
第21回日本抗加齢医学会総会　TRACK ver. 日程表 　～現地の会場とは異なり、テーマでカテゴライズした会長考案のTRACK制による日程表です～

9:00-10:30 10:40-11:10 11:10-11:40 11:40-12:10 13:30-14:00 14:40-16:10 16:30-17:30

P
President-selected

track

会長企画シンポジウム 1

健康長寿社会の実現に寄与する創薬研究の最前線

座長：金村　成智、李　　昌一

演者：小原　　幸、田原　義朗

　　　秋吉　一成、山本　俊郎

教育講演 1

WITH コロナ時代の百

寿社会を創造する抗加

齢医学

座長：塩谷　信幸

演者：伊藤　　裕

教育講演 2

食事療法は何に有効か

座長：吉川　敏一

演者：渡邊　　昌

教育講演 3

国家戦略としてのフレ

イル予防・オーラルフ

レイル予防

座長：太田　博明

演者：飯島　勝矢

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 1

機能性食品や機能性を有する農林水産物の今！

座長：村上　　明、山本（前田）万里

演者：庄司　俊彦、松川　泰治

　　　橋本　正史、山本（前田）万里

1 COVID-19 track

シンポジウム 2

血管炎症としての COVID-19 の病態機序

座長：前村　浩二、盛田　俊介

演者：石井　　健、朝倉　英策

　　　山下　侑吾、吉田　雅幸

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

イブニングセミナー 2

新型コロナウイルスに対するワクチン開発

座長：森下　竜一

演者：中神　啓徳

共催：アンジェス株式会社

2 Microbiome track

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

3 Frailty complex track

シンポジウム 1

生活習慣病と認知症

座長：荒井　秀典、浅原　哲子

演者：二宮　利治、羽生　春夫

　　　浅原　哲子、荒木　　厚

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

シンポジウム 10

超高齢社会の問題点とアンチエイジングドック

座長：西﨑　泰弘、伊賀瀬道也

演者：伊賀瀬圭二、福井　敏樹

　　　岸本　憲明、米井　嘉一

イブニングセミナー 3

関節リウマチ診療の total management

座長：高井　信朗

演者：小田　　良

共催：第一三共株式会社

4 Food/Nutrition track

教育講演 2

食事療法は何に有効か

座長：吉川　敏一

演者：渡邊　　昌

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 1

機能性食品や機能性を有する農林水産物の今！

座長：村上　　明、山本（前田）万里

演者：庄司　俊彦、松川　泰治

　　　橋本　正史、山本（前田）万里

5 Educational track

教育講演 1

WITH コロナ時代の百

寿社会を創造する抗加

齢医学

座長：塩谷　信幸

演者：伊藤　　裕

教育講演 2

食事療法は何に有効か

座長：吉川　敏一

演者：渡邊　　昌

教育講演 3

国家戦略としてのフレ

イル予防・オーラルフ

レイル予防

座長：太田　博明

演者：飯島　勝矢

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

6 Basic science track

シンポジウム 4

神の領域に迫るゲノム編集

座長：赤澤　　宏、茂木　正樹

演者：真下　知士、高橋　　智

　　　三谷幸之介、石井　哲也

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

シンポジウム 12

臓器老化とアンチエイジング

座長：近藤　祥司、高橋　暁子

演者：竹下ひかり、杉本　昌隆

　　　茶本　健司、佐藤亜希子

　　　近藤　祥司

イブニングセミナー 1

体内時計と環境リズムの関係から切り拓くアン

チエイジングの可能性

座長：尾池　雄一

演者：安尾しのぶ

共催：株式会社再春館製薬所

7
Anti-aging Gender

track

シンポジウム 3

男性医学 2021

座長：柳瀬　敏彦、井手　久満

演者：藤原　裕矢、八谷　剛史

　　　岩佐　　武、堀江　重郎

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

