
6月17日（金）　第1会場（5F メインホール（大ホール））

開会式 8:55〜9:00

シンポジウム1　アンチエイジングと認知症予防 9:00〜10:30

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）
　　　岩田　　淳（東京都健康長寿医療センター脳神経内科）

SY1-1 脳のアンチエイジング研究最前線
阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

SY1-2 多様なデバイスやAIを活用した新しい認知症診断
山下　　徹（岡山大学大学院脳神経内科学）

SY1-3 新型コロナmRNAワクチンが引きおこす認知症とエイジングの予防
犬房　春彦（�岐阜大学科学研究基盤センター共同研究講座抗酸化研究部門／ルイ・パストゥール医学研究

センター抗酸化研究室）

SY1-4 地域における認知症予防と認知症診断
池田　佳生（群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学）

シンポジウム6　代謝性疾患と認知症 update 2022 10:40〜12:10

座長：猪原　匡史（国立循環器病研究センター病院脳神経内科）
　　　浅原　哲子（京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部）

ランチョンセミナー1　 12:30〜13:20

座長：吉川　敏一（特定非営利活動法人日本抗加齢協会）

LS1 仮想人体生成モデルとライフケアの民主化
丸山　　宏（�花王株式会社�エグゼクティブフェロー／東京大学�人工物工学研究センター�特任教授／

Preferred�Networks�PFNフェロー）

共催：特定非営利活動法人日本抗加齢協会

SY6-1 動脈硬化と脳アミロイド血管症の最前線
齊藤　　聡（国立循環器病研究センター脳神経内科）

SY6-3 糖尿病の認知機能低下におけるTREM2の病態意義
田中　将志（�健康科学大学健康科学部理学療法学科／国立病院機構京都医療センター臨床研究センター内

分泌代謝高血圧研究部）

SY6-4 脳のインスリンシグナリングを標的とするアルツハイマー病の治療戦略
大八木保政（愛媛大学大学院医学系研究科脳神経内科・老年医学講座）

SY6-2 代謝障害から見た認知機能障害発症・進展の分子機構
田口　明子（国立長寿医療研究センター統合神経科学研究部）
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会長講演　 13:30〜14:10

座長：山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター）

PL 脳のアンチエイジングと見た目のアンチエイジング
阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

特別講演1　 14:10〜14:50

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

SL1 アーミッシュ・心と身体のアンチエイジング
堤　　純子（翻訳家）

シンポジウム10　酸化ストレスと難治性疾患 15:00〜16:30

座長：高橋　将文（自治医科大学分子病態治療研究センター炎症・免疫研究部）
　　　中神　啓徳（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座）

SY10-1 脳・眼の神経変性病態における酸化ストレスの関与と治療薬の開発
原　　英彰（岐阜薬科大学）

SY10-2 糖尿病網膜症における酸化ストレス
長岡　泰司（日本大学医学部視覚科学系眼科学分野）

SY10-3 CKDと酸化ストレス
西山　　成（香川大学医学部薬理学）

SY10-4 血管不全と酸化ストレス
東　　幸仁（広島大学原爆放射線医科学研究所）

招待講演1　 16:40〜17:30

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

IL1 食からの脳老化予防：認知機能・海馬容積の加齢変化とその栄養学的緩衝要因を探る地域コホー
ト研究
大塚　　礼（国立長寿医療研究センター老化疫学研究部）
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6月17日（金）　第2会場（5F メインホール（小ホール））

シンポジウム2　顔貌形態を意識した口腔と見た目からの抗加齢医学的アプローチ 9:00〜10:30

座長：阪井　丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）
　　　山城　　隆（大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）

SY2-1 顔面老化のメカニズムと形成美容外科的アプローチ
大慈弥裕之（北里大学形成外科･美容外科／NPO法人自由が丘アカデミー）

SY2-2 顔の形から何がわかるか？·～三次元解析の可能性～
谷川　千尋（大阪大学歯学部附属病院矯正科）

SY2-3 顔面形態を意識した総義歯とインプラント治療について
木林　博之（きばやし歯科医院）

SY2-4 最新デジタルテクノロジーを駆使した口腔顎顔面再建治療
管野　貴浩（島根大学医学部歯科口腔外科学講座）

シンポジウム7　口腔機能低下症の現状と今後の展望 〜実臨床での課題と期待すること〜 10:40〜12:10

座長：松下　健二（国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部）
　　　美島　健二（昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門）

SY7-1 臨床現場における口腔機能低下症の現状と将来展望
大野　友久（浜松市リハビリテーション病院歯科）

SY7-3 味覚の加齢的変化とメカニズム:·抗不整脈薬フレカイニドによる味覚障害発症機構の解明
重村　憲徳（�九州大学大学院歯学研究院口腔機能解析学分野／九州大学五感応用デバイス研究開発セン

ター）

SY7-4 宇宙飛行と加齢による筋萎縮と栄養対策
二川　　健（�徳島大学大学院医歯薬学研究部／宇宙栄養研究センター）

SY7-2 口腔乾燥症の為害作用とその対応・治療法の問題点
岩渕　博史（国際医療福祉大学病院歯科口腔外科）

シンポジウム11　腸内細菌x新テクノロジー 15:00〜16:30

座長：福田　真嗣（慶應義塾大学先端生命科学研究所）
　　　金　　倫基（慶應義塾大学薬学部創薬研究センター）

SY11-1 腸内細菌による疾患制御・予測の可能性
宮内　栄治（�群馬大学生体調節研究所粘膜エコシステム制御分野／理化学研究所生命医科学研究センター

粘膜システム研究チーム）

SY11-2 腸管-肝臓-脳ネットワークによる腸管恒常性維持機構の解明
寺谷　俊昭（慶應義塾大学医学部消化器内科）
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6月17日（金）　第3会場（10F 会議室1003）

