JAASアカデミー韓流美容形成術Marathon LiveSurgery

非会員受講可

①DR朴の新・乳房下垂吊り上げ術

本邦初！ 日本医師にのみ公開する
ヒップアップ
｢バストアップ糸リフト｣ライブ講習会＋糸リフト
（講義）
5月11（土）-12（日）ソウル江南区新沙洞
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。

乳房上縁デコルテ＋乳房下縁からも埋入する朴医師の“乳房挙上術の妙技”吊り上げ
は両端針に新VOV (Look Lift) (PCL＋PLLA) とモノ糸の二重、下縁からもカニ
ュラ付き成型糸数種で引き上げを補強。糸リフトの先進国 韓国でもバストアップの施術をする美容医師は少ない｡

DR朴 載雨

（Dr パク・ジェウ）

プロフィール
辛 容鎬総院長のBIO PLASTIC SUR
-GERY CLINICで副院長格として美容
形成術全般をこなすが、とりわけ糸
リフト術には定評がある。韓国国内
のみならず、中国はじめアジアやロ
シアなどの訪韓外国人 (または派遣)
に多数施術を実施している。ちなみ
に大の日本びいきとしても知られ日
本語も堪能だ。Mastoptosis に対して
糸でいかにけん引、持続させるか？
そのための独自のデザイン、カニュ
ーラ侵入点、埋入すべき乳房組織の
レイヤーなどを日本医師にのみ伝授
していただく。慶北大学医学部卒、
米インディアナIUPUI交換教授、大
韓形成外科医会副会長歴任、大韓美
容整形学会副会長歴任、大韓成形外
科学会地方幹細胞成形研究会会長、
大韓整形外科学会レーザー研究会副
会長、大韓整形外科学会論文審査委
員、大韓整形外科学会学術理事、国
際整形外科学会正会員 (ISAPS)、ア
メリカ整形外科学会正会員 (ISAPS)､
Indonesia美容形成外科学会諮問

そうしたなか朴医師は訪韓外国人のみならず、アジア、ロシアにまで糸による独自の施術をするために派遣手術にも出向く。バストアップに
加え、ヒップアップの症例も少なくない。周知のとおり出産、授乳を重ね乳腺の経年変化によって萎縮、繊維化、脂肪化することで乳房は下
垂していく。いわゆる「垂れ胸」「老け乳」といわれmastoptosisの症例だ。シリコンインプラントによる乳房挙上術や乳輪周辺の切開による
マストペクシー術もあるが、異物挿入や切開に抵抗のある患者には糸リフトは受け入れやすい。朴医師によれば糸リフトでの乳房挙上術では
大きくないバストで下垂が目立つ患者や乳房の皮膚にあまり弾力のない患者が適用だと話す。乳房の実質はそのままに脂肪組織などを上方移
動させながら糸埋入で組織も強化させていく。引き上げは独自デザインによって上縁を釣り鐘けん引にしていく。糸資材は両端針に新しい
VOV（太さと強度を増し、PCLにPLLAを混入）と、モノ糸が二本線となって伸びており重ねあわせて乳房組織に埋入することで「埋入しやす
く」「組織内でハリをもたせる」工夫をしている。一方、下縁からはカニュラ付きのモルディング糸（成形タイプの糸を数種類組）を組み合
わせ吊り上げを補強していく。講義では、糸によるバストアップに加え臀部の引き上げについても細かく説明していただき、ライブ供覧では､
2症例の乳房吊り上げ術を供覧する予定だが、募集モニターの事情によっては１症例になる可能性もあることから、2症例目は朴医師の独自の
フェイスリフトを代替えで公開してもらう。

“美容医療総合病院”BIO PLASTIC SURGERY CLINIC副院長の朴医師に、多
くの訪韓外国人から予約埋まる。インバウンド需要に備え、韓流式の乳房、臀部下垂
引き上げ術を学ぶ。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。アジアを
中心に世界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。Dr Shin Yong-HO総院長（兼CEO）が保有し韓国美容形成のメッカ、新沙洞に構え
るShinYongHOビル内BIO PLASTIC SURGERYの副院長を務める朴載雨医師もその韓流式美容形成術の伝道者ともいえるドクターだ。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ビルは本館20階、新館10階にクリ
ニック多くのフロアをさき、総勢10名の美容医師、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のなかにあって、
朴副院長はとくに糸リフトにおいてはスペシャリストである。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が、糸リフトを希望する患者によって朴医師の予約カレンダーは常に埋まっている。