8
Anti-aging Diagnostic

track

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

シンポジウム 10

超高齢社会の問題点とアンチエイジングドック

座長：西﨑　泰弘、伊賀瀬道也

演者：伊賀瀬圭二、福井　敏樹

　　　岸本　憲明、米井　嘉一

9
Anti-aging Therapy

track

シンポジウム 5

高年齢女性の臨床における諸問題

座長：髙松　　潔、大須賀　穣

演者：大江　隆史、望月　善子

　　　市川　雅男、吉原　　愛

ランチョンセミナー 1

 SGLT2・尿細管糸球体連関・ア

ンチエイジングの TRINITY か

ら考える ” 先手を打つ ” 意義

座長：福井　道明

演者：長谷川一宏

共催：田辺三菱製薬株式会社

ランチョンセミナー 5

病的心臓リモデリングを意識した治

療介入について

座長：南野　　徹

演者：小板橋紀通

共催：ノバルティスファーマ株式会

社メディカル本部 / 大塚製薬株式会

社メディカル・アフェアーズ部

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

シンポジウム 11

高齢者の頭頸部癌の予防と対策

座長：平野　　滋、朝蔭　孝宏

演者：新井　啓仁、巽　浩一郎

　　　岡田　直美、近松　一朗

10
Anti-aging

Pathophysiology track

特別講演１

Stress, and Aging:

What telomeres tell

us

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

ランチョンセミナー 5

病的心臓リモデリングを意識した治療介入について

座長：南野　　徹

演者：小板橋紀通

共催：ノバルティスファーマ株式会社メディカル本部

/ 大塚製薬株式会社メディカル・アフェアーズ部

ランチョンセミナー 4

健康寿命を延伸する光診断技術の開発

座長：金村　成智

演者：ペッツォッティジュセッペ

共催：株式会社ShinSei

ランチョンセミナー 3

生活習慣病としての逆流性食道炎

座長：吉田　憲正

演者：藤原　靖弘

共催：武田薬品工業株式会社 / 大塚製薬株式会

社

ランチョンセミナー 8

エビデンスから紐解く慢性便秘症診療 ー用量調整の新たな

エビデンスを踏まえてー

座長：内藤　裕二

演者：中島　　淳

共催：マイラン EPD合同会社

ランチョンセミナー 7

サルコペニアにおける腸内細菌叢・食習慣の解析

整形外科領域から見たサルコペニア

座長：高橋　謙治

演者：髙木　智久、劉　　和輝

共催：ミヤリサン製薬株式会社

ランチョンセミナー 6

水素吸入時、水素水飲用時の Pharmacokinetics

の比較―水素水の飲用よって水素を体のどこまで

供給できるのか―

演者：佐野　元昭

共催：株式会社ドクターズ・マン

Day01 12:20-13:20

ランチョンセミナー 2

プロダクティブ・エイジングの実現 ー NMN（ニ

コチンアミドモノヌクレオチド）への期待ー

座長：楽木　宏実

演者：中神　啓徳

共催：帝人株式会社／ NOMON株式会社

シンポジウム 6

肥満症診療・研究の新展開

座長：益崎　裕章、小川　　渉

演者：内藤　　剛、北浜　誠一

　　　清水　逸平、小川　　渉

シンポジウム 7

口腔から始める COVID-19 対策の最前線　～抗ウィルスのメカニズムか

ら感染予防まで～

座長：斎藤　一郎、阪井　丘芳

演者：豊嶋　崇徳、井上　　豪

　　　阪井　丘芳

会長企画シンポジウム 2

臓器連関から考える運動のアンチエイジング効果

座長：木村　　穣、高波　嘉一

演者：近藤　　誠、中島　友紀

　　　家光　素行、青井　　渉

シンポジウム 8

酸化ストレスの基礎研究より抗加齢医学を考える

座長：市川　　寛、藤井　順逸

演者：永井　竜児、斎藤　芳郎

　　　澤　　智裕、伊東　　健

シンポジウム 9

腸内細菌と腫瘍

座長：福田　真嗣、入江潤一郎

演者：大谷　直子、山田　拓司

　　　西川　博嘉、土岐　典子



第21回日本抗加齢医学会総会　TRACK ver. 日程表 　～現地の会場とは異なり、テーマでカテゴライズした会長考案のTRACK制による日程表です～

8:00-8:50 9:00-10:30 10:40-11:10 11:10-11:40 12:20-13:20 13:30-14:30 14:40-15:40 15:50-17:20 17:30-19:00 19:00-20:00