SY11-3 腸内細菌のシングルセル解析と微生物遺伝子の活用
細川　正人（早稲田大学理工学術院大学院先進理工学研究科／bitBiome株式会社）

SY11-4 腸内細菌叢移植療法を活用したリバーストランスレーショナル創薬
中原　　拓（メタジェンセラピューティクス株式会社）

シンポジウム3　蛋白質品質管理と細胞・個体老化 9:00〜10:30

座長：近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット）
　　　高橋　暁子（（公財）がん研究会がん研究所細胞老化プロジェクト）

SY3-1 Senolytic·drugによる老化細胞除去の影響とがん治療への可能性
脇田　将裕（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）

SY3-2 選択的オートファジー誘導によるミトコンドリアの品質管理
有本　博一（東北大学大学院生命科学研究科）

SY3-3 健康寿命とプロテアソーム機能
村田　茂穂（東京大学大学院薬学系研究科）

SY3-4 心血管疾患・老化とミトコンドリアダイナミクスおよびマイトファジーについて
池田　義之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学）

SY3-5 神経変性疾患における蛋白質品質管理異常
山中　宏二（名古屋大学環境医学研究所）

シンポジウム8　がんと心血管病を結ぶ加齢現象〜クローン性造血 10:40〜12:10

座長：赤澤　　宏（東京大学大学院医学系研究科循環器内科学）
　　　茂木　正樹（愛媛大学大学院医学系研究科薬理学）

SY8-1 加齢とクローン性造血
木崎　昌弘（埼玉医科大学総合医療センター血液内科）

SY8-2 クローン性造血と造血器腫瘍
北村　俊雄（�神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センター／東京大学薬学系研究科分子腫瘍薬学社会

連携講座）

SY8-3 クローン性造血と動脈硬化
南　　　学（国立研究開発法人国立循環器病研究センター）

SY8-4 JAK2V617F変異クローン性造血と肺高血圧症
竹石　恭知（福島県立医科大学）
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6月17日（金）　第4会場（10F 会議室1001-2）

シンポジウム12　抗加齢に関わる代謝遺伝子・経路とその応用 15:00〜16:30

座長：井上　　聡（東京都健康長寿医療センター研究所システム加齢医学）
　　　田中　知明（千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学）

SY12-1 老化と幹細胞制御に関わるがん抑制遺伝子p53の機能
田中　知明（千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学）

SY12-2 ミトコンドリア代謝とアンチエイジング
井上　　聡（東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム）

SY12-3 老化関連メタボライトと新規解糖系制御機構
近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット）

SY12-4 小型魚類と抗加齢医学
松井　秀彰（新潟大学脳研究所）

シンポジウム4　ニッシェ特異的なリプログラミング 9:00〜10:30

座長：佐野　元昭（慶應義塾大学医学部循環器内科）
　　　佐藤　　荘（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体環境応答学講座免疫アレルギー学分野）

SY4-1 腫瘍微小環境における特異的な代謝リプログラミング
大澤　　毅（東京大学先端科学技術研究センターニュートリオミクス・腫瘍学分野）

SY4-2 非アルコール性脂肪肝炎におけるマクロファージの多様性
酒井真志人（日本医科大学大学院医学研究科分子遺伝医学分野）

SY4-4 細胞死を核として形成される炎症慢性化ニッシェに特異的なマクロファージ代謝リプログラミング
菅波　孝祥（名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野）

SY4-3 オステオポンチン産生肺線維化促進性マクロファージの機能解析
白川　公亮（慶應義塾大学医学部循環器内科／慶應義塾大学医学部循環器内科予防医療センター）

優秀演題セッション1　 10:40〜12:10

座長：尾池　雄一（熊本大学大学院生命科学研究部代謝・循環医学分野分子遺伝学講座）
　　　中神　啓徳（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座）

BP1-1 視線計測計を用いた認知症の早期発見
田所　　功（岡山大学脳神経内科）

BP1-2 Cooperative·action·of·p53·and·autophagy·delays·kidney·aging·by·suppressing·DNA·
damage·and·the·senescence-associated·secretory·phenotype
山本　毅士（大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学）

※イブニングセミナー1は第7会場へ変更となりました（p.44参照）
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BP1-3 IL-34発現量の低下にともなうマクロファージのM1/M2バランスの乱れは露光部皮膚のインフ
ラマエイジングを引き起こす
堀場　　聡（株式会社資生堂みらい開発研究所）

BP1-4 肺線維症・強皮症モデルにおける新規炎症制御ペプチドMHP1-AcNの効果検討
島村　宗尚（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座／大阪大学神経内科学）

BP1-5 糖尿病性男性不妊症に対するエンパグリフロジンの有効性：肥満糖尿病モデルマウスを用いた検討
森　　雄作（昭和大学医学部抗糖化寄付講座／昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門）

