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第 18 回日本抗加齢医学会総会 寄付のお願い 
 

謹啓 

この度、第 18 回日本抗加齢医学会総会を近畿大学医学部奈良病院皮膚科・近畿大学アンチエイジン

グセンターが担当させて頂くことになりました。思い起こせば、近畿大学にアンチエイジングセンタ

ーを作って頂いて 10 年になります。医学部、薬学部、農学部、運動系、建築学部などの多くの方々と

実践をめざしてアンチエイジングセンターが組織されています。このタイミングで総会をさせて頂く

のは大変名誉であるとともに身の引き締まる思いでおります。会員の皆様に謹んでお礼申し上げます。 

 

 抗加齢医学の基礎研究が大変重要であるとの認識は、社会的にも理解されてきたように思います。

この学会の存在意義は、実践的・横断的な学問として社会に役立つことでもありましょう。もちろん

適切な論拠にしたがった実践が必要であることは当然です。基礎研究者から臨床の実践者まで、多彩

な領域の人たちに満足していただける総会ができるよう努めたいと思います。 

 

 抗加齢医学では、運動・食事・精神（脳）にわたって、包括的なテーマに興味が持たれています。

筋トレや有酸素運動、NMN をはじめとする代謝回路、ミトコンドリアを中心とするエネルギー問題、

睡眠や脳機能と腸脳相関に代表される、臓器連関などが扱われています。他の学会で同時にはなかな

か聞けない各領域の進歩を、一つセッションで知ることができるというのも、この学会の分野横断か

つ職種縦断という特徴ならではと考えます。現に、疾患と、老化を分離することが難しい場面も出て

きました。エクソソームやエピゲノムや遺伝子の重要性から、予防医学、精密医療、個別化医療も更

に大きなテーマとなっております。 

 

 また、本学会の分科会である見た目のアンチエジング研究会にも光を当てたいと思います。エクソ

ポゾームという、生体はすべての外部環境との関係で成り立っているという概念にスポットを向ける

と、抗加齢医学は、環境問題ということにも注意を払う必要がありそうです。住環境（光、音、空気、

化学物質など）などの環境も重要でしょう（腸内や皮膚表面の生物叢も外部環境です）。これらは、エ

ピゲノムの研究が進んできていますので、この観点からも皆さんで勉強してみたいと思います。今回

もプログラム委員会のおかげで、素晴らしい内容となると信じています。 

 

 運動・食事・精神（脳）・環境という領域について基礎と実践が科学的に、この学会でさらに進むこ

とを期待したいと思います。 

 

謹白 
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開 催 概 要 
 

１．学会の名称 

第 18 回日本抗加齢医学会総会  

 

２．主催機関名称 

一般社団法人日本抗加齢医学会 

 

３．会長 

山田 秀和 近畿大学医学部奈良病院皮膚科教授 

      近畿大学アンチエイジングセンター副センター長 

〒630-0293 奈良県生駒市乙田町 1248-1 

 

４．総会事務局長（大学側） 

磯貝理恵子 近畿大学医学部奈良病院皮膚科講師 

 

５．開催期日 

2018 年 5 月 25 日（金）～27（日）  

 

６．開催場所 

大阪国際会議場  

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5-3-51  TEL: 06-4803-5555 

 

７．開催趣旨と目的 

21 世紀型医療に求められる医療の基本の一つとなる抗加齢医学（アンチエイジング医学）を発展

させ、加齢と抗加齢に関する様々なデータを集積・解析し、科学的根拠に基づく実証によって正

しく認定し、抗加齢医学を実践していくことが本学会の使命であります。本年度は、「A2E: 

Anti-Aging Environment」というメインテーマを掲げ、学問的分野と臨床分野との双方の発展に

大きく貢献することを目的とするものです。 

 

８．参加予定者数 

約 6,000 人 

 

９．プログラム概要（予定） 

特別講演、招待講演、会長講演、理事長提言、教育講演、シンポジウム、専門医・指導士教育

プログラム、ワークショップ、若手研究者プログラム、実地医家スキルアップアップセミナー、

一般演題（口演・ポスター）、共催セミナー、市民公開講座他。 

 

10．ホームページ 

http://www.mediproduce.com/18jaam 

 

 



