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2020年9月吉日 

 

各 位 

 

 

第44回日本美容外科学会総会 
ご寄付・ご協賛のお願い 

 

謹啓  

貴社、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より当学会に対しまして

格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

この度、第44回日本美容外科学会総会・第142回学術集会を2021年9月30日（木）〜 10月

1日（金）の両日に渡り，大阪のコングレコンベンションセンターにて主催させていただく

こととなりました。会長という大役を仰せつかり、身に余る光栄でございます。関係各位に

ご報告申し上げますと同時に、協賛企業の皆様にも深く感謝申し上げます。 

日本美容外科学会は、基本診療科のひとつである日本形成外科学会の正会員により構成さ

れており、現在約 1,300名の会員が所属しています。日本形成外科学会のサブスペシャリテ

ィーとして位置付けられ、より専門的な学術団体として日々活動しております。また、国際

的には国際美容外科学会（ISAPS）の日本支部として毎年、美容医療サーベイランスを行な

っており、韓国や台湾と学術交流も行なっております。 

総会の開催にあたりましては、できるだけ簡素化し、総会の経費を原則参加者の参加登録

費等をもってまかなうのが本来のあり方ではございますが、実際にはそれだけでは不十分で

あり、企業の皆様方の御援助に頼らざるを得ないのが実情です。つきましては厳しい経済状

況の中、甚だ恐縮ではございますが、本総会の開催の意義と事情をご賢察の上、総会におけ

る共催セミナーや、機器展示、広告、募金等、総会開催に格別のご協力、ご支援を賜ります

ようにお願い申し上げます。 

また、共催・協賛いただいた企業一覧をプログラム・抄録集に掲載いたしますと同時に日

本製薬工業協会策定の「透明性ガイドライン」および貴社の「企業活動と医療機関等の関係

の透明性に関する指針」に従い、第44回日本美容外科学会総会に対する共催費および寄附に

関し、貴社が公開することに同意します。 

末筆ではございますが、関係各位のますますのご隆盛を祈念いたします。 

謹白 

 

  第44回日本美容外科学会総会     

会長 土井 秀明    

（こまちくりにっく） 
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第44回日本美容外科学会総会 
開催概要 

 
 

1  学会の名称 

第 44回日本美容外科学会総会・第 142回学術集会 

学会 HP URL：http://www.congre.co.jp/jsaps44/ 

 

     

2 開催期間 

2021年 9月 30日（木）～ 10月 1日（金） 

9月 29日（水）に美容外科市民公開講座（共催:公益社団法人  

日本美容医療協会）併催 

 

 

3 開催場所（現地開催の予定） 

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F 

TEL: 06-6292-6911 

 

 

4 参加者数 

約700名（予定） 

 

 

5 プログラムの概要（構成）※予定 

（１）テーマ「美容医学への道」 

（２）プログラム（主に下記を予定しております） 

特別講演、招待講演、教育講演、教育セミナー 

ランチョンセミナー、イブニングセミナー、市民公開講座 

一般演題（口演）、美容レーザー適正認定医講座、懇親会 他 

 

 

6 代表者 

会長 土井 秀明 （こまちくりにっく） 
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7 過去の開催地と歴代会長 

2011年 福岡 大慈弥裕之（福岡大学 形成外科 教授） 

2012年 東京 佐藤兼重（千葉大学 形成外科 教授） 

2013年 東京 大竹尚之（聖路加国際病院 形成外科 部長） 

2014年 東京 征矢野進一（神田美容外科形成外科医院 院長） 

2015年 横浜 吉本信也（昭和大学 形成外科 教授） 

2016年 京都 出口正巳（カリスクリニック 院長） 

2017年 札幌 野平久仁彦（蘇春堂形成外科 院長） 

2018年 東京 朝戸裕貴（獨協医科大学 形成外科 教授） 

2019年 千葉 岩波正陽（新横浜形成クリニック 院長） 

2020年 福岡 清川兼輔（久留米大学 形成外科 教授） 

 

 

8 お問い合わせ先 

第44回日本美容外科学会総会 運営事務局 

株式会社コングレ内 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-13 

E-mail: 44jsaps2021@congre.co.jp  (メールにてお問合せください) 
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募金募集要項 

 

(1)  名  称：第 44 回日本美容外科学会総会 募金 

 

(2)  目  的：第 44 回日本美容外科学会総会の運営費用 

 

（3）募集期間：2020 年 10月 1日（木）～ 2021年 9月 29日（水） 

 

（4）募金対象：企業・団体・個人 

 

（5）目標金額：300,000円（経費総額：61,357,000 円） 

 

(6) 募金の金額：1 口 50,000 円（2口以上ご協力いただければ幸いです。） 

  

