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第 37 回 SAM 学会学術大会 

大会長 西村泰光 

（川崎医科大学衛生学 准教授） 
 

第 37 回老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会を 2022 年 7 月 28 日から 29 日の二日間

京都にて開催します。今大会は第 45 回基礎老化学会大会（7 月 27-28 日）と同一の会場に於い

て相互交流を図り開催され、老化研究に携われる参加者皆様にとって一層有益な時間となること

を期待しています。大会では、研究協議会の時代から続く“老化研究の議論の場”としての重要

性を何より大切にしたいと思っています。既報の研究成果や進捗途上の内容であっても、SAM
研究者間ならではの質疑応答による研究の発展をご期待頂き、多くの皆様に演題申込を是非ご検

討頂きたいです。本大会では“神経・脳・免疫”をキーワードとして特別講演と２つの教育講演

を第一線でご活躍の医師／研究者に依頼しました。また、シンポジウム「モデル動物から考える

老化の pathophysiology ＜ゲノム解析と遺伝子改変を介した老化研究へのアプローチ＞」も予定

されます。更に、「はじめての SAM」においては、SAMP10 で明らかとなった 2 系統間の違いに

ついてご紹介頂くと共に、研究上の疑問について議論が交わされる事を期待します。以上のよう

な学術大会を準備致しますので、是非とも多くの方々にご参加をお願いしたく存じます。尚、発

表者には学会員の資格が求められますので、お早めにご入会頂きますようお願い申し上げます。 
会場となる京都テルサは、京都駅八条口から南へ徒歩十数分の場所に御座います。暑い事が予

想されますので、駅前からのタクシー乗車もご検討下さい。会場は、検温計、アルコール消毒、

飛沫防止アクリル板などのコロナ対策も万全に備えます。また、会場から徒歩 15 分（京都駅に

は徒歩数分）の会場にてコロナ対策を図った懇親会も予定します。In person での学術大会を 3
年ぶりに開催し、研究の一層のご発展、研究者交流に貢献できるよう微力ながら奮闘したいと思

います。至らぬ所ばかりかと存じますが、ご支援賜りますよう何卒宜しくお願い致します。 
 

＜第 37回 SAM学会学術大会＞ 
 
会期：2022 年 7月 28日（木）、29日（金） 
会場：京都テルサ 

〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町７０ 
大会専用ホームページ：https://37th.samrc.jp/ 
会場紹介ページ：https://www.kyoto-terrsa.or.jp/ 
参加費：一般 7,000円、学生 1,000円 

（事前に参加登録し当日支払う。支払方法は現金のみ。当日参加も受け付ける。） 
事務局：〒604-8856 京都市中京区壬生西大竹町 24（SAM学会事務局内） 

電話／FAX：075-322-6272 
E-mail：37samres@gmail.com（第 37回学術大会事務局専用メール） 
 

運営組織：大会長 西村泰光 (川崎医科大学衛生学), 大会長補佐 中野正和 (京都府立医
科大学ゲノム医科学), 事務局長 西岡敬介 (京都府立医科大学感染病態学), 
副事務局長 千葉陽一 (香川大学医学部炎症病理学) 

 
※入会手続きについて 
入会を希望される方は、SAM 学会の事務局までご連絡ください。SAM 学会ホームページ 
(http://www.samrc.jp/) にも手続き方法が記載されております。  

https://37th.samrc.jp/
https://www.kyoto-terrsa.or.jp/
http://www.samrc.jp/


 
第 37回 SAM 学会学術大会の参加・懇親会の申し込み 

演題申込と抄録提出の要領について 
 

参加者の皆様へ                            
 学術大会会場では、受付用飛沫防止アクリル板・演台用アクリルボード・手指消毒セッ

ト・非接触型体温計・CO2濃度測定器を備え、新型コロナウィルス対策に万全の対策を取っ

ていますので、安心してご参加下さい。 
但し、37.5 度以上の発熱症状のある方、咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状がある方、味