BP1-7 長寿遺伝子SIRT1による腸管内分泌細胞分化制御機構の解明
五十嵐正樹（東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科）

BP1-6 Effects·of·Aging·and·Endometriosis·on·Pregnancy·Outcome·in·a·Mouse·Model
Elsherbini�Mohammed（東京大学院医学系研究科産婦人科学講座）

BP1-8 内臓脂肪・皮下脂肪と腸内細菌叢　－京丹後コホート研究から：食生活との関連含め－
安田　剛士（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

BP1-9 NAD関連代謝産物による栄養学的アプローチによる疾患制御の可能性·-フックス角膜内皮変性症
患者由来iPS細胞を用いて-
稲垣　絵海（慶應義塾大学医学部眼科学教室／慶應義塾大学医学部生理学教室／日本学術振興会）

ランチョンセミナー2 12:30〜13:20

座長：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寄附講座）

LS2 遺伝子治療技術を活用したワクチン開発
中神　啓徳（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座）

共催：アンジェス株式会社

優秀演題セッション2　 15:00〜16:30

座長：大須賀　穣（東京大学医学部附属病院女性診療科）
　　　阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

BP2-2 Bee·pollenによる表皮角化細胞の紫外線障害回避効果について
安彦　善裕（北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野）

BP2-3 血液検査のみから算出されるサルコペニアインデックスによる大腿骨近位部骨折患者の機能予後
予測
大久保直輝（�京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）／京都府立医科大学附属北部医療セ

ンター整形外科）

BP2-1 舌圧値と慢性腎臓病(CKD)との関連-クレアチニンとシスタチンCとの違い
楠　　　博（兵庫医科大学総合診療内科学／大阪歯科大学内科学講座）
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BP2-4 乳由来ペプチドβラクトリンはヒト気分状態および精神的活力を改善する
綾部　達宏（キリンホールディングス株式会社キリン中央研究所）

BP2-5 育毛効果を有するポリフェノールの機能性の分子基盤解明
前田　俊介（九州大学大学院システム生命科学府システム生命科学専攻生命工学講座）

BP2-6 サルコペニア・フレイルのバイオマーカーとしての血清microRNA·測定の可能性
新村　　健（兵庫医科大学内科学総合診療科）

BP2-7 終末糖化産物受容体（RAGE）阻害アプタマーは動脈硬化進展を抑制する
寺崎　道重（昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門）

BP2-8 前立腺癌と白血球テロメア長および骨髄由来免疫抑制細胞との関連
脇田　春彦（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

BP2-9 POSTNの選択的スプライシングをターゲットにした悪性腫瘍の治療法の開発
柴田　佳那（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学寄付講座／ペリオセラピア株式会社）

6月17日（金）　第5会場（10F 会議室1009）

一般口演1　酸化ストレス 10:40〜12:10

座長：平山　　暁（国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター）
　　　市川　　寛（同志社大学大学院生命医科学研究科）

O01-3 加齢病態に用いられる加味逍遙散の抗酸化プロファイルとヒトへの効果
平山　　暁（国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター）

O01-4 アミノ酸グリシンの摂取が脂肪肝炎に与える影響－肝細胞特異的PTENノックアウトマウスを用
いた基礎的検討－
今　　一義（順天堂大学医学部消化器内科）

O01-5 回復期リハビリテーション病棟入院中の酸化L·D·Lと年齢の関係
伊藤　倫之（医療法人社団石鎚会京都田辺記念病院）

O01-6 超音波照射によるC.elegansの寿命への影響
本田　　海（同志社大学大学院生命医科学研究科）

O01-7 超音波照射による抗酸化能の増強とサルコペニア予防の検討
松田　悠佑（同志社大学大学院生命医科学研究科）

O01-1 加齢性膀胱機能障害の病態を反映する新規バイオマーカーの探索
中塚　騰太（川崎医科大学大学院生理系分野尿路生殖器病態生理学）

O01-2 紫外線B波が及ぼすヒト表皮角化細胞への影響とその細胞傷害メカニズムの探究
黒川　憲伸（同志社大学生命医科学研究科医生命システム専攻）
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O01-8 TFEBによる酸化ストレス誘導性内耳細胞老化制御機構の解明
鈴木　佑奈（日本大学医学部生化学分野）

O01-9 DNAアプタマーによる終末糖化産物受容体の阻害は老年疾患を包括的に抑制する
外川内亜美（久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座）

ランチョンセミナー3 12:30〜13:20

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学）

LS3 腸から考えるアンチエイジング　-短鎖脂肪酸と腸管免疫-
中島　　淳（横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室）

共催：ネスレ日本株式会社　ネスレヘルスサイエンスカンパニー

一般口演2　脳・認知症制御 15:00〜16:40

座長：田平　　武（順天堂大学大学院認知症診断・予防・治療学）
　　　池田　佳生（群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学）

O02-1 慢性脳低灌流によって引き起こされるAβ輸送関連タンパク質の不均衡
山下　　徹（岡山大学大学院脳神経内科学）

O02-2 熟成ホップ由来苦味酸の単回摂取による自律神経活動の活性化と注意機能改善
金留　理奈（キリンホールディングス株式会社）

O02-3 Acceleration·of·the·accumulation·of·fibrinogen·peptide·chains·with·Aβ·deposition·in·
AD·mice·and·human·AD·brains
卞　　之宏（岡山大学医歯薬研究科脳神経内科）