（7）申込方法：本募金にご賛同・ご支援いただけます際は、お手数ながら第 44 回日本 

美容外科学会総会HP「募金申込フォーム」にご記入のうえ、下記（9）に 

記載の指定口座までお振込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

（8）申込締切：2021 年 9月 29日（水）  

 

（9）振 込 先：三井住友銀行 香里ヶ丘支店 (店番号 184) 

普通預金 口座番号 1011953  

 名義：第 44回日本美容外科学会総会 会長 土井秀明  

     ｶﾅ：ﾀﾞｲ 44 ｶｲﾆﾎﾝﾋﾞﾖｳｹﾞｶｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾄﾞｲﾋﾃﾞｱｷ 

   

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせていただきます。 

※領収書が必要な場合は運営事務局へあらかじめご連絡ください。 

 

（10）お問い合わせ先： 

第 44 回日本美容外科学会総会 運営事務局 

株式会社コングレ内 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-13 

E-mail: 44jsaps2021@congre.co.jp  (メールにてお問合せください) 

 

以 上 
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共催セミナー募集要項 

 

（1）会  期：2021 年 9月 30日（木）～ 10月 1日（金） 

 

（2）開催場所：ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 

〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館 B2F 

TEL: 06-6292-6911 

 

（3）申込方法： 第 44回日本美容外科学会総会HP「共催セミナー申込フォーム」から 

   お申込みください。共催セミナー1枠につき、1件の入力をお願い 

します。 

 

（4）申込締切： 2021年 3月 31日（水） 

 

（5）共催セミナー会場設定： 

ご希望･ご予定内容を第 44回日本美容外科学会総会HP「共催セミナー申込フォー

ム」によりご提出いただき、主催者にて調整の上、決定させていただきます。 

共催セミナー会場数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。 

あらかじめご了承ください。 

 

また、感染症拡大の状況によっては、第 44回日本美容外科学会総会の運営方式が

「現地＋サテライト会場開催方式」もしくは「現地＋WEB開催方式（ハイブリッド方

式）」に変更になる可能性もあります。 

 

開催方式が変更になった際の共催セミナーの開催方式について、 

「ライブ中継のみ可（オンデマンド不可）」もしくは「オンデマンド可」について

共催セミナー申込フォームにて確認させていただきます。 

 

（6）共催セミナー会場仕様：  

機材・備品は学会で使用するものをそのままご利用いただけます。また、共催セミ

ナー１枠につき、抄録集 1冊をお渡しいたします。共催セミナー会場・日程の割当

てなどは申込締切後、講演内容、演者の予定等を考慮し、主催者にて決定いたしま

すので、ご一任願います。 

 

その他、詳細に関しましては申込締切後、運営事務局よりご案内いたします。

（2021年 6月頃予定）また、演者、司会候補が決定しましたら運営事務局までお知

らせください。主催者で確認のうえ、演者、司会の決定を通知いたします。 

候補が重複した場合は、調整させていただきます。 
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（7）振込先 ： 三井住友銀行 香里ヶ丘支店 (店番号 184) 

 普通預金 口座番号 1011953  

 名義：第 44回日本美容外科学会総会 会長 土井秀明  

         ｶﾅ：ﾀﾞｲ 44 ｶｲﾆﾎﾝﾋﾞﾖｳｹﾞｶｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾄﾞｲﾋﾃﾞｱｷ 

 

※共催セミナー枠決定後、請求書をお送りいたします。  

発行日より 1ヶ月以内にお振込みください。 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせていただきます。 

 

（8）取 消 ：「共催セミナー申込フォーム」による申込後は、主催者が不可抗力と認めた 

場合以外、取消はできません。  

 

（9）共催費 ： 共催費は税込価格です。下記の内容は共催費には含まれません。 

 

・演者、司会の先生方のご講演料、宿泊、交通費他、接遇にかかる一式 

・貴社共催セミナーのポスター･チラシ等 印刷物費用 

 

＜ライブ中継 もしくは オンデマンド の場合＞ 

・ライブ中継・収録会場（演者の先生 講演場所）費用および 

インターネット回線費用 

・演者、司会の先生方が使用するPCおよびWEBマイク・WEBカメラ 

 

（10）お問い合わせ先： 

第 44 回日本美容外科学会総会 運営事務局 

株式会社コングレ内 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-13 

E-mail: 44jsaps2021@congre.co.jp  (メールにてお問合せください) 
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募集予定（全席シアター席を予定しています） 