覚・嗅覚障害のある方や、体調が優れない場合は、ご参加をご遠慮願います。また、日本

へ入国・帰国された方は、日本政府の指定する待機期間を過ごされた後、ご参加頂きます

ようお願い致します。 
 
ご参加に当たっては以下の対応をお願い致します。 
① 参加中はマスクを常時ご着用する（演台にてアクリル板を前にして発言する場合を

除く）。 
② 受付にて検温し、37.5 度未満であることを確認する。 
③ 手指消毒を済ませてからセミナー室（会場）へ入室する。 

 

Ａ. 一般演題のお申込みについて                         

演題申込と抄録の提出は下記に従って行ってください。 
① 第 37 回 SAM 学会学術大会のホームページ（https://37th.samrc.jp/）にある「一般演

題の申込みについて」を開き、「演題申込用紙」（Word）をダウンロードします。 
② ダウンロードしたファイルに必要事項（演題申込、抄録）を書き込みます。 
③ 専用の申込フォームより、記入した「演題申込用紙」を添付書類として第 37回 SAM

学会学術大会事務局（下記提出先）に送信してください。 
→申込フォームはホームページにリンクされています。（https://37th.samrc.jp/） 

 
※発表者には会員の資格が必要です。必要な方は老化促進モデルマウス（SAM）学会 HP

（http://www.samrc.jp/）より入会手続きをお取りください。 

https://37th.samrc.jp/
https://37th.samrc.jp/
http://www.samrc.jp/


 

 

【入稿時のルール】初めて入稿する場合は「(1 回目)新規入稿」にチェックしてください。 

修正版との入れ替えをご希望の場合は「(2 回目)再入稿」、「(3 回目)再々入稿」をチェックを

お願いします。 

※入稿は「(1 回目)新規入稿」「(2 回目)再入稿」「(3 回目)再々入稿」の 3 度までとします。 

なお、再入稿したファイルと分かるように 以下のようにファイル名を変更ください。 

1 回目：ファイル名「（演題種別）-（筆頭演者名）-（所属施設名）-（1）」 

2 回目：ファイル名「（演題種別）-（筆頭演者名）-（所属施設名）-（2）」 

3 回目：ファイル名「（演題種別）-（筆頭演者名）-（所属施設名）-（3）」 

※何番目のファイルか分かるように記載。 

 

※入稿後のファイルは大会事務局に添付ファイルとしてメール転送されます 

演題申込者 
記入欄 

添付ファイルと 
一般演題または 
特別講演他のチェック 

３回まで入稿可能 



１）演題申込用紙

① 奨励賞に応募される場合は、演題申込用紙の指定欄に○をご記入ください。

② 発表方法はコンピュータプレゼンテーション（口頭発表）のみです。

③ 動画を用いられる場合は、その旨を演題申込用紙にご記入のうえ、当日、ご自身の

PCを持参して使用してください。

④ 研究内容に密接に関連するキーワードを 4つ以内で記入してください。

２）抄録

⑤ 「演題申込用紙」2 ページ目の見本を参考に、横書き 1枚（A4サイズ）にまとめて

ください。

⑥ マージン設定（左 22 mm、右 20 mm、上 28 mm、下 23 mm）を遵守してください。 
⑦ 和文抄録本文の前に英文の Abstractを載せてください。

⑧ Figure や Tableを挿入する場合は英文で作成してください。

【演題申込と抄録提出の期限】

2022年 5 月 23 日（月）午後 5 時締め切りです。（延長しました） 

【お問い合せ】 

大会長 西村 泰光

第 37 回 老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会事務局 
事務局：〒604-8856 京都市中京区壬生西大竹町 24（SAM 学会事務局内） 

電話／FAX：075-322-6272, E-mail：37samres@gmail.com 

Ｂ. 特別講演・教育講演・シンポジウム等の演者の方へ

① 「抄録の見本」を参考に、横書き２枚(A4 サイズ)にまとめてください。

② マージン設定 (左 22 mm、右 20 mm、上 28 mm、下 23 mm) でお願いいたします。

③ 和文抄録本文の前に英文の Abstract を載せてください。

④ Figure や Table を挿入する場合は英文で作成してください。

⑤ 専用の申込フォームに添付書類として SAM 学会学術大会事務局に送信してくださ

い。

→申込フォームはホームページにリンクされています。（https://37th.samrc.jp/） 

【お問い合せ】 

大会長 西村 泰光

第 37 回 老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会事務局 
事務局：〒604-8856 京都市中京区壬生西大竹町 24（SAM 学会事務局内） 

