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Ⅰ．日本基礎老化研究会・曰本基礎老化学会年次大会
　　（1997 年～）

1977 年　第１回大会（曰本基礎老化研究会）
　８月５－６日
　東京都
　世話人　山田正篤（東京大学 ･ 薬）、
　　　　　室田誠逸（都老人研・薬理）
1978 年　第２回大会（曰本基礎老化研究会）
　７月 14 － 15 日
　京都市
　世話人　菅原努（京都大・医）、山科郁夫（京都大・薬）
1979 年　第３回大会（曰本基礎老化研究会）
　７月 20 － 21 日
　東京都
　世話人　太田邦夫（都老人研）
1980 年　第４回大会（日本基礎老化研究会）
　７月 24 － 25 日
　仙台市
　世話人　松沢大樹（東北大・抗酸菌病研）
1981 年　第５回大会（曰本基礎老化学会設立）
　５月 15 － 16 日
　愛知県愛知郡
　世話人　田内久（愛知医大・加齢研）
1982 年　第６回大会
　７月 23 － 24 曰
　東京都
　大会会長　江上信雄（東京大・理）
1983 年　第７回大会（第 13 回合同会）
　10 月 27 － 29 日
　仙台市
　大会会長　樋渡宏一（東北大・理）
1984 年　第８回大会
　６月 28 － 29 日
　京都市
　大会会長　藤田哲也（京都府立医大）
1985 年　第９回大会（第 14 回合同会）
　９月 27 － 29 日
　東京都
　大会会長　今堀和友（都老人総合研究所）
1986 年　第 10 回大会
　７月４－５日
　山梨県甲府市
　大会会長　入来正躬（山梨医大）
1987 年　第 11 回大会（第 15 回合同会）
　10 月１－３日
　大阪市
　大会会長　藤原美定（神戸大・医）
1988 年　第 12 回大会
　９月 21 － 22 日
　神奈川県伊勢原市
　大会会長　鈴木孯之（東海大・医）
1989 年　第 13 回大会（第 16 回合同会）
　11 月 14 － 16 日
　名古屋市
　大会会長　佐藤秩子（愛知医大・加齢医科学研究所）
1990 年　第 14 回大会
　10 月 15 － 17 日
　東京都
　大会会長　積田亨（東京都老人総合研究所・所長）
1991 年　第 15 回大会（第 17 回合同会）