O02-4 マウスの加齢に伴う認知的柔軟性の低下を捉えるタッチパネル装置定量評価系の確立
生田　かよ（協同乳業株式会社研究所）

O02-5 腸内酸化ストレス除去による脳腸軸を介した抗うつ効果の検証
池田　　豊（筑波大数理物質）

O02-6 アルツハイマー病のBiological·subtypeにおける髄液コアマーカーの変動パターン
武田　朱公（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学／大阪府立病院機構大阪精神医療センター�

こころの科学リサーチセンター）

O02-7 糖尿病合併認知症においてみられるアルツハイマー病関連タウ蛋白の特異的リン酸化パターン
伊藤　祐規（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学／大阪精神医療センターこころの科学リサー

チセンター）

O02-8 髄液中リン酸化Neurofilament·heavy·chainと脳白質病変体積との関連
中嶋　恒男（大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学）
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O03-6 ゲノム不安定性は認知機能低下と関連する：前立腺癌サバイバーの全ゲノムシークエンス研究　
小林　拓郎（順天堂大学院泌尿器外科学講座）

O03-7 「DNA損傷応答」と「ミトコンドリア機能」に着目した加齢性心機能低下改善および健康寿命延伸への挑戦
佐藤　迪夫（�熊本大学大学院　生命科学研究部　代謝・循環医学分野　分子遺伝学講座／熊本大学生命資

源研究・支援センター／佐賀大学循環器内科）

O03-8 腸管上皮における老化および腫瘍化におけるタフト細胞の役割
齋藤　義正（慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座）

O03-9 高血圧ラットモデルにおけるDNAメチル化レベルに基づく生物学的年齢の予測
仲木　　竜（株式会社Rhelixa）

6月17日（金）　第6会場（10F 会議室1008）

O03-2 歯の喪失はAPPKIマウスの認知症の行動・心理症状を悪化させる
山田(古川)　匡恵（国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部）

O03-3 摂食の血中および肝臓中のグリセルアルデヒド含量に及ぼす影響
佐藤　健司（京都大学大学院農学研究科）

O03-4 総摂取カロリーはゲノム不安定性と関連する：前立腺癌サバイバーの全ゲノムシークエンス研究
八谷　剛史（順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座）

O03-1 ホヤ由来プラズマローゲンの脳梗塞モデルマウスにおける高酸化ストレス・抗炎症作用の検討
福井　裕介（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学）

O03-5 アルギニンメチル化酵素PRMT5は、TGF-β刺激による筋線維芽細胞へ分化を制御した
羽川　菜摘（静岡県立大学薬学部分子病態学分野）

一般口演3　遺伝子 10:40〜12:10

座長：森本　達也（静岡県立大学薬学部分子病態学）
　　　清水　逸平（順天堂大学循環器内科学講座）

O02-9 アルツハイマー病サブタイプにおける脳白質病変容積の解析
中嶋　恒男（大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学）

O02-10 老齢マウスにおける内因性のメラトニン代謝産物AMKの変化と加齢に伴う記憶関連遺伝子の網
羅的解析
渡辺　数基（東京医科歯科大学教養部生物学教室）
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6月17日（金）　第7会場（3F イベントホールA）

ランチョンセミナー4 12:30〜13:20

座長：塚本　康浩（京都府立大学）

LS4 世界初の小口径人工血管の臨床化に向けて　～なぜダチョウであったか～
山岡　哲二（国立循環器病研究センター研究所）

共催：株式会社 SPEEDIA

一般口演4　口腔／免疫・炎症／検査法・ドック 15:00〜15:50

座長：李　　昌一（神奈川歯科大学社会歯科学系健康科学講座災害歯科学分野）
　　　橋本　賢一（防衛医科大学校総合臨床部）

O04-1 歯列矯正治療中の過酸化物不使用オフィスホワイトニング
平野　絵美（表参道歯科矯正クリニックLUCENT）

O04-2 紅参エキスによる口腔内抗酸化能向上の機序解明
増田　崇至（同志社大学生命医科学研究科）

O04-3 60歳以上の健康成人を対象とした歌うことの効用－口腔機能改善と心理・社会学的検証を加えて－
稲村奈緒子（和洋女子大学大学院総合生活研究科）

O04-4 エクソソームによる廃用性筋萎縮における敗血症予後増悪
長　　邑花（慶應義塾大学大学院薬学部薬効解析学講座）

O04-5 幅広い年齢層のおける24時間ホルター心電図を用いた不整脈出現に関する世代別健常値につい
ての検討
橋本　賢一（防衛医科大学校総合臨床部）

シンポジウム5　若い感覚をキープする：感覚器を取り巻く周辺環境の加齢による変化 9:00〜10:30

座長：神田　敦宏（千寿製薬株式会社研究開発本部総合研究所）
　　　小澤　洋子（聖路加国際病院眼科）

SY5-1 眼表面マイクロバイオームは加齢で変化する
鈴木　　智（京都府立医科大学眼科学教室／地方独立行政法人京都市立病院眼科）

SY5-2 加齢黄斑変性の病態における酸化ストレスの関与と抗酸化物質内服の有効性
高山　　圭（桜街道たかやま眼科）

SY5-4 脳機能画像を用いた聴覚関連領域の加齢性変化
南　修司郎（国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科／国立病院機構東京医療センター人工内耳センター）

