない4都市と金浦空港･仁川空港間のフライト
は、東京羽田‐金浦は3便、成田‐仁川は2便、関空‐仁川は1便、中部‐仁川は1便、福岡‐仁川は1便飛んでいます。

○受講修了者の特典
○主
催
○後
援
○協
力

■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。
JAASアカデミー 〒104‐0041 東京都中央区新富1-8-11-3F tel 03‐6222‐3121
一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
韓国ソウル BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

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

■ 3月 9日（土）- 10日（日） 限定14名

180,000円（税別） ×

名＝

円

第二回目以降、受講経験者は 170,000円（税別）になります

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/

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

