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【基礎老化研究誌は全会員へオンライン版の配付となりました】

　冊子体購入希望の方は、事務局にお知らせください（secretariat@tmig.or.jp）。年会費に印刷費・送料を加えた金
額を支払う事で、今まで通り冊子体をお手元にお届けします。金額等については、事務局にお尋ねください。
　オンライン版講読には、パスワード等が必要です。年会費請求書に2015年度の閲覧用パスワード等を同封しましたが、
不明の時には所属・会員番号を添えて事務局にお尋ね下さい。

【「老化・老年病研究のための動物実験ガイドブック」完売のお知らせ】

　本学会が編集した「老化・老年病研究のための動物実験ガイドブック」は完売しました。皆様のご協力に感謝致します。

【2015 年度 第１回日本基礎老化学会理事会　議事録】

日　時：2015 年６月 12 日（金）16：00-18：00
場　所：パシフィコ横浜　４F　会議室 417
出席者：下川功（理事長、議長）、石神昭人、重本和宏、清水孝彦、石井直明、伊藤雅史、近藤祥司、樋上賀一、

樋口京一、堀田晴美、丸山光生、森望、遠藤玉夫（以上理事 13 名）、萬谷博（前会計幹事）

Ⅰ．理事選挙、評議員選挙報告

　2015 年 2月16-23日の間、インターネット投票により理事選挙を行った。2月24日に理事 12 名が決定した。
また、2015 年 3月9日 -16日の間、インターネット投票により評議員選挙を行った。3月20日に19 名が決定した。

Ⅱ．理事長の互選結果報告：事務局

　理事の互選により下川功新理事長が決定した。

Ⅲ．下川功理事長挨拶

　基礎老化学会は、長年お世話になっている学会であり、学会に貢献する時期かと思い理事長を引き受けさせて頂き
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ました。これから理事長を務めさせて頂きます。長崎は少し離れておりますが、皆さんの協力を得ながら学会を運営し
ていきたいと考えていますのでどうかよろしくお願い致します。

Ⅳ．第 38 回日本基礎老化学会大会　遠藤玉夫大会長挨拶

　今日から２年に一度の合同会として第 38 回日本基礎老化学会大会が始まります。今回の合同会は、井藤英喜大会
長のお考えもあり、他の学会との合同プログラムを多く設けたため、基礎老化学会は 1.5日の会期になりました。スケ
ジュール的には非常にタイトですが、他の学会と協力して合同シンポジウムや合同の口頭発表などを多く取り入れていま
す。基礎老化研究の重要性をアピールしながら、合同会のメリットを生かした有意義な大会にしていきたいと思います
のでご協力の程、よろしくお願い致します。

Ⅴ．審議・報告事項

１．会則、細則の改定について：事務局
　会則、細則の改定についての審議をはじめに行うことになった。事務局から会則、細則の改定案が提示、説明された。

【審議された主な点】
•… 第 8 章附則第 30 条について、本文をどのように変更するか議論した。最終的に「本会則の変更には、総会におい

て正会員出席者の２／３以上（但し委任状を含む）の同意を必要とする。」とすることになった。
•… 日本老年医学会などの役員任期が２年であることから、本学会も役員任期を２年にすることにした。現理事の任期

は、選挙時は３年であったが、今回から２年にすることにした。総会での承認が得られない場合には、２年後に
役員の総辞職もやむを得ないとの意見もあった。

•… 編集委員長は、編集理事が担当することになった。
•… 細則で名誉会員の資格年齢を 65 歳以上の正会員に変更することになった。

　審議の結果、今回の変更点は以下である。
■　会則の変更点
①…会長を全て理事長に変更
②…庶務理事、会計理事、編集理事の追加
③…大会理事の追加
④…理事長、理事、評議員の任期を2 年に変更
⑤…総会での承認を「正会員出席者の２/３以上（但し委任状を含む）の同意を必要とする。」に変更
■　細則の変更点
①…庶務理事、会計理事、編集理事の追加
②…名誉会員の資格年齢を 65 歳以上の正会員に変更