P
President-selected

track

モーニングセミナー 1

座長：堀江　重郎

演者：Elissa Epel

共催：株式会社ケアネット/ 順

天堂大学

会長企画シンポジウム 3

免疫老化・細胞老化の新知見

座長：濵崎　洋子、南野　　徹

演者：八木田和弘、城　　憲秀

　　　勝海　悟郎、高橋　暁子

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 17

食用油の腸内細菌代謝と肥満の

関係

座長：伊藤　　裕

演者：木村　郁夫

共催：Noster 株式会社

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 2

最先端生命科学から考える抗加齢医学の未来

座長：山田　秀和、内藤　裕二

演者：吉森　　保、谷口　英樹

　　　山田　秀和、内田　浩二

イノベーション委員会シンポジウム

　座長：坪田　一男、森下　竜一

　演者：江幡　哲也

受賞者：橋弥　尚孝、武田　朱公

　　　　島　　圭介、堅田　侑作

参加者懇親会

1 COVID-19 track

朝活セミナー 1

整形外科医から見た、パンデ

ミック時代の抗加齢対策 / 感染

予防対策について

演者：麻生　義則

共催：株式会社笹原商事

シンポジウム 16

COVID-19 の病態に迫る

座長：佐野　元昭、尾池　雄一

演者：瀬尾龍太郎、後藤　信哉

　　　吉村　昭彦、中神　啓徳

　　　佐野　元昭

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

2 Microbiome track

モーニングセミナー 2

座長：内藤　裕二

演者：井上　　亮

　　　髙木　智久

共催：株式会社プリメディカ

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 9

日本人の腸内細菌叢からみた Well-

being を目指した抗加齢医学

座長：田中　　孝

演者：内藤　裕二

共催：株式会社サイキンソー

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

3 Frailty complex track

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 14

骨粗鬆症とミネラル動態

座長：井手　久滿

演者：中村　幸男

共催：ノーベルファーマ株式会社 /

株式会社メディパルホールディング

ス

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

4 Food/Nutrition track

シンポジウム 13

エビデンスから、健康食品を考える

（日本抗加齢協会共催シンポジウム）

座長：森下　竜一、駒村　純一

演者：森田　剛史、橋本　正史

　　　細山　　浩、阿部　康二

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 10

消化管・世界最前線！栄養療法で使

うプロバイオティクスの選び方

座長：久米　　毅

演者：溝口　　徹

　　　藤井　祐介

共催：株式会社ＭＳＳ

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

メディカルスタッフセッション 1

アンチエイジング現場における栄養管理

座長：青木　雄次、青井　　渉

演者：阿部　　諒、河村　亜希

　　　矢田　幸博、青木　雄次

イブニングセミナー 4

日本食と地中海食―どちらが世界の長寿食か

座長：吉川　敏一

演者：家森　幸男

共催：日本抗加齢協会

5 Educational track

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

イブニングセミナー 5

食物繊維によるインフラマソーム活性化を介し

た生体防御機構

座長：内藤　裕二

演者：末松　　誠

共催：太陽化学株式会社

6 Basic science track

会長企画シンポジウム 4

発がんの最強リスク因子 加齢に対する挑戦

座長：武藤　倫弘、片倉　喜範

演者：津金昌一郎、中西　　真

　　　吉岡　研一、成田　　匠

　　　片倉　喜範

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 12

食思促進作用を通して健康寿命を延伸

させる「グレリンシグナルエンハン

サー」としての六君子湯の可能性

座長：秋下　雅弘

演者：上園　保仁

共催：株式会社ツムラ