電話／FAX：075-322-6272, E-mail：37samres@gmail.com 

https://37th.samrc.jp/
mailto:37samres@gmail.com


Ｃ 発表について                                  

【コンピュータプレゼンテーションの注意事項】 
発表は原則としてご自身の PC で行ってください（Windows または Mac、接続は HDMI

もしくはミニ D-Sub 15pin（VGA）となります）（Mac をご利用の方は接続アダプターも

ご準備下さい）。 

会場では、Windows 10（Microsoft Office 2019）搭載の PC を用意いたします。会場の

PC で発表されたい方は、発表原稿（Microsoft PowerPoint 2013 以降で御作成下さい）を

USB メモリに保存してお持ちになり、お早めに係へ渡しください。文字フォントは

PowerPoint に設定されている標準的なフォントをご使用ください。 
推奨フォント（日本語）：MS ゴシック、MS 明朝、MSP ゴシック、MSP 明朝 
推奨フォント（英語）：Arial, Century, Century Gothic, Times New Roman 

 

Ｄ. 事前参加登録ならびに懇親会参加申込のご案内                                 
近隣のホテル京阪京都グランデ（京都テルサから徒歩約 15 分）にて懇親会を開催いた

します。懇親会は円卓にて配膳形式で執り行い、飛沫防止対策としてアクリル板も設置

されます。万全の感染防止対策のもとで開催しますので、安心してご参加下さい。多数

のお申し込みをお待ちしております。（物理的距離の確保のため、懇親会には定員が御座

います。お早めにお申し込みをお済ませ下さい。） 
＜懇親会＞ 

日時：7月 28日（木）午後 6時 45分〜8時 45分（予定） 

会場：ホテル京阪京都グランデ 2階, 光林の間 京都市南区東九条西山王町 31 

事前参加登録ならびに懇親会への参加申込は、ウェブ上（https://37th.samrc.jp/）の参加

申込専用フォームまたは、申込用紙をダウンロードして電子メールで受け付けます。 
 

種別 学会参加費 懇親会費 

一般 7,000 円  6,000 円 

学生 1,000 円 2,000 円 
 

 学会参加費・懇親会費は当日受付にてお支払い頂いております。 
 当日のお支払いは、現金のみでお願いします。カード等は使用できません。 

  

https://37th.samrc.jp/


専用フォームからの申し込み 
ウェブ上の参加申込専用フォームへ必要事項（懇親会参加申込含）を直接ご入力ください。 

    

      （大会サイト）            （お申込のページ） 

   「事前参加申込」をクリック 

 

 

 
       （参加入力フォーム） 

 

※10 名以上のご登録はお手数ですが、一度送信後、再度フォームを開き、続きをご入力く

ださい。 

  

フォームをクリック 

ワード版 

申込書はこちらから

ダウンロード 

最大 10 名まで入力可能です。 
 
代表申込者の方も、参加する

場合は必ごず記載ください。 

申込代表者を記入 



ワードに入力後 電子メール添付による申し込み 

事前登録参加申込用紙（Word ファイル, 懇親会参加申込含）で申し込む場合は以下の手順

となります。 
① 「事前登録参加申込用紙（Word）」をダウンロード 
② ダウンロードしたファイル必要事項をご記入頂く。 
③ 電子メールに添付して第 37 回 SAM 学会学術大会事務局にお送りいただく。 

 

【懇親会の申込期限】 

2022 年 6 月 24 日（金）午後 5 時締め切りです。 
 （演題申込と抄録提出の期限と異なります） 

 

