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上眼瞼陥凹修正ビフォーアフター

主催：　　　　　　　　JAASアカデミー　　後援：一般社団法人 JAAS日本アンチエイジング外科学会

6月22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

◎ PM5:30　ホテルから送迎車にてBIO PLASTIC SURGERY CLINICへ

◎ PM6:00‐8:00　Dr Shin    Lecture及び動画解説　講義編

  「眼瞼の解剖基礎と、①目尻切開術における手術法それぞれの利点、欠点　②上眼瞼陥凹くぼみ分類（軽度、

　強度、強度＋眼瞼下垂を伴う）とその対処　③Defoldingの症例に対する術式 ●1  Sin’s methodの目尻切開のポイ

　ントとその手順、症例解説　施術動画」●2  上眼瞼陥凹修正の手順　● Defoldingの術式とその症例結果を症例報

　告、施術動画」　● 辛医師と参加医師とのフリーディスカッション　　　（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

◎ PM8:30‐10:30　DR Shinを交えての夕食懇親会

　ホテル泊

6月23日（日）プログラム
◎ AM8:00　朝食後　ホテルチェックアウト送迎車にてBIO PLASTIC SURGERY CLINICへ

◎ AM9:00‐10:30　Dr Shin   Live Surgery（1）Lateralcanthoplasty

  「Dr 辛のオリジナル外眼角形成術　目尻切開術」　（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

　　　　　　　　　　　　　　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

◎ AM10:30‐PM12:00　Dr Shin   Live Surgery（2）Sunken Eyelid矯正術

  「Dr 辛のオリジナル上眼瞼陥凹修正術」　（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

　　　　　　　　　　　　　　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）Defolding

  「Dr 辛のオリジナル脱重瞼術｣　（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

　　　　　　　　　　　　　　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　（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

◎ 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

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

DR辛の韓流美容形成術ライブ塾
第2回 目尻切開･Defolding･上眼瞼陥凹修正

　　 3症例 LiveSurgery
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。
6月22日（土）- 23日（日）　韓国ソウル江南区新沙洞　BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

ソ ウ ル 江 南 区 新 沙 洞 B i o C l i n i c

【目尻切開Dr Shin’s Lateralcanthoplasty technique】
眼球が突出している場合、眼瞼の外眼角と眼窩外側
縁（lateral orbital rim）の間の距離が4㎜以上の場合、
あるいはLateral fornixの深さが3㎜以上の場合にShin’s 
methodを行う。外眼角部の皮膚を水平に切開。切開
線の下方は睫毛直下方に沿って延長し、上方は睫毛
方向のすぐ内側へ向かう切開線を延長する。外眼角
しわ整形のためFomixの深さを確認し、水平切開と下眼瞼まつげ直下方切開を延長す
る。上眼瞼まつげ内側の粘膜を含む皮弁をつくり縫合する。

【脱重瞼術Defolding 】
二重ラインを修正し一重に戻すには上眼瞼の前葉と後
葉との間の再配置または低い位置での静的固定による
深さ制御、脱重瞼術を用いる。手術の手順は概略、広
い眼輪筋の剥離を伴う最小の瘢痕切除し、眼輪筋下脂
肪（ROOF）移植、動的埋没縫合、皮膚、眼輪筋、眼輪
筋下脂肪のマットレス縫合である。その際各層ごとの修
復と早めの抜糸が肝要となる｡

【上眼瞼陥凹Sunken Eyelid修正】
眼窩脂肪の変位―眼窩脂肪嚢はWhitnall靱帯まで剥離し、上眼瞼挙
筋腱膜の結合部と睫毛側皮弁の瞼板前眼輪筋まで変位させ、縫合
する。眼輪筋下脂肪（retroorbicularis oculi fat、ROOF）への脂肪移
植―眼瞼外側部において小入口をつくる剥離を行う。小入口部の
上層は眼輪筋であり下床は眼窩隔膜であるため注意深く上方かつ
横方向に剥離する。 注射器を用いて脂肪を垂直方向に導入したの
ち、横方向に向きを変える。ROOFへの脂肪移植のシェーマ。

元BKクリニック総院長から現BioPlasticSurgery
代表院長へ。今まで決してOPENにしてこなかった
3つの手術を惜しみなく公開する。 第1回目のEpicantho-
plastyにつづき、辛医師オリジナルメソッド15のなかのLateral 
canthoplasty、Sunken Eyelid上眼瞼陥凹矯正術そして、修正術の
一つであるDefoldind（二重から一重）を2回目では一挙に公開し
ていただく。3つの施術（概要は囲み欄を参照）とも、手術の肝
は手順の要所、要所にあることから、前夜のレクチャーそしてラ
イブ供覧で大いに質疑応答、意見交換をしていただきたい。

辛医師「自らの技能、考えを惜しみなくオープンにし
て技能の意見交換こそ得るものが大きい」“DR辛ラ
イブ塾”を開講する最大の理由がここにある。
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。本ライブシリーズが日韓の美容形成術を比較検証してい
く絶好の機会になるはずだ。

直視 Gの供覧



修了証

1回毎の受講で修了

6月22日（土）- 23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2回　目尻切開・Defolding