SY5-3 NRF2によるストレス応答と抗老化作用
本橋ほづみ（東北大学加齢医学研究所）
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シンポジウム9　耳鼻咽喉科の感覚器研究とアンチエイジング 10:40〜12:10

座長：北市　伸義（北海道医療大学病院）
　　　菅原　一真（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

SY9-1 活性酸素による後天性感音難聴の発症機序解明と治療法開発
毛利　宏明（�京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室／神戸大学バイオシグナル総合研究センター

分子薬理研究分野／京都第一赤十字病院耳鼻咽喉科）

SY9-2 糖尿病モデルマウスの難聴に対するアンチエイジングの試み
津田　潤子（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

SY9-3 加齢性難聴とミトコンドリア機能異常
三輪　　徹（大阪公立大学耳鼻咽喉科頭頸部外科／京都大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

SY9-4 ミトコンドリアDNAハプログループと加齢性難聴の関連　－岩木健康増進プロジェクトにおけ
る一般地域住民での検討－
佐々木　亮（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座）

SY9-5 聴覚と脳の加齢研究から考えるアンチエイジング
内田　育恵（愛知医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科／国立研究開発法人国立長寿医療研究センター）

シンポジウム13　肺高血圧症、基礎から臨床へ 15:00〜16:30

座長：前村　浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学）
　　　武田　憲彦（自治医科大学分子病態治療研究センター循環病態・代謝学研究部）

SY13-1 肺高血圧症病態形成における炎症性シグナルの役割
中岡　良和（国立循環器病研究センター研究所血管生理学部）

SY13-2 AIを活用したプレシジョンメディスンモデルで展開する肺動脈性肺高血圧症に対する抗IL-6受容
体抗体医師主導治験
田村　雄一（国際医療福祉大学医学部循環器内科学／国際医療福祉大学三田病院肺高血圧症センター）

SY13-3 患者由来細胞を用いた肺高血圧症の研究
小川　愛子（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター臨床研究部分子病態研究室）

SY13-4 肺高血圧症に対する創薬ターゲットの探索とその臨床応用
江本　憲昭（神戸薬科大学臨床薬学研究室／神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野）

イブニングセミナー1　再生医療の過去・現実・未来 17:30〜18:20

座長：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寄附講座）

ES1-3 香月　信滋（株式会社ASメディカルサポート）
共催：株式会社 AS メディカルサポート

ES1-1 浦橋　斉悟（うらはし整形外科）

ES1-2 白鵬　　翔（間垣親方（元横綱白鵬））
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褒章制度受賞者講演1　研究奨励賞 9:00〜10:50

褒章制度受賞者講演2　学会賞 11:10〜12:10

6月17日（金）　第8会場（12F 特別会議場）

RRL1-1 生活習慣病予防における骨格筋の分泌・代謝機能に関する研究
青井　　渉（京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学）

RRL1-2 健康長寿社会の実現に寄与するナノゲルハイブリッド材料の創成
足立　哲也（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）

RRL1-3 認知機能の維持向上に役立つβラクトリンおよび熟成ホップの発見と機能性食品の開発
阿野　泰久（キリンホールディングス株式会社R&D本部キリン中央研究所）

RRL1-4 カロリー制限および加齢における腸管上皮幹細胞制御に果たすNAD+の意義の解明
五十嵐正樹（東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科）

RRL1-5 エネルギー代謝とDNA損傷応答機構をターゲットとした心不全治療法の開発
佐藤　迪夫（�熊本大学大学院生命科学研究部代謝・循環医学分野分子遺伝学講座／熊本大学生命資源研

究・支援センター／佐賀大学医学部循環器内科）

RRL1-6 実験モデル動物を活用した肺老化疾患COPDと健康寿命に対する評価系の構築と解析
首藤　　剛（熊本大学大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センター）

RRL1-7 光超音波イメージングを用いたリンパ管加齢性変化の解明
鈴木　悠史（慶應義塾大学医学部形成外科）

RRL1-8 循環器病予防へ向けた包括的リスク管理法の確立と、バイオマーカー・血管機能検査を活用した
先制医療の実践
田中　敦史（佐賀大学医学部循環器内科）

RRL1-9 iPS細胞を用い細胞老化に着目した色素性乾皮症における光老化の機序解明
福本　　毅（神戸大学医学部附属病院）

RRL1-10 糖尿病による男性不妊症に対する新しい治療手段の開発：終末糖化産物を標的とした機能性核酸
医薬の有効性の検討
森　　雄作（昭和大学医学部抗糖化寄付講座）

RRL2-1 インスリン作用の分子メカニズム解明による糖尿病･加齢関連疾患治療法の開発
植木浩二郎（国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター）

RRL2-2 終末糖化産物(AGEs)とその受容体(RAGE)を標的とした心血管代謝老年病の包括的制御
山岸　昌一（昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）
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ランチョンセミナー5 12:30〜13:20

座長：山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター）

LS5 Specialized·Pro-resolving·Mediators·(SPM)による炎症性疾患の制御
有田　　誠（慶應義塾大学薬学部代謝生理化学講座）