日時 

（予定） 
ランク 種別 

募集 

口数 

席数 

（予定） 

共催費  

（税込） 

9月30日（木） 

12:00～12:50 

A 
ランチョンセミナー 1 

（美容外科学会） 
1 400席 ¥1,650,000 

B 
ランチョンセミナー 2 

（美容外科学会） 
1 200席 ¥1,100,000 

B 
ランチョンセミナー 3 

（美容外科学会） 
1 90席 ¥1,100,000 

10月1日（金） 

12:00～12:50 

A 
ランチョンセミナー 4 

（美容外科学会） 
1 400席 ¥1,650,000 

B 
ランチョンセミナー 5 

（美容外科学会） 
1 200席 ¥1,100,000 

B 
ランチョンセミナー 6 

（美容外科学会） 
1 90席 ¥1,100,000 

9月30日（木） 

17:00～17:50 

- 
イブニングセミナー 1 

（美容外科学会） 
1 200席 ¥1,100,000 

- 
イブニングセミナー 2 

（美容外科学会） 
1 90席 ¥1,100,000 

 ※プログラム編成の状況により、開催時間については変更する場合があります。 

※感染症拡大の状況により、政府・自治体より席数の上限に関する要請・指導が行われる

場合があります。その場合は席数が減少する可能性があります。 

 

 

(11) オプション申込 ＜現地開催の場合＞  

詳細は後日配布いたします共催セミナー実施要項にてお知らせいたしますが、 

以下の費用は上記共催費に含まれておりません。共催企業様のオプション申込と 

なります。詳細は2021年6月頃に運営事務局よりご案内させていただきます。 

オプション申込につきましては会期終了後、費用を請求させていただきます。 

 

・食事代：参加者用弁当（お茶込み）、演者、司会打合せ食事 等 

・看板・表示物：共催セミナー会場表示看板、氏名掲示（演者、司会）等 

・追加機材：収録、控室の機材･備品 等 

・運営要員（進行アナウンス・受付スタッフ・控室スタッフなど） 

 

 

 

以 上 
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広告募集要項 
 

（1）媒 体 名： 第44回日本美容外科学会総会プログラム・抄録集 

 

（2）配布対象： 学会会員 他 

 

（3）発行部数： 1,500 部（学会会員へ送付、非会員へ販売） 

 

（4）掲載料及び募集数： 11社 

 

 掲載面 サイズ 掲載料（税込） 募集口 

①  表4（裏表紙）  1頁（カラー） A4 1頁 \220,000 1社 

②  表3（裏表紙裏）1頁（モノクロ） A4 1頁 \165,000 1社 

③  表2（表表紙裏）1頁（モノクロ） A4 1頁 \165,000 1社 

④  後付   1頁（モノクロ） A4 1頁 \110,000 6社 

⑤  後付 1/2頁（モノクロ）  A4 半頁 \66,000 2社 

※掲載順につきましては原則、申込先着順とさせていただきます。 

 ※広告枠1件につき、抄録集1冊をお渡しいたします。 

 

（5）媒体作成費（税込・予定額）： 1,815,000円 

 (広告料収入との差額は総会にて負担予定) 

 

（6）広告料総額（税込・予定額）： 1,342,000円 

 

（7）申込方法：第44回日本美容外科学会総会HP「プログラム・抄録集広告申込フォーム」

からお申込みください。広告1枠につき、1件の入力をお願いします。 

 

（8）申込締切：2021年6月30日（水） 

 

（9）振込先： 三井住友銀行 香里ヶ丘支店 (店番号 184) 

普通預金 口座番号 1011953  

名義：第 44回日本美容外科学会総会 会長 土井秀明  

    ｶﾅ：ﾀﾞｲ 44 ｶｲﾆﾎﾝﾋﾞﾖｳｹﾞｶｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾄﾞｲﾋﾃﾞｱｷ 

  

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせていただきます。 

※申込内容の確認後、請求書をお送りさせていただきます。 

発行日より1ヶ月以内にお振込みください。 
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（10）広告原稿： A4版（1/2頁の場合A5版横長）の完全版下、 

又はイラストレーターファイルでお願いします。 

2021年6月30日（水）までに運営事務局へお送りください。 

（なお、原稿の返却をご希望の場合には返送用封筒を切手貼付の上 

同封してください。） 

 

（11）お問い合わせ、版下送付先： 

       第44回日本美容外科学会総会 運営事務局 

株式会社コングレ内 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-13 

E-mail: 44jsaps2021@congre.co.jp (メールにてお問合せください) 

 

 

 

以 上 
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 HPバナー広告掲載募集要項 

 
（1）媒 体 名：第 44回日本美容外科学会総会  

 

（2）ユーザー：医師および医療関係者 

 

（3）主要コンテンツ：開催案内、演題募集、会場案内、宿泊案内 等 

 

（4）掲 載 期 間：申込受付時 ～ 2021年 9月（予定） 

 

（5）広告掲載料：110,000 円（税込）  

 

（6）掲 載 社 数：2社（予定） 

 