　11 月４－５曰
　横浜市
　大会会長　蟹沢成好（横浜市大・医）
1992 年　第 16 回大会
　９月 28 － 30 日
　東京都
　大会会長　能村哲郎（埼玉大・理）
1993 年　第 17 回大会（第 18 回合同会）
　９月 22 － 24 日
　札幌市
　大会会長　佐藤昭夫（東京都老人総合研究所）
1994 年　第 18 回大会
　10 月 11 － 14 日
　東京都
　大会会長　松尾光芳（東京都老人研）
1995 年　第 19 回大会
　10 月 18 － 20 日
　大阪府
　大会会長　藤原美定（神戸大・医）
1997 年　第 20 回大会　（第 20 回合同会）
　６月 18 － 20 曰
　東京都
　大会会長　永井克孝（三菱化学生命科学研究所）
1998 年　第 21 回大会
　６月 17 － 19 日
　東京都
　大会会長　後藤佐多良（東邦大・薬）
1999 年第 22 回大会（第 21 回合同会）
　６月 16－ 18 曰
　京都市
　大会会長：竹田俊男（京都大・名誉教授）
　副会長：細川昌則（京都大・再生研）
2000 年　第 23 回
　６月 28 － 30 日
　国立長寿医療研究センタ－
　木谷建一大会長
　（国立療養所中部病院長寿医療研究センタ－）
2001 年　第 24 回　第 22 回合同会
　６月 13 － 15 日
　大阪市
　藤田美明大会長（川崎医療福祉大学）
2002 年　第 25 回
　５月 17 － 18 日
　つくば市
　三井洋司大会長（産総研）
2003 年　第 26 回　第 23 回合同会
　６月 18 － 20 日
　名古屋国際会議場
　田平武大会長
　（国立療養所中部病院長寿医療研究センタ－）
2004 年　第 27 回
　６月 17 － 18 日
　東京医科歯科大学
　広川勝昱大会長（東京医科歯科大学）
2005 年　第 28 回　第 24 回合同会
　６月 15 － 17 日
　東京国際フォ－ラム
　林泰史大会長（東京都老人総合研究所）
2006 年　第 29 回
　６月 15 － 16 日
　長崎大学医学部ポンペ会館、記念講堂
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　下川功大会長（長崎大学）
2007 年　第 30 回　第 25 回合同会
　６月 20 － 22 日
　北海道厚生年金会館
　丸山直記大会長（東京都老人総合研究所）
2008 年　第 31 回
　６月 12 － 13 日
　長野県松本文化会館国際会議室
　樋口京一大会長（信州大学）
2009 年　第 32 回　第 26 回合同会
　６月 18 － 20 日
　パシフィコ横浜
　石井直明大会長（東海大学）
2010 年　第 33 回
　６月 17 － 18 日
　名古屋大学、野依記念学術交流館
　磯部建一大会長（名古屋大学）
2011 年　第 34 回　第 27 回合同会
　６月 15 － 17 日
　京王プラザホテル・スペ－スセブン（新宿）
　白澤卓二大会長
2012 年　第 35 回
　７月 26 － 27 日
　東邦大学習志野キャンパス
　高橋良哉大会長（東邦大学）
2013 年　第 36 回　合同会
　６月４－６日
　大阪大学中之島センタ－、大阪国際会議場
　森望大会長（長崎大学）
2014 年　第 37 回
　６月 26 － 27 日
　あいち健康プラザ
　丸山光生大会長（国立長寿医療研究センタ－）
2015 年　第 38 回　合同会
　６月 12 － 14 日
　パシフィコ横浜
　遠藤玉夫大会長（東京都健康長寿医療センタ－）
2016 年　第 39 回
　５月 27 － 28 日
　伊勢原市市民文化会館
　石井直明大会長（東海大学）
2017 年　第 40 回　合同会
　名古屋国際会議場
　６月 14 － 16 日
　丸山光生大会長（国立長寿医療研究センタ－）
2018 年
　東京理科大学葛飾キャンパス
　５月 31 日－６月２日
　樋上賀一大会長（東京理科大学）
2019 年
　仙台国際センタ－
　６月６－８日
　石神昭人大会長（東京都健康長寿医療センタ－）
2020 年
　下川　功大会長（長崎大学）

Ⅱ．日本基礎老化学会シンポジウム（1978 年～）

1978 年　第１回
　２月６日
　「寿命を決定する機構」
　世話人　田内久、太田邦夫
　東京・都市センタービル
1979 年　第２回
　１月 19 日
　「各水準に於ける動向」

　世話人　田内久、太田邦夫
　東京・科学技術会館
1980 年　第３回
　４月 19 日
　「動物における遺伝子の発現と老化」
　世話人　鈴木孯之
　神奈川県・東海大学
1982 年　第４回
　４月 24 日
　「老化学説を考える」
　世話人　太田邦夫
　東京・東京大学薬学部記念講堂
1983 年　第５回
　４月 23 日
　「老化の比較生物学」
　世話人　能村哲郎
　東京・東京大学医学部
1984 年　第６回
　４月 21 日
　「神経系の老化をめぐって」
　世話人　朝長正徳、佐藤昭夫
　東京・薬学会館
1985 年　第７回