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

会長企画シンポジウム 5

「メタロミクスと抗加齢医学」　～命と健康の

源泉となる「生命金属」の最前線から～

座長：安井　裕之、豊國　伸哉

演者：豊國　伸哉、小椋　康光

　　　高田　和幸、酒井久美子

7
Anti-aging Gender

track

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 13

ミトコンドリアに着目した加齢や肥満に伴

う精巣・卵巣の機能低下メカニズムと、代

謝改善によるその治療法の構築

座長：堀江　重郎

演者：堀江　重郎、島田　昌之

共催：ロート製薬株式会社

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

シンポジウム 18

新しい疾患概念・閉経関連泌尿生殖器症候群

（GSM）への対応

座長：望月　善子、安井　敏之

演者：安井　敏之、平池　　修

　　　寺内　公一、八田真理子

8
Anti-aging Diagnostic

track

シンポジウム 14

若い感覚をキープする：超早期診断・バイオ

マーカー編

座長：小澤　洋子、北市　伸義

演者：永井　紀博、中澤　　徹

　　　小川　　郁、文　　鐘玉

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 15

アスタキサンチンの抗酸化作用

とディスビオシス改善作用

座長：森下　竜一

演者：米井　嘉一

共催：アスタリール株式会社

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

9
Anti-aging Therapy

track

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 11

美容医学でのアンチエイジング

Update2021

座長：市橋　正光

演者：山下　理絵

共催：PRSS. Japan株式会社

特別企画

With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義

　　　山岸　昌一

演者：小崎健次郎

　　　江崎　禎英

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

実地医家スキルアップセミナー 1

脳をめぐる最近の話題

座長：田中　　孝、満岡　孝雄

　　　溝口　　徹、池岡　清光

演者：三島　和夫、川嶋　　朗

　　　佐藤　　均、富田　泰輔

10
Anti-aging

Pathophysiology track

シンポジウム 15

エクソソームによる疾患発症メカニズム解明と

治療戦略

座長：森本　達也、井上　　聡

演者：華山　力成、落谷　孝広

　　　高橋　有己、中瀬　生彦

理事長提言

座長：大江　隆史

演者：堀江　重郎

会長講演

何でものみこむアン

チエイジング～持続

的な幸せを実現する

ために～

座長：堀江　重郎

演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 16

心不全治療最新の話題―超高齢社会

における心不全パンデミックのなか

で

座長：的場　聖明

演者：絹川弘一郎

共催：アストラゼネカ株式会社

特別企画　Withコロナ時代

UPDATE情報

11.

特別講演２

The neglected small bowel

microbiota: Role in lipid digestion

and absorption and host

metabolism

座長：内藤　裕二

演者：Eugene B. Chang

若手研究者プログラム

老化に伴う臓器機能変化と疾患発症メカニズム

座長：長竹　貴広、武田　朱公

演者：藤本　康介、五十嵐正樹

　　　河原　裕憲、小檜山康司

シンポジウム 17

抗加齢医学の新たな提唱 2021: メタボ健診からフレイル健診

へ　～ PPK（ピンピンキラリ）を目指して～

座長：石井好二郎、岩本　　潤

演者：太田　博明、石井好二郎、小川　純人

　　　石橋　英明、佐久間邦弘、岩本　　潤

共催：一般社団法人日本骨粗鬆症学会

Day02



第21回日本抗加齢医学会総会　TRACK ver. 日程表 　～現地の会場とは異なり、テーマでカテゴライズした会長考案のTRACK制による日程表です～

8:00-8:50 9:00-9:30 9:30-10:00 10:00-10:30 10:40-12:10 12:20-13:20 13:30-15:00 15:00-15:30 15:40-17:40