・上眼瞼陥凹修正3症例
韓国ソウル江南区新沙洞

BIO PLASTIC SURGERY CLINIC

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。

■ 6月 22日（土）- 23日（日）   限定14名 180,000円（税別） ×　名＝　　　　円
第1回目受講経験者は 170,000円（税別）になります

※お申込後・ご入金後のキャンセルは、ご遠慮ください。

■宿泊ホテル／Imperial Palace Hotel

○ 日　   　   程　■6月22日（土）   23日（日）　韓国ソウル

○ 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　■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・参加費用　■定員限定14名／180,000円（税別）、第１回受講経験者は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22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23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   〒104‐0041 東京都中央区新富1-8-11-3F  tel  03‐6222‐3121
○ 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

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
以上の手術ライブを実施していきます｡

（10月第3回目以降のライブ内容は順次､
決定していきます）

DR辛の韓流美容形成術ライブ塾
第2回 目尻切開･Defolding･上眼瞼陥凹修正3症例 LiveSurgery 6月22- 23日

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

ソ ウ ル 江 南 区 新 沙 洞 B i o C l i n i c

　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回のシリーズの第2回となる｡

【第1回目ライブ講習会レポート】
　2019年から日本の医師向けにあえてライブ講座シリーズをしてもらうことになった辛　容鎬・BIO PLASTIC 
SURGERY総院長は、ライブ講座前夜のレクチャーでこう話した。「プライマリーはもちろんリオペについても、今
まで目瞼形成、 鼻形成など多くの症例をこなしてきた。形成外科をいったん離れ、解剖学を修学しそして再び美容
形成の臨床をするようになって、多種多様な患者と向き合うなかで私が考案し臨床応用したShin’s Methodも15をこ
える。PRSなど査読評価が厳しい海外学術論文にも発表してきた」と前置きしながら、「かといって自慢したいの
ではなく、このライブシリーズで日本の多くの先生方と交流しながら、私の手技に対して意見を言ってもらいたい
」と謙虚な姿勢を示していた。自らの技能、考えを惜しみなくオープンにすることによって、辛医師自身得るもの
が大きい、ということなのだろう。まさに、今回このDR辛ライブ塾を開講する最大の理由がここにある。日韓の美
容形成術を比較検証していく絶好の機会になるはずで、奇しくも第1回目のライブ講習会から、その成果があらわれ
たといっていい。レクチャーでは、今回の目頭切開、鼻形成、糸リフトの解説に加え、今後シリーズで公開してい
く予定のShin’s Methodの目尻切開、Defoldind、上眼瞼陥凹修正、臀部真皮を移植する涙袋形成さらには、吸収糸、
非吸収糸を使い分ける独自のスレッドテクニックなどについても言及しながら、参加医師らとの意見交換を繰り広
げた（辛医師著書のハングル語版のKSAPS教則本「眼瞼形成術」を参加者にまわしながら、シリーズで供覧してい
く術式のほぼ多くがこの本に掲載されていることも明かされた）。そして今回供覧する目頭切開では、リドレープ
法のアップグレイドモディファイドだとして、かつて本施術法を広めたという王医師は、実はＢＫ時代の辛医師に
習ったことが明かされた。いわゆる元祖・韓流式目頭医切開術は、まぎれもなく辛医師のオリジナルで、ポイント
は「上はワイドに剥離、下側はミニマル剥離」であることを強調した。また解剖学の上で、切開は252ミリでその刺
入角度についても解説していった。翌日の目頭切開のライブでは水野医師から「ドックイヤの処理や瘢痕が全くな
く非常にきれいな仕上がりだ。素晴らしい！」とのコメントが寄せられたほどだ。
　水野医師によれば「どちらかというとZとリドレープ法の混合の術式」であるようだ。鼻形成術では、辛医師オリ
ジナルの馬軟骨（済州島産の2～4歳馬）を使うやり方を講義したが、翌日のオペでは、「プロテーゼ、糸埋入、ア
クアミド注入」経験のある患者であったため、まずは摘出したのちに、 耳珠軟骨とお尻上部の真皮を移植したのち
に、馬軟骨を挿入した。 とりわけ辛医師が強調したのは「シリコンは90年代よくやられてが、その修正術を数多く
こなした経験上、多くが短くなったり、折れてしまったりと弊害が多い」という。レクチャー終了後には、BIO 
PLASTIC SURGERYが入るShin Youn Hoビルを辛医師自らが、参加医師らに内覧しながら、最上階20階にある日本
料理割烹で懇親会を催した。翌日は、朝9時過ぎからライブ供覧が行われ、その手術の手際の良さを象徴するライブ
供覧となった。というのも、3つ処置ルームに患者それぞれと看護師を置き、デザイン、麻酔、移植、手術、縫合と
一連の手術プロセズを巡回しながら行うというさながら「救急救命センターでの手術」を連想させるようなライブ
供覧となった。

　　　　　　　　　　BIO PLASTIC SURGERY CLINIC　代表院長
　　　　　　　　　　　（高麗大特任教授） 辛　容鎬 MD, PhD
　　　　　　　　　  　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。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。


