
【２０　　　年度入会】 入会年度をご記入ください
※ご記入がない場合は当該年度の入会とさせて頂きます 

一般社団法人日本老年医学会 理事長　殿
下記の通り，一般社団法人日本老年医学会へ入会申し込み致します．

フリガナ

氏　　名 印

ローマ字 男 ／ 女

都　道 区　市

府　県 郡

名　　称

部 科 名 役　職

勤務先種別

都　道 区　市

府　県 郡

E-mail

会誌送付先

出 身 校

注）すべての欄にご記入ください。但し「医籍登録番号」「他学会における取得専門医名」は取得した方のみご記入ください。

（　　　　　　　　　　　　　）支部地方会参加

（地方会）

（西暦）　　　　　　年　　　  月　　　　日　　　　　　　　　

（西暦）　　　　　　年　　　  月　　　　日　　　　　　　　　

他学会における取得専門医名 認定番号 取得年月日

（西暦）　　　　　　年　　 　 月　　　　日　　　　　　　　　

＊専門分野

別紙【Ａ】より2つ以内（主要なものを第1項目として）を記入してください

（1） （2）

別紙【Ｂ】【C】より1つずつ記入してください

【B】　 【C】　

（西暦）　　　　　　年　　　　　月卒業

職　種
1．医師（登録番号：　　　　　　　　　　　　　　　）　2．歯科医師(登録番号：　　　　　　　　　　　　　　）

その他の場合､別紙より番号を選んで記入して下さい　番号:　　　　(登録番号　　　　　　　　　　　　　)

勤 務 先

☎　　　　　　（　　　　　　）

　どちらかに○を付けてください　　　　　　1．　自宅　　　　　2．　勤務先

（〒　   　－　     ）

　1． 病院　　2． 大学病院　　3． 医院／診療所　　9． その他（　　　　　　　　　）

自宅住所
☎　　　　　　（　　　　　　）

（〒　   　－　     ）

一般社団法人日本老年医学会　入会申込書

　　年　　　月　　　日

19　　　年 　　月　　　日生
（姓） （名）

（大学） （学部）



別紙

　«専門分野» 【A】

〔臨床医学系〕 〔メディカルスタッフ系〕 〔老年個別項目〕 〔臨床個別項目〕
1 医師 1 老年科 51 看護学 1 認知症 31 脳血管障害
2 歯科医師 2 一般内科 52 保健学 2 フレイル・サルコペニア・カヘキシア 32 精神疾患（認知症以外）
3 看護師 3 消化器内科 53 薬学 3 転倒・骨折 33 中枢・末梢神経疾患（脳血管障害以外）
4 保健師 4 循環器内科 54 栄養学 4 失禁 34 循環器疾患、動脈硬化
5 薬剤師 5 呼吸器内科 55 理学療法学 5 せん妄 35 呼吸器疾患
6 栄養士 6 腎臓内科 56 作業療法学 6 嚥下障害 36 糖尿病・代謝内分泌疾患
7 理学療法士 7 神経内科 57 言語聴覚学 7 褥瘡 37 運動器疾患
8 作業療法士 8 リウマチ内科 58 臨床心理学 8 栄養・低栄養 38 腎泌尿器疾患
9 言語聴覚療法士 9 アレルギー内科 9 救急医療 39 性生殖器疾患

10 臨床心理療法士 10 血液内科 69 メディカルスタッフ系その他 10 リハビリテーション 40 血液疾患
11 その他 11 内分泌内科 　　　（具体的にご記入ください） 11 総合的機能評価 41 消化器疾患

12 糖尿病内科 12 多職種連携・在宅医療 42 膠原病・アレルギー・免疫疾患
13 感染症内科 〔社会医学系〕 13 エンドオブライフケア・緩和医療 43 皮膚感覚器疾患
14 心療内科 71 公衆衛生学 14 疫学・予防医学
15 腫瘍内科 72 疫学 15 感染症 49 臨床個別その他  （具体的にご記入ください）

73 医療情報学 16 薬物療法・多剤投与
16 救急科 74 社会福祉学 17 非薬物療法・統合医療 〔社会医学と医療福祉〕　
17 総合診療科 18 医学教育 51 老年心理
18 リハビリテーション科 79 社会医学系その他 19 地域包括ケア・地域連携 52 ソーシャルサポート・ネットワーク
19 麻酔科 　　　（具体的にご記入ください） 20 東洋医学 53 医療倫理
20 放射線科 21 臨床検査 54 死生学・孤立死
21 病理科 〔基礎医学系〕 22 臨床画像 55 介護・看護
22 臨床検査科 81 基礎老化学 23 睡眠・睡眠障害 56 介護保険・介護予防・介護負担

82 解剖学 57 福祉・医療経済、保健医療政策
23 一般外科 83 細胞生物学 29 老年個別その他 58 ロボット・先進機器・情報通信
24 消化器外科 84 分子生物学 （具体的にご記入ください） 59 事故・安全管理
25 心臓外科 85 生化学 60 社会参加・社会貢献
26 呼吸器外科 86 生理学

27 血管外科 87 神経科学 69 社会福祉その他  （具体的にご記入ください）
28 小児外科 88 薬理学

29 脳神経外科 89 免疫学 〔老化の機序と老化制御〕　
30 整形外科 90 微生物学 71 酸化ストレス
31 泌尿器科 91 病理学 72 老化遺伝子（長寿遺伝子） ・エピゲノム
32 眼科 73 細胞老化
33 耳鼻咽喉科 99 基礎医学系その他 74 個体老化・早老症（老化モデル動物含む）
34 皮膚科 　　　（具体的にご記入ください） 75 環境と老化
35 形成外科 76 代謝・栄養
36 産婦人科 77 免疫
37 小児科 〔その他〕 78 老化マーカー
38 精神科 999 いずれにも該当しない場合
39 歯科・口腔外科 　　　（具体的にご記入ください） 79 基礎老化その他  （具体的にご記入ください）
40 臨床医学系その他

　　（具体的にご記入ください）

　«職種» 【B】 【C】

主要なものを第1項目として2つ以内選んでください 下記より1つ選んでください 下記より1つ選んでください


