JAASアカデミーDR Choiの眼瞼美容形成術LiveSurgery
出版記念

非会員受講可

JAAS-MEPS Blepharoplasty Marathon Workshop

DR Choiの美容眼瞼形成術ライブ講習会
眉下切開＋埋没連続縫合、眼瞼下垂修正、目頭切開＋修正重瞼術、
４症例（下眼瞼経結膜脱脂＋上眼瞼陥没修正
）

Choi医師、Lee医師ともに3年ぶりのライブ公開。バーチャル（書籍）ではわからない実践（手術）の勘どころを明かす｡

限定14名・受講者のみ（非売品）に講義及びライブ供覧の一部収録動画を配信します。
9月21日（土）- 22日（日）ソウル江南区 講義：レクチャールーム ライブ供覧：MEPS(Myoung Eye Plastic Surgery)
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「眼形成・機能再建＋整容術スキルの習熟に終わりはない！｣
DR Choiの実践に役立つ美容眼瞼形成手術マニュアル （Choi医師）として今も日常診療で苦闘する名医に、講義そして術
中にわたり大いにディスカッションを。発刊書籍の翻訳者キム女史
初版日本版書き下ろし
が日韓同時通訳務める。Blepharoplastyの学際領域、臨床の世界でジアのみならず世
著者：Dr Choi Woon Chul
注（１）完全アトラス本

Dr Doh Sang Hee
Dr Lee Jin Hyung
監訳者：水野 力
第１章 実践に役立つ眼瞼の解剖 第2章 術前評価 第3章 二重ライン形
成のメカニズム 第4章 二重ラインのタイプ 第5章 非対称性二重ライン
第6章 睫毛下垂 第7章 眼瞼の輪郭の重要性 第8章 厚い眼窩隔膜―ア
ジア人によくみられる重荷因子 第9章 結節縫合法による埋没法重瞼術 第
10章 連続縫合法による埋没法重瞼術 第11章 部分切開法による切開法重
瞼術 第12章 ミニ切開法による切開法重瞼術 第13章 目頭切開術 第14
章 眼瞼挙筋腱膜前転術を併用した加齢性上眼瞼形成術 第15章 加齢性上
眼瞼形成術 第16章 眉下リフト 第17章 外眼角形成術の合併症 第18章
上眼瞼形成術の合併症 第19章 不十分な軟部組織の除去 第20章 二重
まぶたの再手術 第21章 へリングの法則とは何? 第22章 腱膜性眼瞼下垂
の矯正 第23章 上眼瞼手術の治癒過程 第24章 上眼瞼挙筋短縮術 第25
章 コンタクトレンズ眼瞼下垂 第26章 片側性眼瞼下垂手術 第27章 前
頭筋吊り上げ術による眼瞼下垂修復 第28章 治療困難な眼瞼下垂 第29章
先天的眼瞼下垂の修正術 第30章 早期術後修正術 第31章 上眼瞼再手
術 第32章 眼瞼手術後のボトックス使用 第33章 上眼瞼後退の矯正 第
34章 上眼瞼の凹みの矯正 第35章 下眼瞼形成術―皮膚側アプローチ 第
36章 下眼瞼形成手術―脂肪再配置 第37章 眼瞼形成手術―皮膚ピンチ法

界的にも評価が高いChoi医師から、3年ぶりに手術における新たな課題、知見をもってJAASア
カデミーのためにマラソンライブ講座を開催してもらう。 また口角リストのライブを行った
Lee医師から3年ぶりで眉下切開＋埋没連続縫合術を公開していただく。Lee 医師は、 発刊ま
じかの「完全アトラス眼瞼形成術手術マニュアル～ よくわかる韓流重瞼術―実践に役立つ美
容眼瞼形成術Practical Eyelid Surgery 注（１）裏面参照」ではChoi医師との共著者でもある｡

上下眼瞼形成ライブではプライマリーに加え他院修正症例も。臨床
解剖学の視点で、アジア人の眼瞼形成術、下垂修正などのポイント
を伝授する（ライブ術式概略は裏面参照）。コメンテーター役の柿
崎教授と水野医師の協力も得て一緒に学びたい。術中にも解剖的視点で手
術解説が柿崎教授、水野医師（発刊書籍の監訳者）の協力を得て進められる。講義ではChoi
医師から、眼瞼下垂の評価と挙筋前転術、挙筋切除、前頭筋の吊り上げ術などその管理、上
眼瞼形成術の早期回復と良好な創傷治癒をのやり方、さらには目頭切開ではV-Yのアドバンス
法としてのRedrape法などについても明かす。創傷治癒でポイントなる縫合糸と眼科専用のバ
ネ穴・角針の使い方も必見となるはずだ。