P
President-selected

track

モーニングセミナー 3

座長：内藤　裕二

演者：山田　秀和

　　　日比野佐和子

共催：ゲノミクス栄養学普及協

会 / 株式会社あさ製薬

教育講演 4

老化細胞制御による探

索的治療への挑戦

座長：南野　　徹

演者：中神　啓徳

教育講演 5

論文から見た COVID-

19の 1 年半

座長：坪田　一男

演者：古川　俊治

招請講演

“ 老い ” の枠を破る

座長：内藤　裕二

演者：堀澤　祖門

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 3

マイクロバイオームが制御する抗加齢医学

座長：内藤　裕二、髙木　智久

演者：服部　正平、國澤　　純

　　　小田巻俊孝、髙木　智久

ランチョンセミナー 18

糖化を解き明かす！～糖化と疾

患の関連～

座長：木下　　茂

演者：福井　道明、米井　嘉一

共催：参天製薬株式会社

シンポジウム 22

人生 100 年、健康長寿を幸せに生きるとは？

座長：三村　　將、須賀　英道

演者：市来　真彦、三村　　將

　　　松隈信一郎、須賀　英道

閉会式

市民公開講座

With/Post コロナ時代におけるアンチエイジング

座長：内藤　裕二

演者：堀江　重郎、内藤　裕二、阿部　康二

1 COVID-19 track

教育講演 4

老化細胞制御による探

索的治療への挑戦

座長：南野　　徹

演者：中神　啓徳

教育講演 5

論文から見た COVID-

19の 1 年半

座長：坪田　一男

演者：古川　俊治

招請講演

“ 老い ” の枠を破る

座長：内藤　裕二

演者：堀澤　祖門

メディカルスタッフセッション 3

コロナ感染から学ぶ災害時メディカルスタッフの役割

座長：葦沢　龍人、勝谷　友宏

演者：木村　弥生、桂木　聡子

　　　山田　　実、金井　真弓

　　　柴田　利彦、瓜田　裕子

2 Microbiome track

朝活セミナー 2

腸内細菌叢の Dysbiosis とそれ

に関わる不調の改善 －食物繊維

の働きと効果－

演者：井上　　亮

共催：太陽化学株式会社

教育講演 4

老化細胞制御による探

索的治療への挑戦

座長：南野　　徹

演者：中神　啓徳

教育講演 5

論文から見た COVID-

19の 1 年半

座長：坪田　一男

演者：古川　俊治

招請講演

“ 老い ” の枠を破る

座長：内藤　裕二

演者：堀澤　祖門

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 3

マイクロバイオームが制御する抗加齢医学

座長：内藤　裕二、髙木　智久

演者：服部　正平、國澤　　純

　　　小田巻俊孝、髙木　智久

3 Frailty complex track

朝活セミナー 3

健康長寿は腸（おなか）から

サーモフィラス菌は線虫寿命を延長

する

演者：内藤　裕二、東村　泰樹

共催：株式会社　ミル総本社

シンポジウム 21

老いの入り “ 口 ” から認知症を読み解く

座長：松下　健二、美島　健二

演者：槻木　恵一、後藤　哲哉

　　　佐治　直樹、松下　健二

ランチョンセミナー 19

酸化ストレスと脳疾患

座長：吉川　敏一

演者：阿部　康二

共催：TIMA Tokyo株式会社

4 Food/Nutrition track

教育講演 4

老化細胞制御による探

索的治療への挑戦

座長：南野　　徹

演者：中神　啓徳

教育講演 5

論文から見た COVID-

19の 1 年半

座長：坪田　一男

演者：古川　俊治

招請講演

“ 老い ” の枠を破る

座長：内藤　裕二

演者：堀澤　祖門

ランチョンセミナー 20

ペプチド解析からみた抗加齢医

学への挑戦

座長：小山田裕一

演者：内藤　裕二

共催：株式会社プロトセラ

シンポジウム 25