共催：メタジェニックス株式会社

アンチエイジング創薬セッション1　アルツハイマー型認知症治療薬最前線 15:00〜16:30

座長：岩田　　淳（東京都健康長寿医療センター脳神経内科）
　　　布村　明彦（東京慈恵会医科大学附属第三病院精神神経科）

ADS1-1 レカネマブの早期アルツハイマー病を対象とした臨床第２相試験·－臨床症状，バイオマーカー，
安全性成績ー
中川　雅喜（エーザイ株式会社ニューロロジービジネスグループ日本・アジア臨床開発部）

ADS1-2 抗アミロイドβ抗体donanemabの臨床開発:·第II相試験におけるアミロイドプラーク量の変化
佐藤祥一郎（日本イーライリリー株式会社研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部）

ADS1-3 Phase·1·Single·and·Multiple·Ascending·Dose·Study·Results·and·Phase·2·Study·Design·
of·the·Anti-phosphorylated-tau·Antibody·JNJ-63733657
高橋　昌義（ヤンセンファーマ株式会社研究開発本部クリニカルサイエンス統括部）

ADS1-4 早期アルツハイマー病に対するアデュカヌマブの臨床開発
戸田　康夫（バイオジェン・ジャパン株式会社臨床開発・薬理部）

ADS1-5 Gantenerumabの臨床試験の現状
玉岡　　晃（筑波記念病院脳神経センター（中外製薬Gantenerumab試験医学専門家））

RRL2-3 認知症に対する革新的な予防・診断・治療法の研究開発と臨床応用
武田　朱公（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学／大阪府立病院機構大阪精神医療センター�

こころの科学リサーチセンター）
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ポスターセッション1　遺伝子 16:40〜17:30

ポスターセッション2　酸化ストレス 16:40〜17:30

6月17日（金）　ポスター会場（3F イベントホールB-E）

P001 エナメル質亀裂歯に対し過酸化物を含まない歯面研磨材と歯面冷却機能付き高出力パルス青色
LED光照射器を使用したオフィスホワイトニング
平野　絵美（表参道歯科矯正クリニックLUCENT）

P002 ローズマリー由来のカルノシン酸は二つの経路でCOVIDを抑制する
佐藤　拓己（東京工科大学応用生物学部アンチエイジングフード研究室）

P003 プテロスチルベンの活性酸素モデルラジカル消去機構
中西　郁夫（�国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門量子生命科学研究所量子レ

ドックス化学研究グループ）

P004 Discovery·of·novel·potent·telomerase·activators
三上　貴浩（アイモファーマ）

P005 一般地域住民を対象とした加齢に伴う味覚閾値の変化に関する検討　-岩木健康増進プロジェク
ト2019の結果から-
清水目奈美（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座）

P006 不妊治療患者における皮膚AGEs値と卵巣予備能の関連
上原　真里（東京大学医学部付属病院）

P007 メトホルミンの抗動脈硬化作用はマクロファージ泡沫化現象のAGE-Cdk5-CD36経路を抑制す
ることが関与している
八島　広典（昭和大学糖尿病代謝内分泌内科）

P008 Scallop-derived·plasmalogen·prevent·oxidative·stress·and·inflammation·in·a·mouse·
model·of·ischemic·stroke
胡　　欣冉（岡山大学医歯薬学総合研究科脳神経内科）

P009 食品添加物による生体への影響とα-Tocopherolによる予防効果
古市　優衣（京都府立大学大学院生命環境科学研究科）

P010 ヒト表皮角化細胞における紫外線B波誘発性バリア機能低下モデルの作製およびハーブエキスに
よる保護効果の検討
阿瀬　有紀（同志社大学大学院生命医科学研究科医生命システム専攻）

P011 終末糖化産物（AGEs）の阻害による老年病の包括的抑制
松井　孝憲（久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態治療学講座）
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ポスターセッション4　感覚知覚／免疫・炎症 16:40〜17:30

ポスターセッション5　口腔 16:40〜17:30

ポスターセッション3　脳・認知症制御 16:40〜17:30

P012 イサダオイル粉末は脳血管障害性認知障害に保護効果を示す。
石田菜々絵（岩手医科大学薬学部病態薬理学講座分子細胞薬理学分野）

P013 脳海馬が合成する男性・女性ホルモンによるシナプスの急性的制御は記憶の書き込みに重要である
相馬　ミカ（日本大学文理学部生命科学科／順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科）

P014 GABAによるエクソソームを介した腸脳相関活性化
田中　綾乃（九州大学大学院生物資源環境科学府）

P015 新型コロナ感染後の“ブレイン·フォッグ”の抗加齢医学的検証·
——心の症状と機能年齢、酸化ストレス度に及ぼす影響について——
草野　孝文（医療法人アエバ会アエバ外科病院）

P017 嗅覚検査による認知機能低下の予測：岩木健康増進プロジェクト2016-2017の結果から
工藤　玲子（青森県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P018 LDL受容体欠損マウスにおける高脂肪食摂取はCXCL1を介する好中球のヒストンシトルリン化
によって白血球接着を亢進する
大坂　瑞子（東京医科歯科大学先進倫理医科学）

P019 新型コロナ感染症とH1N1型インフルエンザの血中サイトカイン・ケモカイン動態:·PLS2解析法
による疾患特性分析の試み
宇野賀津子（（公財）ルイ・パストゥール医学研究センター）

P016 実用視力検査による白内障手術患者の満足度と視機能評価
綾木　雅彦（おおたけ眼科）

P020 80歳以上の健康な長寿者の口腔機能について
山本　俊郎（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学／京都府立医科大学附属病院歯科）