※バナーのリンク先は貴社への HP（トップページ）を基本としております。 

リンクを希望しない場合は、その旨入力フォームに記載ください。 

希望しない場合であっても掲載料は変わりませんので予めご了承ください。  

※総会 HP内の掲載場所は、運営事務局に一任いただきます。  

※上記金額には、バナー作成費用は含まれておりません。  

※アクセス件数の保証はありません。  

 

（7）広告規格： 

・バナーサイズ：260px × 60px 

・画像形式：gif、jpeg、png 

・カラーモード：RGB 

・ファイル容量：20Kb 以下 

・バナーイメージは貴社にてご用意ください。  

 

（8）掲載規約：以下に該当する HPのバナー広告は取り扱いません。  

① 責任の所在が不明なもの 

② 事実ではないにもかかわらず、主催者が広告主を支持、またはその商品や 

    サービス等を推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの 

③ 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの 

④ 反社会的勢力が関与しているもの 

⑤ 非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり不安を与える 

おそれがあるもの 

⑥ 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれのあるもの 
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⑦ 氏名、写真、談話、および商標、著作権、特許等を無断で使用したもの  

⑧ 詐欺的なもの、またはいわゆる悪質商法とみなされるもの 

⑨ その他、主催者が不適切であると判断したもの 

   

（9）申込方法：第44回日本美容外科学会総会HP「HPバナー広告申込フォーム」から 

お申込みください。 

 

（10）申込締切日：2021年 6月 30日（水）  

   

（11）振込先：三井住友銀行 香里ヶ丘支店 (店番号 184) 

普通預金 口座番号 1011953  

名義：第 44回日本美容外科学会総会 会長 土井秀明  

ｶﾅ：ﾀﾞｲ 44 ｶｲﾆﾎﾝﾋﾞﾖｳｹﾞｶｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾄﾞｲﾋﾃﾞｱｷ 

 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせていただきます。 

※申込内容の確認後、請求書をお送りさせていただきます。 

発行日より1ヶ月以内にお振込みください。 

 

（12）お問い合わせ・バナー原稿送付先： 

 第44回日本美容外科学会総会 運営事務局 

 株式会社コングレ内 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-13 

E-mail: 44jsaps2021@congre.co.jp (メールにてお問合せください) 

 

 

以 上 
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【第 44回日本美容外科学会総会 収支予算案】 

 

2020年9月現在

＜収入の部＞

科目 数量 単価 予算額 備考

１． 参加費 14,225,000

(1) 美容外科学会会員 420 20,000 8,400,000

  非会員（一般） 90 50,000 4,500,000

　初期研修医 15 15,000 225,000

　メディカルパートナー 30 10,000 300,000

　医学部学生 4 10,000 40,000

　会員同伴者 10 5,000 50,000

　懇親会費 140 3,000 420,000

（2） 抄録集販売 30 2,000 60,000

（3） 形成外科学会専門医講習会 230 1,000 230,000

２． 共催セミナー費 9,900,000

（1） ランチョンセミナー１,4 (Aランク) 2 1,650,000 3,300,000

（2） ランチョンセミナー2,3,5,6 (Bランク) 4 1,100,000 4,400,000

（3） イブニングセミナー1,2 2 1,100,000 2,200,000

３． 展示会 34,782,000

　機器展示小間 90 385,000 34,650,000

　書籍展示小間 6 22,000 132,000

４． 広告掲載（抄録集、HPバナー広告） 1,562,000

　表4 （カラー） 1 220,000 220,000

　表3 （モノクロ） 1 165,000 165,000

　表2 （モノクロ） 1 165,000 165,000 日本美容医療共済会

　後付1頁 （モノクロ） 6 110,000 660,000

　後付1/2頁 （モノクロ） 2 66,000 132,000

　HPバナー広告 2 110,000 220,000

５． 補助金 588,000

　学会事務局 500,000 500,000

　日本美容医療協会 88,000 88,000 （市民公開講座＋広告1頁）

６． 寄付金 300,000

　寄付金 300,000 300,000

  合 計 ¥61,357,000
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2020年9月現在

＜支出の部＞

科目 予算額 備考

１． 事前準備費 15,400,279

(1)  事務局関係費 8,842,200

(2)  演題処理、プログラム関係費 375,100

(3)  通信・発送関係費 509,652

(4)  印刷・製作物関係費 5,673,327

   内　抄録集製作費（1,500部） 1,815,000

２． 当日運営費 40,861,451

(1)  会場関係費 12,223,940

(2)  映像・その他持込機材関係費 4,999,050

(3)  看板関係費 227,904

(4)  展示関係費 2,227,005

(5)  接遇関係費 13,174,950

(6)  招聘関係費 5,173,573

(7)  運営要員関係費 2,835,030

３． 事後処理費 1,231,929

 小 計 57,493,659

 予備費 3,863,341

 合 計 ¥61,357,000


