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The 13th Live Forum for Anti-Aging Surgery & Regenerative Medicine by JAAS

第13回 JAAS東京Live Forum
主催：一般社団法人  日本アンチエイジング外科学会　　後援：JAASアカデミー

Japan antiaging surgery for cosmetic surgeons, general Physicians and dental doctors

2022年11月19日-11月20日 第4回ネオエイジング分科会と同時開催
■会場  TKP新橋カンファレンスセンター　■ライブ配信は東京皮膚科･形成外科 銀座院から

詳しいプログラムは4月にWEB　http://www.jaas-academy.com/にて案内

会場内ライブ供覧

クリニックライブ直視

13回目はメイン会場＋サブ会場を用意。後継の若き医師らに症例発表の機会を
サブ会場では、「美容内科医」「メディカルエステ」そして全出展者のプレゼンが
　第 13 回 JAAS ライブフォーラムを 11 月 19 日（土）‐20 日（日）に開催する運びとなりました。一昨年より新型コロナ感染症（COVID‐19）拡大がつづき未
だ収束には至りませんが、2022 年の今年もリモート開催ではなくあえて現地会場・対面型での開催にすることにしました。美容医療系の学会ゆえ、発表スライ
ドのモニター写真などプライバシー保護や肖像権、さらには演者が有する技術などの版権などの配慮から、配信映像にはリスクが生じるため、現地開催の決定
となりました。11 月の状況をみながら必要であれば感染症対策、ソーシャルディスタンスについて最大限の対策をしていくことはいうまでもありません。
　13 回目を迎えるにあたり、歴史の浅い JAAS だからこそ斬新なプログラム内容を組み込む予定で、美容外科、美容皮膚セッションでは、次世代の若き医師ら
に症例を開示していただきながら、会場内の先生方と大いに議論していく試みを考えています。数少ない症例ながらも、美容医療に日々取り組む新世代の演者、
そして経験を踏まえた見識と知識でその講演を聴講する参加医師とのディスカッションは必ず大いなるヒントと学びの機会になることは間違いありません。ま
た「クレーム症例」をあえて公開してもらう演者もエントリーしていただきます。さらに、引き続き JAAS 恒例となった２次元同時中継ライブを実施しながら、
会場での講師発表でもその多くが「手術、施術、治療動画」を組み込みこんでいただく予定です。
そして、今年は、メイン会場のほかに、「美容内科」「メディカルエステ」の講演とデモ実演をしてもらうサブ会場を用意しました。いまや美容医療の治療、施
術は外科、皮膚科領域を超えて「内面美容」「心身のケア」にまでその裾野を広げ、美容医療とアンチエイジング内科、メディカルエステとの協業あるいは情
報共有が欠かせません。歴史ある美容系医学会ではなかなか踏み込むことのできない、こうした「新しいアカデミズム」を JAAS がプラットホームの役割を果
たしながら、業界そして社会に発信してまいりたい。
２日間にわたる講義、ライブ供覧、現地施術デモにぜひ、JAAS、JAAS アカデミー会員の先生方また多くの医師、医療従事者、エステ関係者のみなさまのご参
加をお待ちしています。
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申 込 区 分

（必ず該当欄に○□を）
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 氏　名             男・女                   印

御請求書住所   〒                                 　　　　都・道・府・県

  

TEL       　　    FAX

E-mail     　　　　　　@

勤務先又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部　署
所属医院       　 （資 格）

勤務先     〒    　　　　　　　　勤務先
住　所                 TEL

参加申込書
申込日　　2022 年　　　月　　　日

下記は事務局記入欄        

受付日　　　    　／　　　　   入金日　　　　　　　　 　　 登録№　　　  　　／

 　

一般社団法人  JAAS日本アンチエイジング外科学会
事務局：〒104-0033東京都中央区新川2-21-15
                TEL03-6222-3121   FAX03-6222-3125

FAXお申込み　03－6222－3125

カンファレンス会場ライブ映像供覧  ○R 席　撮影NG

　　○JAAS会員、非会員

　　　2日間Pass25,000円（医師、歯科医）、17,000円（その他）､

　　　1日17,000円（医師、歯科医）、13,000円（その他）、JAAS会

　　　員は認定医など資格履修 2日間で2単位、1日で 1単位

　　●非会員で同時入会者も、上記に準じる

　　○非会員の事前登録は

　　　2日間Pass25,000円（医師、歯科医）、17,000円（その他）、

　　　1日 17,000円（医師、歯科医）、13,000円（その他）、履修

　　　単位はありません

○会場ライブ映像供覧  ○R 席２日間　○会場ライブ映像供覧  ○R 席１日間
○クリニック直視ライブ供覧  ○S 席２日間　○クリニック直視ライブ供覧 
 ○S 席１日（クリニック直視１日10名まで）□JAAS会員　□非会員　□同時入会