P021 Effect·of·Okinawa·brown·sugar·polyphenols·on·saliva·secretion·via·vasodilation
シャッキャ　スプリヤ（鶴見大学歯学部病理学講座）

P022 臼歯の欠損により咬み合わせが消失した骨格性下顎前突の症例に対して、手術用義歯を用いた外
科的矯正治療で咬合を改善した一例
竹本　史子（岡山大学学術研究院医歯薬学歯科矯正学分野）
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ミニセミナー2　日本抗加齢協会について 15:00〜15:30

座長：森下　竜一（特定非営利活動法人日本抗加齢協会）
　　　細山　　浩（特定非営利活動法人日本抗加齢協会）

ミニセミナー1　患者視点から見た、再生医療の効果と問題点 11:30〜12:00

6月17日（金）　ミニセミナー会場（3F イベントホールB-E）

EX1-2 渋谷　真子（車いすYouTuber「現代のもののけ姫Maco」）
共催：株式会社 AS メディカルサポート

EX1-1 大山　ナミ（一般社団法人再生医療福祉支援基金）

EX2-1 細山　　浩（特定非営利活動法人日本抗加齢協会）

EX2-2 森下　竜一（特定非営利活動法人日本抗加齢協会）
共催：特定非営利活動法人日本抗加齢協会
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6月18日（土）　第1会場（5F メインホール（大ホール））

特別講演2　 10:30〜11:00

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

理事長提言 11:00〜11:30

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

教育講演1 9:00〜9:30

座長：清水　孝彦（国立長寿医療研究センター老化ストレス応答研究PT）

教育講演2　 9:30〜10:00

座長：布村　明彦（東京慈恵会医科大学附属第三病院精神神経科）

教育講演3　 10:00〜10:30

座長：野出　孝一（国立大学法人佐賀大学医学部内科学講座）

SL2 Muse細胞のもたらす医療イノベーション
出澤　真理（東北大学大学院医学系研究科細胞組織学分野）

EL1 細胞老化の過去、現在、未来～ワイスマンから慢性炎症除去まで
近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット）

EL2 ダイレクトリプログラミング技術の多様な神経疾患への治療応用
山下　　徹（岡山大学大学院脳神経内科学）

EL3 血管不全と抗加齢医学
吉田　雅幸（東京医科歯科大学先進倫理医科学分野）

受賞者表彰式 11:30〜11:50

ランチョンセミナー6 12:00〜12:50

座長：堀江　重郎（�順天堂大学大学院泌尿器外科学、遺伝子疾患先端情報学、デジタルセラピューティク
ス学、（一社）日本抗加齢協会）

LS6 フレイルを防ぐ栄養素と血液検査データの活用　～アミノ酸・ビタミンB・ビタミンDを中心に～
溝口　　徹（医療法人回生會みぞぐちクリニック／一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所）

共催：株式会社 MSS

PP 老化治療のための戦略を考える
山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター）
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会長企画シンポジウム1　
専門医に聞く〜脳のアンチエイジングはどうすれば実現できるのか？ 13:00〜14:30

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

PSY1-1 脳卒中にならないために、今からできること
山下　　徹（岡山大学大学院脳神経内科学）

PSY1-2 神経変性疾患におけるアンチエイジング～酸化ストレスとの関連～
太田　康之（山形大学第三内科神経学分野）

PSY1-3 認知症とアンチエイジング
池田　佳生（群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学）

実地医家スキルアップセミナー1　
アンチエイジング医学を日常に取り入れ健康長寿を！ 14:40〜16:10

座長：満岡　孝雄（満岡内科・循環器クリニック）

座長：田中　　孝（医療法人社団聖敬会田中医院田中消化器科クリニック）

座長：別部　尚司（別部オーラルヘルスケア＆アンチエイジングクリニック）

座長：溝口　　徹（医療法人回生會みぞぐちクリニック）

SPP1-2 人生100年時代の健康づくりを学ぶりんご教室（体験型健康医学教室）の社会実装
山下　積徳（つみのり内科クリニック）

SPP1-3 コラーゲンペプチド摂取によるさまざまな効果について
伊賀瀬道也（愛媛大学大学院抗加齢医学講座）

SPP1-4 心のアンチエイジングーセロトニンと自律神経を整えるー
中島　孝哉（中島こうやクリニック）

SPP1-1 健診データを活用した認知障害リスクAI判定法
酒谷　　薫（東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）
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6月18日（土）　第2会場（5F メインホール（小ホール））

シンポジウム14　男性医学 2022 9:00〜10:30

座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）
　　　岡田　　弘（獨協医科大学埼玉医療センター）

SY14-1 新型コロナウイルス感染症は精液所見を悪化させるのか？
岩端　威之（�獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科／獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクション

センター）

SY14-2 精巣老化の真実　～ライディッヒ細胞の代謝機能低下が引き起こす影響
梅原　　崇（広島大学大学院統合生命科学研究科）

SY14-3 脂肪肝とテストステロン
濵口　真英（京都府立医科大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学）

SY14-4 味覚嫌悪記憶の性差と週齢差
宮本　武典（日本女子大学理学部化学生命科学科）

シンポジウム16　皮膚老化の分子メカニズム 13:00〜14:30

座長：本田　哲也（浜松医科大学皮膚科学講座）
　　　山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター）