5月11日（土）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
◎ PM6:00～8:00 Dr 朴 Lecture及び動画解説 講義編
「乳房形成の基礎と解剖、下垂の経時的組織変化と術式（シリコン、脂肪・幹細胞注入、マストペクシー術）
と糸リフト～糸リフトによる乳房挙上デザイン、臀部挙上デザイン、挙上のための糸の選択と刺入点、埋入す
べき乳房組織のレイヤーとけん引法 症例解説 施術動画」
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 副院長 朴載雨 MD, PhD （日韓通訳 Aクラス）
◎ PM8:30～10:30 DR 朴を交えての夕食懇親会

5月12日（日）プログラム
◎ AM10:00 朝食後ホテルチェックアウト送迎車にてBIO PLASTIC SURGERY CLNINCへ

主催：

JAASアカデミー

◎ AM10:30～PM12:00 Dr 朴の Live Surgery（1）糸による乳房下垂吊り上げ術
「Dr朴の～本邦初！糸による乳房下垂吊り上げ術ライブ供覧①～希望者は手を添えて準マンツーマン指導」
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 副院長 朴載雨 MD, PhD （日韓通訳 Aクラス）
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 朴の Live Surgery（2）糸による乳房下垂吊り上げ術
「Dr 朴の糸による乳房下垂吊り上げ術ライブ供覧②～希望者は手を添えて準マンツーマン指導（モニターの都
合により2症例目はフェイスリフトの可能性あり）」
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 副院長 朴載雨 MD, PhD （日韓通訳 Aクラス）
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 Park 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
BIO PLASTIC SURGERY CLINIC 副院長 朴載雨 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
翌日13日（月）Dr Kangライブ講習会を続けて受講する参加医師は
ホテルまで送迎。13日受講者と共にPM7時から夕食懇親会を開催します。

後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

JAASアカデミー韓流美容形成術Marathon LiveSurgery

非会員受講可

②DR Kangのプチ鼻尖形成術

本邦初！ 日本医師にのみ公開する
｢3Dメッシュボール装着NoseTipLift｣ライブ講習会
5月13（日）＊前夜12日ソウル泊 京畿道安山市
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。

DR Kang Won Gyoung
（Dr カン・ウォンギョン）

プロフィール
ボラ形成外科 BORA PLASTIC SURGERY
(京畿道安山市：ソウル近郊)の代表院長｡
プチ鼻尖形成で用いる3Dメッシュボー
ルによるNoseTipLiftのKOL。いま韓国の
美容医療の医学会で最も勢いのあると
いわれるMinimal Invasive Plastic Surgery &
Dermatology (ISAPS) 低侵襲美容形成・皮
膚科学会の現会長である。 大韓形成外
科医師会の副会長も兼任する。梨花女子
大学医科大学・形成外科の外来教授も
務めている。昨年2018年に設立された
日韓形成学科学会の組織委員会では対
外協力委員会 (External Affairs Committee)
で委員委囑として尽力した。ほか韓国
及び海外の形成学会で活発に活動して
いる。

韓国発：プチ鼻尖形成で最強の施術法誕生！ ボール状PCLメッシュ挿入で2週間後
に微細構造の隙間（PORE）に肉芽組織、血管が入り込み癒着、自らの組織として
スッキリした鼻先に。 糸フトのみならず美容医療の新たな術式を生み出すことにも韓国は長けている。鼻翼軟骨の縫縮術、シリ
コン挿入や耳介、肋軟骨移植さらにはHANAKO糸、メッシュ糸など挿入による鼻形成に代わる「プチ鼻形成術」が今年韓国で開発された。PCL材
質を独自構造にした「メッシュボール」による鼻尖形成術である。柔軟な形状なため、装着後、好みの鼻先に造形できることが何より患者にとっ
ては利点で、その一方で、2週間後にはその微細構造の隙間（PORE）に肉芽組織、血管が入り込み癒着、自らの組織に生まれ変わってしまう。
また術後のギブス固定が一切必要ないことも患者にとってはありがたいはずだ。

