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開催概要

第 11 回日本抗加齢医学会総会

アンチエイジングの心の眼を拓く
― An Enlightening Focus on the Future Anti-Aging Medicine ―

会　　期：2011 年５月 27日（金）～ 29日（日）

会　　場：�国立京都国際会館�
〒 606-0001　京都市左京区宝ヶ池��Tel：�075-705-1234

本　　部：�国立京都国際会館　1F　Room�103�
Tel：075-705-2045　　Fax：075-705-2046（会期中のみ直通）

主　　催：�京都府立医科大学大学院医学研究科視覚機能再生外科学�
〒 602-0841　京都市上京区河原町通広小路上ル�梶井町 465�
Tel：075-251-5578　　Fax：075-251-5663

会　　長：木下　　茂
事務局長：上野　盛夫

事務取扱：�第 11 回日本抗加齢医学会総会事務取扱�
〒 530-0001　大阪市北区梅田 3-3-10　梅田ダイビル�4F�
Tel：06-6348-1391　　Fax：06-6456-4105　　E-mail：jaam2011@jtbcom.co.jp

参加者の皆さまへ

１． 開場時間　午前 7時 30分に開場致します。

２． 参加登録受付
受付時間　５月 27日（金）��8:00 ～ 18:00
　　　　　５月 28日（土）��8:00 ～ 18:00
　　　　　５月 29日（日）��8:00 ～ 14:00
受付場所　国立京都国際会館�１F�正面玄関

３． 受付方法　本総会にご参加いただくには、必ず受付が必要です。
（1）事前登録で入金を完了された、会員の方

1）�2011 年度会員証を当日必ずご持参ください。会員証がお手元に届いていない場合は、�
事前登録完了通知書（バーコード付き）を必ずご持参ください。

2）�事前参加受付にて、2011年度会員証をご提示ください。
3）�2011 年度会員証のバーコードで事前参加登録を確認し、参加証（領収証付ネームカード）を�
お渡し致します。

参加者へのご案内
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（2）事前登録で入金を完了された、非会員の方
1）�事前登録完了通知書（非会員用）を出力し、当日必ずご持参ください。
2）�事前参加受付にて、事前登録完了通知書（バーコード付き）をご提示ください。
3）�事前登録完了通知書のバーコードにて、事前参加登録を確認し、参加証（領収証付ネームカード）を�
お渡し致します。

※参加証（領収証付ネームカード）の事前送付は致しませんので、予めご注意ください。
（3）当日登録される方

◦会員の方
1）会員の方は、2011年度会員証を必ずご持参ください。
2）会員証が未着の場合は、学会事務局受付にて会員の旨証明を受けて参加登録を行ってください。
3）記名台にて参加申込書に必要事項をご記入の上、登録料を添えて当日参加登録を行ってください。

◦非会員の方
非会員の方は、記名台にて、参加申込書に必要事項をご記入の上、登録料を添えて当日参加受付にご提出
ください。

◦学生の方
学生証をご提示ください。学生証をご提示いただけない場合は、学生と認められない場合がありますので、
当日忘れずにご持参ください。
登録後、参加証（領収証付ネームカード）をお渡し致します。

※ 参加証（領収証付ネームカード）には、所属・氏名をご記入の上、入場の際は、必ずご着用ください。 
参加証（領収証付ネームカード）を着用されていない方の入場は、固くお断り致します。

４． 参加登録料
会　　員� 18,000 円� （事前登録� 14,000 円）
賛助会員� 18,000 円� （事前登録� 14,000 円）
非 会 員� 25,000 円� （事前登録� 20,000 円）
学　　生 *� 5,000 円� （事前登録� �5,000 円）
＊大学院生を含む。会員、非会員とも、同額です。必ず、学生証をご提示ください。

５． プログラム・抄録集
日本抗加齢医学会会員（2010年度会費をご納入の方、および 2011年４月以降に新入会手続きを完了、会
費納入済みの方）および事前登録をいただいた非会員の皆様には、事前にご送付しております。当日は、忘
れずにご持参ください。
当日登録の非会員の方には、登録時に１部お渡し致します。追加部数をご希望の場合は、総合受付にて１部
2,000 円で販売致します。部数に限りがありますので、予めご了承ください。

６． 会場でのお呼び出し
会場内でのお呼び出しは行いません。受付周辺に伝言板を設置致しますので、ご自由にご利用ください。�
緊急の場合は、本部（Room�103）までご連絡ください。

７．会場での録音・録画のお断り
参加者の会場内での録音、写真およびビデオ撮影は、禁止されておりますのでご遠慮ください。
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８． クローク
国立京都国際会館の常設クローク（正面玄関および 1Fグリル横）と学会特設クローク（1Fロビー）をご利
用ください。

９． 駐車場
駐車スペースに限りがございますので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。お車でお越しの際は、
国立京都国際会館の駐車場をご利用ください。

10. 昼食
ランチョンセミナーでお弁当をご準備致します。数量に限りがありますので、予めご了承ください。
また、国立京都国際会館内、周辺にレストランがございますので、ご利用ください。