　審議の後、会則、細則の変更は承認された。

２．日本基礎老化学会役員（平成 27年～ 28 年）報告：理事長
　下川理事長から日本基礎老化学会役員、委員（平成 27年～ 28 年）案が提示、説明された。

庶務理事　石神昭人、会計理事　重本和宏、編集理事　清水孝彦

編集委員会　○印：委員長
○…清水孝彦（千葉大）、杉本昌隆（国立長寿研）、木村展之（国立長寿研）、石井恭正（東海大）、千葉卓哉（早

稲田大）、渡辺信博（都健康長寿研）
広報・ホームページ委員会　○印：委員長
○…丸山光生（国立長寿研）、清水孝彦（千葉大）、伊藤雅史（都健康長寿研）、杉本昌隆（国立長寿研）、遠藤昌吾（都

健康長寿研）
国際交流委員会　○印：委員長
○…森望（長崎大）、樋上賀一（理科大）、樋口京一（信州大）
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日本老年学会将来計画委員会　
　下川功（長崎大）、石井直明（東海大）、堀田晴美（都健康長寿研）
日本老年学会プログラム委員会　

　下川功（長崎大）、石井直明（東海大）、近藤祥司（京都大）
日本老年学会総会

　下川功（長崎大）、石井直明（東海大）、樋上賀一（理科大）、樋口京一（信州大）、丸山光生（国立長寿研）、石
神昭人（庶務理事、都健康長寿研）

　庶務理事、会計理事の小委員会を作ってはどうかとの提案があった。今後の検討事項とする。

　審議の後、役員、委員は承認された。

３．理事、評議員の推薦：理事長
　下川理事長から学会を活性化するため、理事及び評議員の推薦があった。

理事… 山下均（中部大）

評議員　旗野健太郎（筑波大）、壷井功（日本大）、大澤郁郎（都健康長寿）、
　　　　海野けい子（静岡県立大）、川又敏男（神戸大）、小森理絵（徳島文理大）

　審議の後、理事、評議員の推薦は承認された。総会で承認後、本人の意思確認を行う。

４．第 40 回（2017年）日本基礎老化学会大会（合同会、名古屋）大会長の変更：理事長
　磯部健一前理事から今年 3月に名古屋大学を定年退職し、異動先の大学での教育が忙しく、大会の準備が出来な
いため、第 40 回日本基礎老化学会大会大会長を辞任したいとの連絡があった。そのため、大会長を磯部健一前理
事から丸山光生理事に変更したいと理事長より説明があった。

　審議の後、大会長の変更は承認された。

５．平成 26 年度決算報告：萬谷博前会計幹事
　収入合計は4,993,195 円（予算に対して 829,480 円の収入増加）。

　予算額に対する増額分は、主に賛助会員費、ココロカ㈱による大会号100 部の購入、第 36 回シンポジウムからの
寄付金に依る。

　支出合計は 3,032,276 円（予算に対して 803,036 円の支出増加）。

　支出額が増加している理由は、27年度分の国際交流費及び海外名誉会員交通費を26 年度に前払いしたこと、ココ
ロカ㈱購入の大会号100 部を増刷したこと、庶務経費（賃金）の増加に依る。

　支出の増額分よりも収入の増額分が上回ったため、全体の収支としては 58,204 円の収益となり、次年度への繰越
金が 1,960,919 円となった。

　伊藤前監事より、監査の結果予算執行に問題のない旨の報告があった。伊藤、新海両前監事からの書面による監
査報告は事務局が保管している。

　審議の後、決算は承認された。
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６．平成 27年度予算審議：萬谷博前会計幹事、重本和宏会計理事
　収入は、昨年度の会費等の収入実績を踏まえて、1,884,000 円を計上した。昨年度からの繰越金 1,960,919 円を加え、
収入合計は4,060,919 円となる。
　支出は、2,410,850 円を予定している。収入以上の支出になる予定である。