形成外科スペシャリストDr Kang（MIPS現会長）がクローズドアプローチで2症
例伝授する。最小切開で鼻腔内処置（脂肪切除、鼻翼軟骨寄せ）からメッシュボー
ル装着、柔軟に形を整えてナチュラルな鼻に。術後ギブス固定の必要なし。 「最小限の治
療で最大限の効果を追求する」MIPS（Minimal Invasive Plastic Surgery&Dermatology）の現会長を務めるKang医師（BORA PLASTIC SURGERY 代
表院長）がKOLということもあり、メッシュボール埋入にあたっては最小限の切開にとどめた手術法を採用する。クローズド式で鼻孔の内側を最
小切開していき、余分な脂肪を切除しながら鼻翼軟骨を寄せながらメッシュボールを装着していく。鼻翼軟骨の縫縮術に比べ、よりきれいな形
に鼻尖形成ができること。また術後のギブスが必要なく、メッシュボール自体が自分の組織となっていき、その素材であるPCLはやがて2年ほど
で吸収されるため極めて安全な資材といえよう。メッシュボール供給は、日本の総代理トリニティが薬監代行、輸入代行となって医師個人輸入
として供給される。

5月12日（日）プログラム
◎空港集合 PM4:30 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
◎PM7:00～ 夕食懇親会
前泊

5月13日（月）プログラム
◎ AM7:30朝食後ホテルチェックアウト送迎車にてBORA PLASTIC SURGERY へ
◎ AM9:00～11:00 Dr Kangの 講義・症例 施術動画解説
「鼻形成の基礎と解剖、 鼻尖形成術の術式と3Dメッシュボール装着形成術～メッシュボールの構造と生理学
的特徴、鼻腔内における最小切とメッシュボール装着のポイント 症例解説 施術動画」
BORA PLASTIC SURGERY代表院長（MIPS会長）Kang Won Gyoung MD（日韓通訳 Aクラス）

◆5月11日（土）12日（日） DR朴の新・乳房下垂吊り上げ術

○受講対象 ■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）
○資格取得 ■DR朴より修了証授与（JAAS認定医資格の履修単位4単位重複授与）
○定員・参加費用 ■定員限定12名／140,000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
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

費、指導費、アド

○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11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12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 ■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。
○主 催：JAASアカデミー東京都中央区新富1-8-11-3F tel 03‐6222‐3121 www.jaas-academy.com
○後 援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
○協 力：韓国ソウル BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

◆5月13日（月）＊12日（日）前泊 DR Kangのプチ鼻尖形成術

◎ AM11:00～PM12:30 Dr Kangの Live Surgery（1）メッシュボール装着プチ鼻尖形成
「DrKangの～本邦初！3Dメッシュボール装着Nose Tip Liftingライブ供覧」
BORA PLASTIC SURGERY代表院長（MIPS会長）Kang Won Gyoung MD（日韓通訳 Aクラス）
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
◎ PM12:30～1:00 昼食・休憩
◎ PM1:00～2:30 Dr Kangの Live Surgery（2）メッシュボール装着プチ鼻尖形成
「DrKangの本邦初！3Dメッシュボール装着Nose Tip Liftingライブ供覧」
BORA PLASTIC SURGERY代表院長（MIPS会長）Kang Won Gyoung MD（日韓通訳 Aクラス）
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 Kang 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
BORA PLASTIC SURGERY代表院長（MIPS会長）Kang Won Gyoung MD（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

○受講対象 ■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）
○資格取得 ■DR Kang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・参加費用 ■定員限定12名／130,000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12日日曜日PM4時30分（金浦空港）となり、空港から送迎車で市内に向かいます。また13日
月曜日はPM3時終了後に金浦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フライトは
東京羽田‐金浦は3便、関空‐仁川は1便が飛んでいます。

○受講修了者の特典 ■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。
○主 催：JAASアカデミー東京都中央区新富1-8-11-3F tel 03‐6222‐3121 www.jaas-academy.com
○後 援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会
○協 力：韓国ソウル BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

◆5月11日（土）～13日（月）DR朴およびDR Kangライブ連続受講者
○参加費用 ■240,000円（税別）

参加費用にはホテル代2泊、送迎代、土曜日夕食、日曜日朝食、昼食、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

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

■ 5月 11日（土）- 12日（日） 限定12名
■ 5月 13日（月）※12日前泊 限定12名
■ 5月 11日（土）- 13日（月） ライブ連続受講

140,000円（税別） ×
130,000円（税別） ×
240,000円（税別） ×

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＝
名＝

円
円
円

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