４月 13 日
「老化の分子機構」
世話人　松尾光芳
東京・日本教育会館

1986 年　第８回
４月 19 日

「Immuno-GerontoIogy の展望」
世話人　畑山茂、佐渡敏彦、広川勝星
東京・東京医科歯科大学

1987 年　第９回
４月 18 日

「生体膜系の視座に立つ老化研究」
へのアプローチ
世話人　永井克孝、安藤進
東京・東京大学

1988 年　第 10 回
６月 11 日

「ホルモンと老化－その動態と制御機構－」
世話人　新井康允、大岡宏
東京・順天堂大学

1989 年　第 11 回
４月 14 日

「老化と遺伝」
世話人　黒田行昭
静岡県・国立遺伝学研究所

1990 年　第 12 回
４月 20 日

「老化と栄養－その基礎と臨床」
世話人　藤田美明
東京・板橋区立産文ホール

1991 年　第 13 回
４月 13 日

「細胞の老化と個体の老化」
世話人　後藤佐多良
東京・持田製薬ルークホール

1992 年　第 14 回
４月 11 日

「生体制御システムと老化－ヒトとその動物モデル」
世話人　広川勝星
東京・東京大学山上会館

1993 年　第 15 回
４月 10 日

「生物時計と老化」
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世話人　三井洋司
東京・東京大学薬学部記念講堂

1994 年　第 16 回
４月９日

「老化とがん発生・発育・進展」
世話人　蟹沢成好
横浜市・横浜私立大学医学部多目的ホール

1995 年　第 17 回
４月 15 日

「動物からヒトの老化を考える－脳の老化を中心に－」
世話人　朱宮正剛
東京・東京都養育院講堂

1996 年　第 18 回
８月 30 日

「老化と癌化の接点をＤＮＡの変化から探る」
世話人　小野哲也
東京・東京大学山上会館

1997 年　第 19 回
11 月 15 日

「寿命を制御する遺伝」
世話人　石井直明、三井洋司
東京・板橋ナーシングホーム講堂

1998 年　第 20 回
11 月 28 日

「接着分子と神経機構」
世話人　丸山直記、白露卓二
東京・板橋ナーシングホーム講堂

1999 年　第 21 回
10 月９日

「介入：老化・老年病の予防を目指して」
世話人　木谷健一
東京・板橋ナーシングホーム講堂

2000 年　第 22 回
11 月 24 日

「テロメアをめぐる」
世話人　加治和彦
静岡県立大学

2001 年　第 23 回
12 月１日

「老化の可塑性：Genetics と Epigenetics」
世話人　樋口京一
松本文化会館

2002 年　第 24 回
11 月 30 日

「加齢と ER stress」
世話人　小泉昭夫
京大会館

2003 年　第 25 回
11 月 22 日

「抗老化のための理論的背景」
世話人　丸山直記、新海正
東京・国際文化会館
共催

（第７回アジア・オセアニア国際老年会議・サテライトシンポジウム）
2004 年 第 26 回

11 月６日
「老化を制御するシグナル：エネルギー代謝とストレス応答の交差点」
世話人　下川功
東京・養育院記念講堂

2005 年 第 27 回
11 月 12 日

「老化ゲノムと老化バイオマーカー」
世話人　白澤卓二
東京・養育院記念講堂

2006 年 第 28 回
11 月 11 日

「食品による寿命制御の分子機構」
世話人　丸山和佳子
名古屋・名大シンポジオン会議室

2008 年　第 29 回シンポジウム兼 30 周年記念行事
１月 26 日
日本基礎老化学会 30 周年記念行事として行う。
東京・養育院記念講堂
記念行事の内容不明