　基礎老化研究の印刷発送は 39-2 号（大会号）をもって終了し、以降はオンライン配信とし、冊子体は希望者のみ
とすることが決定しているため、次年度以降の支出は減少が見込まれる。しかしながら、今後も収入増加あるいは支
出抑制の方策を検討していく必要がある。

　審議の後、予算は承認された。

７．第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会について：石井直明理事
日　時：平成 28 年５月27日 ( 金 )、28日 ( 土 )
場　所：伊勢原市、東海大学医学部前の文化会館
大会長：石井直明理事　副大会長：西崎泰弘教授（東海大学付属東京病院、副医院長）
詳細は、決まり次第アナウンスする。

８．第 40 回（2017年）日本基礎老化学会大会（合同会）について：丸山光生理事
日　時：平成 29 年６月14日 ( 水 ) ～16日 ( 金 )
場　所：名古屋国際会議場
大会長：丸山光生理事
詳細は、決まり次第アナウンスする。

９．第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて：樋口京一理事
日　時：平成 27年 10月31日 ( 土 )
場　所：東京都健康長寿医療センター研究所
世話人：樋口京一
詳細は、決まり次第、ホームページやメールでアナウンスする。

10．第 41回（2018 年）日本基礎老化学会大会について
　大会長は、樋上賀一理事に決定した。詳細は、決まり次第アナウンスする。

11．第 38 回（2016 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて
　第 38 回日本基礎老化学会シンポジウムの開催を延期する。今後のシンポジウムのあり方を理事会で議論していくこ
とにした。

12．日本老年学会理事会報告：石井理事
　The…21st…World…Congress…of…Gerontology…and…Geriatrics…(IAGG…2017) は、2017年７月23-27日にサンフランシス
コで行うことが報告された。

13．編集員会報告：清水孝彦編集理事
　基礎老化研究誌 39（２）５月号は、第 38 回日本基礎老化学会大会、プログラム・要旨集として発刊された。また、
基礎老化研究誌 39（3）９月号より完全オンライン化となる。
　基礎老化研究誌 40（1）１月号より誌面をリニューアルする。

14．…広報・ホームページ委員会報告：丸山光生理事
　ホームページでは検索キーワードの解析データも得られることから、編集委員会が執筆者を選定する際の参考資料
を提供できる。そのため、合同での委員会を少なくとも年に１回は開催していく。
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ホームページのアクセス数や検索キーワードの解析した内容をホームページやメールなど、何らかの方法で提供してい
ければと考えている。

15．学会ロゴマークについて：丸山光生理事
　2015 年５月１日～31日までロゴマークの募集を行った。応募の中から広報・HP 委員会で５つの候補を選び、理事
の投票を行った。投票の結果、ロゴが選定された。

【2015 年度 第１回日本基礎老化学会評議員会　議事録】

議事録中“理事会議事録参照”では上記の理事会議事録をご参照下さい。

日　時：2015 年６月13日（土）11：45-12：35
場　所：パシフィコ横浜　４F…413
出席者：…下川功（理事長）、遠藤昌吾（議長）、石井恭正、内田さえ、柿澤昌、下田修義、新海正、杉本昌隆、千葉卓哉、

細川昌則、丸山直記、三井ゆり、本山昇、安田邦彦、ワダワ　レヌー（以上評議員14 名）、石神昭人（庶務理事）、
重本和宏（会計理事）、清水孝彦（編集理事）、遠藤玉夫（大会理事）、萬谷博（前会計幹事）：欠席３名（う
ち委任状提出３名）

Ⅰ．下川功理事長挨拶

　理事会議事録参照

Ⅱ．第 38 回日本基礎老化学会大会　遠藤玉夫大会長挨拶

　理事会議事録参照

Ⅲ．審議・報告事項

１．監事の選出
　新監事が選出された。
　新海　正　（芝浦工業大学）、
　内田　さえ（東京都健康長寿医療センター研究所 )