フォーラム参加登録費について
クリニック直視ライブ供覧  ○S 席　撮影OK（収録動画進呈）

　　○JAAS会員、非会員定員（１日10名まで）

　　　2日間Pass70,000円（医師のみ）、1日40,000円（医師のみ）、

　　　JAAS会員は認定医など資格履修　2日間3単位、1日で2単

　　　位

　　●非会員で同時入会者も、上記に準じる

■認定医（医師、歯科医）、認定メディカルエステティシャン

　資格者の本ライブフォーラム（学術総会に準ずる）参加必須｡

　資格継続要件となります｡
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学術展示　出展募集とご出展のお願い（40ブース）

代表者名

ご担当者名

 フ リ ガ ナ
御  社  名

所  在  地

T E L 　　　　　　　　　　　F A X 　　　　　　　　　   　　E-mail

展示小間数

@

企業ランチョンセミナー

全ての出展社

学術展示／企業ランチョン　　申込書（締切：満小間になり次第）FAX 03－6222－3125
＊お申込書をいただいた後、御請求書を発行。希望の小間位置がある場合の小間確定は、ご入金後となります

申込日
      2022年　　月　　日

会場内資料

　　　　配布　□

①又は②×　小間

■事務局：一般社団法人　
　　　　日本アンチエイジング外科学会　
　　　　東京都中央区新川2-21-15
　　　　電話 03-6222-3121
■後援：JAASアカデミー
■会場：○本会場／TKP新橋カンファレンスセンター
　　　　○中継会場／東京皮膚科･形成外科 銀座院
■日時：11月19日（土）－ 11月20日（日）
■来場者：2日間で400名（カンファレンス登録及び学術展示場来場
　　　　者）
■参加対象：美容外科・形成・皮膚科及び整形外科・外科・眼科・
　　　　婦人科・内科・麻酔科・耳鼻咽喉科ほか内科系医師、歯科
　　　　医、医学生、看護師・エステティシャンなどComedical、美
　　　　容・健康関係企業など
■学術展示：40小間　1 小間／2.25m×1.25m× 2m、パッケージ小
　　　　間（展示台・椅子・社名板）、カンファレンス会場は
　　　　①260,000円（税別）、企業プレゼン会場②250,000円（税別）、
　　　　（展示①、②、全出展者が企業プレゼンテーション）
　　　　＊カンファレンス参加登録は出展社2名までFreePass発行。

■対象となる出展物：□美容医療 ､□美容再生､□アンチエイジング､
　　　　□歯科に関る商品、薬剤、製剤、資材・器具、機械、検査機、医療サービス（美容機器、
　　　　医療機器、注入フィラー剤、医療資材・用具、美肌診断機器、化粧品、サプリメント及び
　　　　OEM受託、クリニックフランチャイジー、独自療法・施術、医師・看護師の転職・紹介業
　　　　

第13回 JAAS東京LiveForum学術出展概要
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　JAAS日本アンチエイジング外科学会の第 13回東京LiveForumが、11月19日（土）、11月20日（日）の両日、東京・TKP新橋カ

ンファレンスセンター、そして東京皮膚科･形成外科 銀座院の2会場を使い開催されます。国内外から美容外科・内科・歯科

・エステシャンのスペシャリストを招き、｢アンチエイジング美容外科」「ネオエイジング」「美容内科」「美容医療マーケティ

ング・入門」「アンチエイジング歯科」「美容メディカルエステ」をテーマに、その施術・治療法、症例、施術動画や、午後の

部では 2日間にわたり同時生ライブ放映を供覧することになる。LiveSurgeryやLiveTherapyの進行は、クリニックのオペ室に

撮影クルーがはいり同時2元中継で、カンファレンス会場に生の映像を送ることになります。

　さらに、ランチョンセミナー枠では出展社全てのプレゼンテーション・デモ実演が組み込まれています。第 1 回目から美

容医療の学会の中で先駆けて開催されてきた、この試みには、今回も多くの美容外科・形成・皮膚科の先生方をはじめ内科

系の医師、歯科医さらにはエステティシャンからも関心が寄せられています。2日間、医師、歯科医、医学生やComedical、

企業関係者の方々を含め約400名の参加来場が見込まれます。

　本Forum会期中、カンファレンス会場内に40の学術展示ブースが設置されます。ぜひ、参加者へのPRにご活用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 　　　　　　　　　 　　　　□ JAAS理事長：池田　欣生　□ 事務局

カンファレンス
＆ 展示①

企業プレゼン
＆展示②

①
カンファレンス会場

（美容医療・ネオエイジング）

①
カンファレンス会場

（美容医療・ネオエイジング）
180席

② 第2会場（美容内科・メディカルエステ・企業プレゼン）70席

180席
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