2008 年　第 30 回
11 月 22 日

「成体物質の変性と老化」
世話人　浦野四郎
東京・養育院記念講堂

2009 年　第 31 回
10 月 31 日

「老化に伴うネットワーク変化の解明に向けた新たなトレンド」
世話人　遠藤玉夫
東京・養育院記念講堂

2010 年　第 32 回
11 月 21 日

「老いを見つめる化学」
世話人　森望
長崎市・長崎歴史文化博物館ホール
シンポジウム兼市民公開講座

2011 年　第 33 回
10 月 8、9 日

「日本基礎老化研究の現状と展望」
世話人　樋上賀一
野田市・東京理科大野田キャンパスセミナーハウス

2012 年　第 34 回
10 月 16 日

「Molecular and Cellular Biology of Aging」
世話人　磯部健一
名古屋市・名大基礎研究棟

2013 年　第 35 回
12 月 14 日

「老化とタンパク質分解の接点　－分解系を亢進すれば老化制御も可能か？－」
世話人　石神昭人
東京・都健康長寿医療センター研究所

2014 年　第 36 回
10 月 25 日

「日本基礎老化学会－日本ミトコンドリア学会 Joint Meeting—ミトコンドリアと老化の接点を考える－」
世話人　石井直明
東京・東海大学高輪キャンパス

2015 年　第 37 回
10 月 31 日

「モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性」
世話人　樋口京一
日時：10 月 31 日
東京・東京都健康長寿医療センター研究所

2017 年　第 38 回
「老化の多様性と加齢性疾患のメカニズム」
世話人　近藤祥司（京都大学）
10 月 14 日
京都・京大芝蘭会館
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Ⅲ．学会役員

日本基礎老化研究会時代（1977 年－ 1981 年５月）

代表幹事 幹事 監事 庶務幹事 会計監事 編集幹事

1977 太田邦夫 江上信雄、入来正躬、永井克孝、
能村哲郎、山田正篤

永井克孝

地区運営委員（1977-1980）
菅原　努、山村雄一、田内　久、武谷健二、山科郁男、永井克孝、日高敏隆、岸本　進、
樋渡宏一、山口武雄、堀川正克、松沢大樹、江上信雄、横路謙次郎

1978 太田邦夫 江上信雄、入来正躬（運営幹事）、
永井克孝、山田正篤

田内　久 永井克孝 能村哲郎

1979 太田邦夫 山川民夫、黒田行昭、鈴木孯之、
田中康一、能村哲郎、
入来正躬（運営幹事）、山田正篤

堀川正克、
山科郁男

能村哲郎 田中康一

1980 太田邦夫 山川民夫、黒田行昭、鈴木孯之、
田中康一、能村哲郎、入来正躬、
山田正篤

樋渡宏一、
山科郁男

能村哲郎 田中康一 大岡　宏

日本基礎老化学会時代（1981 年５月－）

　 会長 理事 監事 庶務幹事 会計幹事 編集幹事

1981 太田邦夫 江上信雄、菅原　努、田内　久、
樋渡宏一、山田正篤

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1982 太田邦夫 江上信雄、菅原　努、田内　久、
樋渡宏一、山田正篤

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1983 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、山田正篤、菅原　努、
田内　久、永井克孝、樋渡宏一、
藤田哲也、松沢大樹

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1984 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、山田正篤、菅原　努、
田内　久、永井克孝、松尾光芳、
藤田哲也、松沢大樹

鈴木孯之、
能村哲郎

大岡　宏 広川勝昱 安藤　進

1985 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、山田正篤、菅原　努、
田内　久、永井克孝、松尾光芳、
藤田哲也、鈴木孯之

鈴木孯之、
能村哲郎

大岡　宏 広川勝昱 安藤　進

1986 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、菅原　努、田内　久、
永井克孝、樋渡宏一、藤田哲也、
松沢大樹、山田正篤

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1987 今堀和友 入来正躬、江上信雄、黒田行昭、
朝長正徳、菅原　努、田内　久、
積田　亨、松尾光芳、藤田哲也、
山田正篤、能村哲郎

大橋望彦、
松沢大樹

藤田美明 広川勝昱 安藤　進

　 会長 理事 監事 庶務幹事 会計幹事 編集幹事

1988-
1989

今堀和友 近藤宗平、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、藤原美定、田内　久、
積田　亨、鈴木孯之、永井克孝、
朝長正徳、山田正篤