２．理事選挙、評議員選挙報告
　理事会議事録参照

３．日本基礎老化学会役員（平成 27年～ 28 年）
　理事会議事録参照

４．理事、評議員の推薦：理事長
　細則２（役員の選出等）2-3-1に「評議員の数は、正会員総数の10%を超えないものとする。」との記載があるのに
評議員の数を増やすことに問題は無いのか、との質問があった。下川理事長から確かにその通りであるが、学会を活
性化するため、今回は承認して欲しいとの返答があった。

　審議の後、承認された。

５．平成 26 年度決算報告：萬谷博前会計幹事
　平成 26 年度決算について報告があった（理事会議事録参照）。新海前監事より、監査の結果予算執行に問題のな
い旨の報告があった。伊藤、新海両前監事からの書面による監査報告は事務局が保管している。
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　審議の後、決算は承認された。
６．平成 27年度予算審議：萬谷博前会計幹事
　平成 27年度予算について説明した（理事会議事録参照）。

　審議の後、予算は承認された。

７．第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

８．第 40 回（2017年）日本基礎老化学会大会（合同会）について
　理事会議事録参照

９．第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて
　理事会議事録参照

10．第 41回（2018 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

11．会則、細則の改定について：事務局
　事務局から会則、細則の改定案が提示、説明された。

　審議の後、会則、細則の変更は承認された。

12．編集員会報告
　理事会議事録参照

13．広報・ホームページ委員会報告
　理事会議事録参照

【2015 年度 第１回日本基礎老化学会総会　議事録】

　議事録中“理事会議事録参照”では上記の理事会議事録をご参照下さい。

日　時：2015 年６月14日（日）17：15-18：00
場　所：パシフィコ横浜　４F…413
出席者：…下川功（理事長）、正会員135 名（41名出席、委任状提出 94 名）【正会員総数 233 名】、石神昭人（庶務理事）、

重本和宏（会計理事）、清水孝彦（編集理事）、遠藤玉夫（大会理事）、萬谷博（前会計幹事）

Ⅰ．下川功理事長挨拶

　理事会議事録参照

Ⅱ．審議・報告事項

１．理事選挙、評議員選挙報告
　理事会議事録参照
２．理事、評議員の推薦：理事長
　理事会議事録参照
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　審議の後、承認された。

３．平成 26 年度決算報告：萬谷博前会計幹事
　平成 26 年度決算について報告があった（理事会議事録参照）。新海前監事より、監査の結果予算執行に問題のな
い旨の報告があった。伊藤、新海両前監事からの書面による監査報告は事務局が保管している。

　審議の後、決算は承認された。

４．平成 27年度予算審議：萬谷博前会計幹事
　平成 27年度予算について説明した（理事会議事録参照）。

　審議の後、予算は承認された。

５．第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

６．第 40 回（2017年）日本基礎老化学会大会（合同会）について
　理事会議事録参照

７．第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて
　理事会議事録参照

８．第 41回（2018 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

９．会則、細則の改定について：事務局
　事務局から会則、細則の改定案が提示、説明された。

　審議の後、会則、細則の変更は承認された。

10．ロゴマークについて
　下川理事長よりロゴマークについて説明があった。

　審議の後、承認された。

Ⅲ．若手奨励賞授与式：理事長、大会長　遠藤玉夫

　若手奨励賞は、４名となった。賞状と金一封が贈呈された。

　木村展之（国立長寿医療研究センター研究所）
　泉尾直孝（千葉大学大学院）
　都築孝充（順天堂大学）
　水之江雄平（東京理科大学）

Ⅳ．第 38 回日本基礎老化学会大会　遠藤玉夫大会長挨拶

　理事会議事録参照
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【事務局より】

　本会事務局の連絡先は以下の通りです。
　入会・退会・ご所属（連絡）先変更届・年会費等のお問い合わせは以下へお願いします。

　〒173-0015
　東京都板橋区栄町 35-2
　東京都健康長寿医療センター内…
　　日本基礎老化学会事務局
　E-mail：secretatiat@jsbmg.jp
　Fax：03-3579-4776…（日本基礎老化学会宛てと明記してください）