11.  共催セミナーの整理券発行について
ランチョンセミナー時の混雑緩和のため、整理券を発行します。
参加者 1人 1枚限りとし、なくなり次第終了させていただきますので、ネームカードをご着用の上、�
お早めにお越しください。
　　受付日時�…�セミナー当日　8:00 ～ 11:00
　　発行場所�…�国立京都国際会館�1F�ロビー
※ アフタヌーンセミナーの整理券発行はありません。
※ 各セミナーには、整理券をお持ちの方から優先的にご入場いただきます。
※ 定員になり次第、各セミナー会場のご入場を終了させていただきますので、予めご了承ください。

12. 意見交換ならびに懇親の会
日　時：5月 28日（土）��18:20 ～
場　所：国立京都国際会館 1F�スワンおよび庭園（雨天時は、館内）
参加費：参加登録者は、無料
※ プレナリーセッションの表彰も行います。奮って、ご参加ください。

13. 企業展示・書籍展示
日時：5月 27日（金）��9:00 ～ 18:00
　　　5月 28日（土）��8:30 ～ 18:00
　　　5月 29日（日）��9:00 ～ 13:00
場所：国立京都国際会館�1F�Annex�Hall

14.  Kid’s Room（託児室）
会期中、Kid’s�Room（託児室）をご用意致します。（無料）
詳細は、本会ホームページ（http://jaam2011.umin.jp/index.html）にて、ご確認ください。

15.  禁煙について
会期中、国立京都国際会館敷地内は、全面禁煙とさせていただきます。喫煙スペースは、設けませんので、
予めご了承ください。
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単位認定について
1）�年会費の完納、2）総会への参加登録、3）当日参加、発表、4）単位申請の手続きをされた会員の方には、参加、
発表で、最大【20単位】・受験用�/�更新用が認定されます。
<参加単位>�
1 日のみ参加　5単位　　2日間参加　10単位　　3日間参加　10単位　　最大 10単位

<口演・ポスター発表単位>�
筆頭演者　5単位 /題　
連名者　　2単位 /題　

単位申請手続き
<参加単位>
参加登録受付（事前・当日）にて、受付を済ませ、単位申請デスクで申請手続きを行ってください。
申請手続きには、2011年度の会員証が必要です。
会員証が未着の場合は、学会事務局受付にて仮会員証を発行します。
（参加登録受付とは、場所が異なりますので、ご注意ください。）
※�後日の受付は致しません。参加当日必ず手続きをお済ませください。

受付時間� ５月 27日（金）11:00 ～ 17:00
� ５月 28日（土）11:00 ～ 17:00
� ５月 29日（日）11:00 ～ 13:00�…�＊�第 7回認定試験受験者は、単位認定されません。
受付場所　国立京都国際会館�１F�　単位申請専用デスク

2011年度会員証

　

＊�2011 年度会員証が、お手元に届いていない場合は、参加登録受付の際にその旨をお申し出ください。
＊��単位申請手続きの際にお控えをお渡し致します。日本抗加齢医学会�Webサイトにて、単位認定の確認をされる
まで、大切に保管しておいてください
<口演・ポスター発表単位>
※�発表を確認後、後日単位に反映します。
※�発表者に変更がある場合は、事前にお知らせください。　
筆頭演者　5単位 /題　（※�参加登録ならびに当日参加が必要となります。）
連名者　　2単位 /題　（※�参加登録ならびに当日参加が必要となります。）
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単位認定確認
第 11回総会単位は、7月 1日より、日本抗加齢医学会Webサイト－取得単位検索－�よりご確認いただけます。
<単位確認サイト>
日本抗加齢医学会Web�サイト（http://www.anti-aging.gr.jp）にアクセスし、[TOP]�→�取得単位検索�よ
りログイン後、ご確認ください。

第 7 回認定試験を受講予定の方へ
※受験票、2011年度会員証は必ずお持ちください。
第 7回認定試験の詳細は、15ページにてご案内しております。
※試験会場について
　受験票に記載の場所をあらかじめご確認ください。

受験票への確認印が必要な方
受験に必要な、第 11回総会での単位取得があり、受験票に押印が�
必要な方は、発表後もしくは、単位申請後、日本抗加齢医学会事務�
局デスクにて、受験票への押印を受けてください。
※�必要単位が確認出来ない場合は、受験が認められませんので�
必ず手続きをお願いします。

新規ご入会について
第 11回総会当日の新規入会手続きについては、クレジットカード決済または現金にて、会費を納入いただきます。
ご入会手続き完了後、仮会員証ならびに第 11回総会�プログラム・抄録集を 1部お渡し致します。
ご入会手続きを済まされた場合は、会員としての参加登録が可能となります。

各種手続きについて
第 11回総会会期中の以下の手続きについては、学会事務局受付にてお手続きが可能です。
・会員登録情報の変更
・会費納入方法の変更（クレジットカード�→�コンビニ、コンビニ�→�クレジットカード）
・年会費の納入
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優秀演題について
発表者には、Web�Journal�「ANTI-AGING�MEDICINE」（ISSN�1882-2762）への投稿について
Web�Jounal�編集委員会が次の様な支援を致します。是非ご投稿ください。
受賞者には、直接ご案内を致します。
支援内容：
・英文のブラッシュアップ
・採用となった場合、掲載料を免除
・掲載分のプリント版の提供

Web�Journal�「ANTI-AGING�MEDICINE」2010年プリント版