栄養素で免疫力アップ

座長：満尾　　正、有田　　誠

演者：澤登　雅一、満尾　　正

深田　俊幸、有田　　誠

5 Educational track

専門医・指導士共通プログラム 2

ウイズコロナ時代のウイルス学

座長：池岡　清光、澤登　雅一

演者：宮沢　孝幸、森下　竜一

　　　岩田健太郎、押谷　　仁

専門医・指導士共通プログラム 3

感染症・がん・免疫と血管・リンパ管の新知見を学ぶ

座長：赤澤　純代、新村　　健

演者：南　　　敬、宮崎　拓郎

　　　高倉　伸幸、赤澤　純代

　　　北村　義浩、冨本　秀和

6 Basic science track

7
Anti-aging Gender

track

教育講演 4

老化細胞制御による探

索的治療への挑戦

座長：南野　　徹

演者：中神　啓徳

教育講演 5

論文から見た COVID-

19の 1 年半

座長：坪田　一男

演者：古川　俊治

招請講演

“ 老い ” の枠を破る

座長：内藤　裕二

演者：堀澤　祖門

シンポジウム 20

女性とフレイル　～４つのコホート研究から見えてくるもの

～

座長：浦野　友彦、竹屋　　泰

演者：吉村　典子、浦野　友彦

　　　田原　康玄、赤坂　　憲

ランチョンセミナー 22

スムースモード ™ レーザー及び高強度テス

ラ磁気刺激（HITS™）療法による見た目と

身体のアンチエイジング

座長：太田　博明、堀江　重郎

演者：宮田　成章、佐井　雄一

共催：ハルテック株式会社/TMK メディカ

ル株式会社 /Fotona d.o.o

シンポジウム 23

男性論ゼミナール 2021

座長：岡田　　弘、永井　　敦

演者：大平　　伸、松本　成史

　　　田畑　　泉、神林　由香

8
Anti-aging Diagnostic

track

ランチョンセミナー 21
Ca-EDTA キレーションはロコモティブシンド

ロームの新たな予防法になるのか~ キレーション

治療を患者に勧める新たな切り口の紹介 ~

座長：満尾　　正

演者：大友　通明

共催：アークレイマーケティング株式会社

9
Anti-aging Therapy

track

シンポジウム 24

化粧と匂いと医療

座長：山田　秀和、大慈弥裕之

演者：古山　登隆、川畑　秀明

　　　東原　和成、土井　秀明

　　　阪井　丘芳

10
Anti-aging

Pathophysiology track

ランチョンセミナー 23
肝炎の治癒は肝臓の “ アンチエイジング ” に寄与

するか？

ボツリヌス治療から始める美容医療の第一歩

座長：池嶋　健一

演者：河田　則文、古山　登隆

共催：アッヴィ合同会社/ アラガン・ジャパン株

式会社

Day03

会長企画シンポジウム 6

サルコペニア解決にむけた研究潮流：基礎から臨床フィールドへ

座長：池嶋　健一、福井　道明

演者：荒井　秀典、田中喜代次

　　　若林　秀隆、清水　雅仁

専門医・指導士共通プログラム 1

アンチエイジングのための免疫力 Up 講座

座長：井手　久満、清水　孝彦

演者：市川　　寛、矢野　博己

　　　渡辺　賢治、丸山　光生

シンポジウム 19

AI による新しい脳機能・認知症診断

座長：阿部　康二、岩田　　淳

演者：亀山　祐美、田所　　功

　　　武田　朱公、河越　眞介

実地医家スキルアップセミナー 2

口腔内ケアで疾病予防

座長：満岡　孝雄、溝口　　徹

　　　池岡　清光、田中　　孝

演者：別部　尚司、西田　　亙

　　　猪原　匡史、中島　　淳

メディカルスタッフセッション 2

抗加齢医療現場におけるメディカルスタッフの役割と可能性

座長：南山　幸子、市橋　正光

演者：南山　幸子、安藤　秀哉

　　　森　　明子、橋本千佳子

倫理・利益相反ワークショップ

学会発表演題における倫理審査

座長：米井　嘉一、柳田　素子

演者：平井　昭光、真田　昌爾

　　　勝谷　友宏、真田　昌爾