【抄録の冊子体購入について】
　今年度より当学会抄録『基礎老化研究』のオンライン化が正式に開始されております。
　つきましては冊子体購入希望の可否をまだ学会事務局に連絡されていない方は、お早目に E-mail にてお知らせくださ
い。購入を希望されない場合でもその旨を明確にしたいため、連絡を頂けますようお願いいたします。

　なお冊子体購入希望の場合は各年会費の他に
　年間購読料として別途￥5,500-（会員特別価格/送料込 /年３回発行分）を納入頂きます。

【会費納入のお願い】
　会費は正会員7,000…円／年、理事 10,000…円／年、評議員8,000…円／年、学生会員 2,000 円／年です。

　※学生会員は年に1 度（年度初め）学生であることを証明できる書類を提示してください。
　　大会に参加される場合は事務局受付での掲示も可。

　H27年度分までの年会費を未納の方は以下の指定の口座にお早目にお納めください。
　未納分が不明な場合は、事務局までメールにてお問い合わせください。

＜銀行振込の場合＞
　銀行振込の場合は、振込者の名前が事務局に通知されません。
　お手数ですが、振込後、事務局（上記アドレス）までお知らせください。
　　　みずほ銀行　（銀行コード　0001）　大山支店　（支店番号　628）
　　　普通口座　口座番号　1034063
　　　名前　（口座使用者）：　日本基礎老化学会

＜郵便局の場合＞
　通信欄に会員番号、お名前、お支払いいただく年度分をご記入ください。
　　　口座記号番号：　00170-3-46043　
　　　加入者名：…日本基礎老化学会

　　　※他金融機関からゆうちょ銀行に振り込む際の振込用口座番号
　　　　０一九（ゼロイチキュウ）店　　当座　0046043

【日本基礎老化学会入会のご案内】
　入会希望の方は、日本基礎老化学会 HP…(「入会・その他のご案内」より) から入会申込書をダウンロードし、記入の
上、事務局まで郵送または E-mail に添付してお送りください。…
　学生会員希望の場合は、申込時に学生であることを証明出来る書類をPDFファイルで添付してください。
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【日本基礎老化学会の賛助会員入会のご案内】
　日本基礎老化学会では、科学研究を通じて高齢化社会に寄与することをめざしています。学会の活性化や会誌の充
実に努め、さらに、その基盤の強化をはかるべく、個人や企業を対象にして広く賛助会員を募っています。
　会費は一口　50,000…円／年です。日本基礎老化学会の賛助会員には以下の特典があります。

⑴…当学会の雑誌「基礎老化研究」を毎号お送りいたします。
⑵… …「基礎老化研究」に広告（A4 半ページ）を年３回無料で掲載します。
… 広告の版下を郵便またはメールに添付して上記学会事務局にお送りください。
⑶…毎年開かれる日本基礎老化学会大会に１名を無料で招待します。

　賛助会員をご希望の方は HP の入会申込書をダウンロードして学会事務局にお送りください。

※…『寄付』ではなく『会員』として参加していただくことになりますので、退会をご希望の際には退会届の提出
が必要となりますのでご留意ください。

【基礎老化研究誌に広告をご希望の方へ】
　基礎老化研究誌では広告を募集しています。…
　１ページ５万円で毎号年３回掲載します。ご希望の方は学会事務局にメールにてお問い合わせください。

【退会に際してのご注意】
　退会の処理を適正かつ厳密に行うために、下記の事項をお守りください。

⑴…退会をご希望の際は、ご自身の署名と捺印のある退会届（書式自由）を事務局まで、郵送してください。
… ただし、お急ぎの場合は E-mail による退会手続きも受け付けております。
… 本学会 HPより退会届をダウンロードしてご記入の上、E-mail に添付していただくことも可能です。