能村哲郎、
松尾光芳

藤田美明 広川勝昱 安藤　進

1990-
1991

今堀和友 入来正躬、黒田行昭、佐藤秩子、
鈴木孯之、田内　久、竹田俊男、
積田　亨、朝長正徳、永井克孝、
藤原美定、山田正篤

能村哲郎、
松尾光芳

藤田美明 広川勝昱 安藤　進
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1992-
1993

今堀和友 入来正躬、蟹沢成好、黒田行昭、
後藤佐多良、佐藤秩子、鈴木孯之、
積田　亨、能村哲郎、藤原美定、
松尾光芳、三井洋司

佐藤昭夫、
永井克孝

藤田美明 丸山直記 川島誠一

1993-
1995

鈴木孯之 折茂　肇、蟹沢成好、後藤佐多良、
佐藤昭夫、佐藤秩子、竹田俊男、
永井克孝、能村哲郎、広川勝昱、
松尾光芳、三井洋司

藤田美明、
藤原美定

石井直明 丸山直記 宮坂京子

1995-
1998

佐藤昭夫 入来正躬、折茂　肇、蟹沢成好、
黒田行昭、後藤佐多良、竹田俊男、
永井克孝、能村哲郎、広川勝昱、
藤原美定、三井洋司

藤田美明、
細川昌則

丸山直記 加治和彦 高木由臣

1998-
2000

佐藤昭夫 石井直明、入来正躬、小野哲也、
加治和彦、木谷健一、竹田俊男、
永井克孝、広川勝昱、藤田美明、
藤原美定、細川昌則

小泉昭夫、
樋口京一

丸山直記 木村成道 本田修二

2000-
2003

後藤佐多良 石井直明、加治和彦、神田健郎、
木谷健一、小泉昭夫、樋口京一、
丸山直記、佐藤昭夫、藤田美定、
細川昌則、三井洋司、田平　武　

安藤　進、
木村成道

新海　正 金子孝夫 近藤　旲

2003-
2006

後藤佐多良 磯部健一、遠藤玉夫、倉地幸徳、
後藤佐多良、下川功、白澤卓二、
田中雅嗣、田平　武、樋口京一、
三井洋司、森　　望

浦野四郎、
神田健郎

新海　正 金子孝夫 白澤卓二

2006-
2009

丸山直記 磯部健一、遠藤玉夫、倉地幸徳、
後藤佐多良、下川　功、白澤卓二、
田中雅嗣、田平　武、樋口京一、
三井洋司、森　　望

石井直明、
田久保海誉

新海　正 金子孝夫、
佐々木徹

内田洋子

2009-
2012

石井直明 石神昭人、磯部健一、遠藤玉夫、
下川　功、白澤卓二、高橋良哉、
田中雅嗣、田平　武、樋上賀一、
細川昌則、森　　望、丸山光生

森政之、
戸田年総

青﨑敏彦 佐々木徹 三浦ゆり、
堀田晴美

　 理事長 理事 監事 庶務幹事 会計幹事 編集幹事

2012-
2015

石井直明 石神昭人、磯部健一、遠藤玉夫、
後藤佐多良、白澤卓二、田中雅嗣、
樋上賀一、樋口京一、細川昌則、
丸山直記、丸山光生
森　　望（2014 年３月まで）
遠藤玉夫（16 年３月まで）
磯部健一（17 年３月まで）

伊藤雅史、
新海　正

遠藤昌吾 萬谷　博 清水孝彦

　 　 　 　 庶務理事 会計理事 編集理事

2015-
2017

下川　功 石井直明、石神昭人、伊藤雅史、
近藤祥司、重本和宏、清水孝彦、
樋上賀一、樋口京一、堀田晴美、
丸山光生、森　　望
遠藤玉夫（16 年３月まで）
磯部健一（17 年３月まで）

新海　正、
内田さえ

石神昭人 重本和宏 清水孝彦

2017-
2019

下川　功 石井恭正、遠藤昌吾、遠藤玉夫、
近藤祥司、清水孝彦、杉本昌隆、
樋口京一、細川昌則、堀田晴美、
森　　望
山下　均（理事長推薦）
丸山光生（18 年 3 月まで）
樋上賀一（19 年 3 月まで）
石神昭人（20 年 3 月まで）

新海　正、
内田さえ

遠藤昌吾 堀田晴美 清水孝彦