2019 JAAS - MEPS blepharoplasty workshop

9月21日（土）プログラム

◎ 空港集合 PM3:30ソウル金浦空港集合 PM3:00ソウル仁川空港集合 それぞれ送迎車にてレクチャー会場へ
◎ PM4:30-6:30 Dr Choi Woon Chul 講義編
What are important anatomical structures for upper bleph & ptosis surgery in Asian?
Ptosis evaluation and management (levator advancement, levator resection and Frontalis sling)
The method to get fast recovery and good wound healing after upper bleph (surgical techniques and suture materials)
Overcoming mongolian fold: medial epicanthoplasty (z and redraping technique, which one is better?)
Revision upper blehpharoplasty (when, how to fix it?)
Myoung Eye Plastic Surgery院長 Choi Woon Chul MD PhD（キム女史日韓同時通訳）
◎ PM6:40-7:20 Dr Lee Jin hyeong 講義編
Sub-brow excision Stitches method to make a natural lid crease
CSC Lauren Clinic院長
Lee Ji-hyeong MD（キム女史日韓同時通訳）
◎ PM7:20-8:20 クレーム回避のために眼瞼形成で知っておきたい解剖知識
愛知医大病院 眼形成・眼窩・涙道外科教授（JAAS理事） 柿崎 裕彦MD､PhD
◎PM8:30-10:30 Dr 柿崎 裕彦 講義編
DR Cho、柿崎MD、水野MDを交えての夕食懇親会
◎10:40～ Ｉmperil Palace Hotel（☆☆☆☆）へ チェックイン

9月22日（日）プログラム
◎ AM9:00 朝食後ホテルチェックアウト送迎車にMyoung Eye Plastic Surgeryへ
◎ AM9:40-10:50 Dr Lee Live Surgery（１）
「Dr Leeのlive surgery case 1 (simple upper bleph: stitches method with sub-brow excision)」
オペ室にモニター設置同時観察 ライブ直視Ｇと映像Ｇ交互に供覧
CSC Lauren Clinic院長
Lee Ji-hyeongMD（キム女史日韓同時通訳）
コメンテーター 柿崎 裕彦教授 水野 力医師

主催：

JAASアカデミー

Venue: MEPS(Myoung Eye Plastic Surgery)
◎ PM11:00-PM12:30 Dr Choi Live Surgery（２）
「Dr Choiのlive surgery case 2(mini incisional upper blepharoplasty with selective levator advancement ptosis +
med..epicanthoplasty Redrape method.: how can we reduce scar after surgery?)｣
オペ室にモニター設置同時観察 ライブ直視Ｇと映像Ｇ交互に供覧
Myoung Eye Plastic Surgery院長 Choi Woon Chul MD PhD（キム女史日韓同時通訳）
コメンテーター 柿崎 裕彦教授 水野 力医師
◎ PM12:30-PM1:00 昼食・休憩
◎ PM1:00-2:00 Dr Choi Live Surgery（３）
「Dr Choiのlive surgery case 3(upper bleph revision: make it simple」
オペ室にモニター設置同時観察 ライブ直視Ｇと映像Ｇ交互に供覧
Myoung Eye Plastic Surgery院長 Choi Woon Chul MD PhD（キム女史日韓同時通訳）
コメンテーター 柿崎 裕彦教授 水野 力医師
◎ PM2:00-3:00 Dr Choi Live Surgery（４）
「Dr Choiのlive surgery case 4(upper sunken lid revision + lower fat Herniation revision)
オペ室にモニター設置同時観察 ライブ直視Ｇと映像Ｇ交互に供覧
Myoung Eye Plastic Surgery院長 Choi Woon Chul MD PhD（キム女史日韓同時通訳）
コメンテーター 柿崎 裕彦教授 水野 力医師
◎ PM3:00-3:30 Dr Park 全体質疑応答と了認定証授与と記念写真
Myoung Eye Plastic Surgery院長 Choi Woon Chul MD PhD
CSC Lauren Clinic院長
Lee Ji-hyeong院長
愛知医大病院 眼形成・眼窩・涙道外科教授（JAAS理事） 柿崎 裕彦MD､PhD
アネシス美容クリニック院長 水野 力MD,PhD
◎ PM3:30 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