⑵…日本基礎老化学会の会計年度は４月１日～３月31日となっています。
… 従いまして、退会時が年度途中の場合でも、その年度の年会費はお支払いいただくことになりますのでご了承く

ださい。…　　　
… 2016 年３月で退会予定の方は、お早目にお知らせください。

【E-mail について】
　学会事務局と会員の皆様との連絡や役員選挙等に E-mailを活用しています。…
　E-mailアドレスの届出がお済みでない方、アドレス変更をされた方は、必ず事務局に報告してください。

【入退会、休会、住所等の変更、会費等】
　入退会、休会、住所変更、会費、その他不明な事がありましたら、遠慮なく事務局へお問い合せください。…
　また、大学等の研究室を離れた会員については、上司や指導教官から事務局へ連絡をいただけると大変助かります。
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日本基礎老化学会　年会　今後の予定

第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会：
　大 会 長　石井直明（東海大学医学部　教授）
　副大会長　西崎泰弘（東海大学医学部　教授・付属東京病院　副院長）

（単独開催）
2016 年５月 27 日（金）、28 日（土）
伊勢原市民文化会館（神奈川県）

第 40 回（2017 年）日本基礎老化学会大会：
　大 会 長　丸山光生（国立長寿医療研究センター研究所　副所長）

（７学会合同会）
2017 年６月 14 日（水）～ 16 日（金）
名古屋国際会議場（名古屋市）

日本基礎老化学会　シンポジウム

第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウム　世話人　樋口京一
　「モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性」
　　…日時：10 月 31 日（土）　（13：00…-…16：30）
　　…場所：東京都健康長寿医療センター

その他の関連学会開催予定

Asia/Oceania Congress of Gerontology（アジア・オセアニア地域の学術大会）

2015 年
The…10th…Asia/Oceania…Congress…of…Gerontology
Date;…October…19-22,…2015
Place;…The…International…Convention…and…Exhibition…Center,…Chiang…Mai,…Thailand

web…site;…http://iaggchiangmai2015.com/

World Congress of Gerontology and Geriatrics（４年ごとに行われる世界規模の大会）

2017 年
The…21st…World…Congress…of…Gerontology…and…Geriatrics…(IAGG…2017)
Date;…July…23-27,…2017
Place;…Moscone…Center…in…San…Francisco,…CA,…United…States.

web…site;…http://www.iagg2017.org/en/

2021 年
Buenos…Aires,…Argentina

【会員異動と会員数】

平成 27 年３月 27 日～平成 27 年８月５日
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（入会者）
氏名 所属 〒 住所
坂田　宗之 東京都健康長寿医療センター研究所 173-0015 板橋区栄町 35-2

神経画像研究チーム
佐藤　駿平 浜松医科大学…解剖学講座 431-3192 浜松市東区半田山 1-20-1

細胞生物学分野
大城　樹実 東京都健康長寿医療センター研究所 173-0015 板橋区栄町 35-2

老化制御チーム　生体環境応答
須藤　　周 東京大学大学院…工学系研究科 153-8505 目黒区駒場 4-6-1

化学生命工学科専攻…畑中研究室
関　　玲子 帝京大学医療技術学部臨床検査学科 173-8605 板橋区加賀 2-11-1

（所属変更）
氏名 所属 〒 住所
前原佳代子 畿央大学健康科学部健康栄養学科 635-0832 北葛城郡広陵町馬見中 4-2-2　

大学院健康科学研究科

（退会）
三木哲郎、中村克行、伊達朗

（賛助会員入会）
氏名 所属 〒 住所
重岡胃腸科外科医院 828-0031 豊前市大字三毛門 773-1
特定非営利活動法人　Medical…information…network 852-8523 長崎市坂本 1-12-4

長崎大学医学部基礎棟 5
病理学教室内

医療法人　祐和会 859-1107 雲仙市吾妻町牛口名 378-2

（会員訃報）
石幡明

会員数
正 会 員：234 名
学生会員：……37 名
合 計：271 名
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