【お問い合せ】 

大会長 西村 泰光 

第 37 回 老化促進モデルマウス（SAM）学会学術大会事務局 
事務局：〒604-8856 京都市中京区壬生西大竹町 24（SAM 学会事務局内） 

電話／FAX：075-322-6272, E-mail：37samres@gmail.com 
 

Ｅ. For participants (English)                               

 Announcement for the 37th Annual Meeting of the Society for SAM Research 

Date: July 28-29 (Thursday and Friday), 2022 

Place: KYOTO TERRSA, Seminar Hall 

Address: 70 Higashikujo Shimotonoda-cho, Minami-ku, Kyoto, 604-8856, Japan 

Web site: https://37th.samrc.jp/ 

Participation fee: 7,000 Yen, Student: 1,000 Yen (* Please pay at the reception on the day, cash 

only.) 

President: Yasumitsu Nishimura, PhD, Kawasaki Medical School 

Secretarial Office: 24 Mibu Nishiotake-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, 604-8856, Japan 

TEL/FAX: +81-75-322-6272 

E-mail address: 37samres@gmail.com 

 

 Call For Abstracts 

The Organizing Committee invites all participants who wish to present an oral presentation 

to submit an abstract. Please download the MS Word file “Registration and Abstract” from our 

web site “https://37th.samrc.jp/”, and fill in the Registration Form and the Abstract Submission 

Form (all in one Word file). The abstract must be described in one page of the form with the 

https://37th.samrc.jp/


preset margin (left, 22 mm; right, 20 mm; top, 28 mm; bottom, 23 mm). Please send your Word 

file (containing filled Registration Form and Abstract) as an attachment of an e-mail addressed 

to the Organizing Committee of the 37th Annual Meeting of the Society for SAM Research. 

 

Web site: https://37th.samrc.jp/ 

E-mail address: 37samres@gmail.com 

 

Deadline for Abstract Submission is May 9, 2022 

 Banquet 

Banquet will be held at Hotel Keihan Kyoto GRANDE, close to KYOTO TERRSA (15 min 

on foot). It will be a serving style with sufficiently physical distance between the attendees and 

acrylic board in order to prevent infection. Therefore, please consider to join the banquet. 

We’re looking forward to your participation. 

Please download the MS Word file “Banquet Request Form”, and fill in the form and send it 

as an attachment of an e-mail addressed to the Organizing Committee of the 37th Annual 

Meeting of the Society for SAM Research. 

 

Date: July 28 (Thursday), 2022, from 18:45 to 20:45 

Place: Hotel Keihan Kyoto GRANDE, second floor, Room Korin 

Address: 31 Higashikujo Nishisannou-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8003, Japan 

Banquet fee: 6,000 Yen, Student: 2,000 Yen (* Please pay at the reception on the day, cash 

only.) 

 

Web site: https://37th.samrc.jp/ 

E-mail address: 37samres@gmail.com 

 

Deadline for Banquet Request is June 24, 2022 

 

Ｆ. 撮影・録音等について                               

本大会では、全ての講演（一般演題、教育講演、特別講演、シンポジウム含め）の写真

撮影、録音および録画を一切禁止としております。 

 
Ｇ. 昼食について                                

近隣の飲食店やコンビニをご利用ください。 

 

https://37th.samrc.jp/
https://37th.samrc.jp/


Ｈ. 宿泊のご案内                                

会場周辺のホテルをご自身でご予約をお願いします。 
 
Ｉ. アクセス                                

会場：京都テルサ（〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町 70） 
会場紹介ページ：https://www.kyoto-terrsa.or.jp/lib/pdf/download/d_52.pdf 
＜電車の場合＞ 

 ＪＲ京都駅(八条口西口)より南へ徒歩約 15 分 
 近鉄東寺駅より東へ徒歩約 5 分 
 地下鉄九条駅④番出口より西へ徒歩約 5 分 
 市バス九条車庫南へすぐ 

＜お車の場合＞ 
 名神京都南インターより国道 1 号北行き市内方面へ 
 九条通を東へ、九条新町交差点を南へ 

【地図】 

https://www.kyoto-terrsa.or.jp/lib/pdf/download/d_52.pdf