11．役員一覧 

理事長  堀江 重郎 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学教授 

副理事長 南野  徹 新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科教授 

森下 竜一 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学教授 

山田 秀和 近畿大学医学部奈良病院皮膚科教授， 

近畿大学アンチエイジングセンター副センター長 

理事   赤澤 純代  金沢医科大学総合内科学准教授， 

金沢医科大学集学的医療部総合診療センター副センター長 

伊藤  裕 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授 

大慈弥裕之 福岡大学医学部形成外科教授 

太田 博明 国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授， 

山王メディカルセンター女性医療センター長 

木下  茂 京都府立医科大学特任講座感覚器未来医療学特任教授 

斎藤 一郎 鶴見大学歯学部病理学講座教授 

齋藤 英胤 慶應義塾大学薬学部薬物治療学教授 

田中  孝 田中医院田中消化器科クリニック院長 

坪田 一男 慶應義塾大学医学部眼科学教室教授 

内藤 裕二 京都府立医科大学大学院医学系研究科消化器内科学准教授 

松﨑 靖司 東京医科大学茨城医療センター消化器内科教授 

満岡 孝雄 満岡内科・循環器クリニック理事長，院長 

柳田 素子 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学教授 

山岨 達也 東京大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学教授 

米井 嘉一 同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター教授 

     渡邊  昌 生命科学振興会理事長 

監事   市橋 正光 アーツ銀座クリニック 

     田平  武 順天堂大学大学院認知症診断・予防・治療学客員教授 

顧問   杉村  隆 国立がんセンター名誉総長，東邦大学名誉教授 

     髙久 史麿 公益社団法人地域医療振興協会会長，東京大学名誉教授 

     熊本 悦明 日本メンズ・ヘルス医学会名誉理事長，札幌医科大学名誉教授 

渥美 和彦 東京大学名誉教授、日本統合医療学会名誉理事長 

塩谷 信幸 アンチエイジングネットワーク理事長、北里大学名誉教授 

赤沼 安夫 朝日生命成人病研究所名誉所長 

折茂  肇 骨粗鬆症財団理事長，東京都健康長寿医療センター名誉院長， 

健康院クリニック名誉院長 

家森 幸男 武庫川女子大学国際健康開発研究所所長 

藤田 晢也 ルイ・パストゥール医学研究センター分子免疫研究所所長 

水野 嘉夫 東京歯科大学理事長 

笹森 典雄 牧田総合病院人間ドック健診センター名誉院長 

 



12．収支予算概要 

 

【収入の部】 

項  目 金 額 備  考 

１．参加費 

２．共催費 

３．出展費 

４．広告費 

５．助成金 

６．寄付金 

80,000,000

  35,000,000

45,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

 

合  計 168,000,000  

【支出の部】 

項  目 金 額 備  考 

＜事前準備関係費＞ 

１．事務局関係費 

２．事前登録関係費 

３．印刷・制作物関係費 

４．会議費 

５．支払手数料他 

 

＜当日運営関係費＞ 

１．会場関係費 

２．機材費 

３．看板・展示装飾費 

４．運営要員関係費 

５．当日登録関係費 

６．備品関係費 

７．懇親会・会長特別企画関係費 

８．飲食関係費 

９．招請費 

10．業務委託費 

 

＜事後処理費＞ 

 

＜予備費＞ 

15,000,000

5,000,000

12,000,000

700,000

100,000

55,000,000

11,000,000

7,500,000

14,000,000

5,500,000

200,000

15,500,000

1,200,000

11,000,000

10,000,000

1,100,000

3,200,000

 

 

 

 

 

 

 

合  計 168,000,000  



寄付金募集概要 

 

１．名 称：第 18 回日本抗加齢医学会総会 

 

２．寄 付 目 標 額：4,000 千円（経費総額 168,000 千円） 

 

３．対 象：日本製薬団体連合加盟・非加盟製薬会社、医療機器会社、出版社他 

 

４．収 支 予 算：別紙学会収支予算書（積算内訳）を参照ください。 

 

５．募 集 期 間：2017 年 9 月 1 日（金）～2018 年 5 月 27 日（日） 

 

６．寄付金の用途：第 18 回日本抗加齢医学会総会の準備及び運営の費用として 

 

７．寄 付 納 入 先： 

寄附申込書を事務取扱に送付の上、下記の口座に直接お振込をお願いします。 

銀行名： みずほ銀行 

支店名：堺支店（569） 

口座番号：1404813 

口座名：第 18 回日本抗加齢医学会総会 会長 山田 秀和 

ﾀﾞｲ 18 ｶｲﾆﾎﾝｺｳｶﾚｲｲｶﾞｸｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ﾔﾏﾀﾞﾋﾃﾞｶｽﾞ 

 

８．免 税 措 置：税法上の優遇措置はございません。 

 

９．申込み先・お問合せ先： 

１）寄付責任者 

第 18 回日本抗加齢医学会総会  

会長 山田 秀和 

近畿大学医学部奈良病院皮膚科教授 

 

２）お問合せ先 

第 18 回日本抗加齢医学会総会 事前準備事務局 皆川 幸代 

107-0062 東京都港区南青山 2-26-35-8F 

TEL: 03-5775-2075 FAX: 03-5775-2076 

E-mail: 18jaam@mediproduce.com 

 

※寄付のお申込みは、別紙、寄付金申込書にご記入をお願いいたします。 



FAX: 03-5775-2076 

 

第 18 回日本抗加齢医学会総会 寄付申込書 

 

 

趣意に賛同し、下記金額を第 18 回日本抗加齢医学会総会の準備及び運営費用として 

 

金             円也 

 

 

振り込み方法 

上記寄付を 

  

銀行          支店通じて、  月  日に 振り込みました。 

                                 振り込みます。 

   年   月   日 

 

ご芳名                                     

 

 

ご所属                                     

 

 

ご住所  〒                                  

 

 

電話番号               FAX                 

 

 

E-mail                                     