SY16-2 男性型脱毛症の病態と治療選択
伊藤　泰介（浜松医科大学皮膚科学講座）

SY16-1 皮膚T細胞の加齢変化
渡邉　　玲（大阪大学大学院医学系研究科アレルギー免疫疾患統合医療学）

SY16-3 皮膚老化に伴う弾性線維再生能喪失のしくみ
中邨　智之（関西医科大学薬理学講座）

シンポジウム19　エイジングと婦人科疾患 14:40〜16:10

座長：髙松　　潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）
　　　寺内　公一（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座）

SY19-1 加齢に伴う妊孕性及び妊娠への影響
熊澤　惠一（東京大学産婦人科学教室）

SY19-2 骨盤臓器脱手術における卵巣温存の意義とfasciaの変化
谷村　　悟（富山県立中央病院）
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SY19-3 子宮内膜症の加齢性を見据えた管理
谷口　文紀（鳥取大学医学部産科婦人科）

SY19-4 子宮内膜症とアンチエイジング～内分泌療法が酸化ストレスに与える影響～
森　　泰輔（京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学）

6月18日（土）　第3会場（10F 会議室1003）

ランチョンセミナー7　Preempt Skin Aging by Decoding Young Skin 12:00〜12:50

座長：Masutaka Furue, Ph.D.（Emeritus�Professor,�Kyushu�University）

LS7-1 Inflammaging·in·human·photo·exposed·skin:·Early·onset·of·senescence·and·
imbalanced·epidermal·homeostasis·across·the·decades
Alexa�B.�Kimball,�M.D.,�M.P.H.（�Professor�of�Dermatology,�Harvard�Medical�School,�Boston,�MA;�

President�and�CEO,�Harvard�Medical�Faculty�Physicians;�President,�
Physicians�LLC,�Beth�Israel�Deaconess�Care�Organization;�Co-Chair,�
Management�Board,�Beth�Israel�Lahey�Health�Performance�Network）

LS7-2 Facial·Skin·Daily·Fluctuation·among·young·women.
Kukizo�Miyamoto,�Ph.D.（P&G�Innovation�Godo�Kaisha,�Japan）

共催：Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch

シンポジウム17　肥満2型糖尿病治療オプションの新展開 13:00〜14:30

座長：内藤　　剛（北里大学下部消化管外科学）
　　　山内　敏正（東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科）

SY17-1 脂肪細胞のエピゲノム制御と肥満２型糖尿病における意義
脇　　裕典（秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科学講座）

SY17-2 肥満2型糖尿病の新しい薬物治療—GLP1受容体作動薬とその関連薬剤—
矢部　大介（岐阜大学医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学）

SY17-3 肥満2型糖尿病の外科的治療の新展開
佐々木　章（岩手医科大学医学部外科学講座）

シンポジウム20　漢方・鍼灸 14:40〜16:10

座長：川嶋　　朗（神奈川歯科大学大学院統合医療学講座）
　　　渡辺　賢治（慶應義塾大学医学部・漢方医学センター）

SY20-1 夜間頻尿と鍼灸
堀田　晴美（東京都健康長寿医療センター研究所自律神経機能）

SY20-2 加齢に伴う痛みに鍼灸治療は貢献できるか？
伊藤　和憲（明治国際医療大学鍼灸学部）
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SY15-4 健康長寿　鍵は“食力”　～オーラルフレイル予防の狙い～
飯島　勝矢（東京大学�高齢社会総合研究機構・未来ビジョン研究センター）

SY15-5 認知機能の低下を起点とするフレイル
神﨑　恒一（杏林大学医学部高齢医学）

SY15-6 フレイルを総括する
小川　純人（東京大学大学院医学系研究科老年病学）

共催：一般社団法人日本骨粗鬆症学会

6月18日（土）　第4会場（10F 会議室1001-2）

シンポジウム15　フレイルの多面性をどのように評価するか〜現状と課題〜 9:00〜11:00

座長：太田　博明（川崎医科大学総合医療センター産婦人科）
　　　小川　純人（東京大学大学院医学系研究科老年病学）

SY15-1 Overview：フレイルの多面性とその評価法
太田　博明（川崎医科大学産婦人科学2）

SY15-2 低栄養を起点とするフレイル（研究結果をどう読むか？）
佐々木　敏（東京大学大学院医学系研究科）

SY15-3 サルコペニアを起点とするフレイル
荒井　秀典（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター）

SY20-3 腰部脊柱管狭窄症の間欠跛行対する鍼灸治療の効果
粕谷　大智（新潟医療福祉大学リハビリテーション学部鍼灸健康学科）

SY20-4 運動による酸化ストレスと鍼灸
藤本　英樹（東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科）

イブニングセミナー2　 16:20〜17:10

座長：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寄附講座）

ES2 大阪・関西万博で魅せるファインバブルのアンチエイジングについて
青山　恭明（株式会社サイエンスホールディングス）

共催：株式会社サイエンスホールディングス
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ランチョンセミナー8　AGEsと全身疾患の最前線 12:00〜12:50

座長：木下　　茂（京都府立医科大学）

LS8-2 生体におけるAGEsの役割と眼疾患とのかかわり
永井　竜児（東海大学大学院農学研究科／東海大学大学院生物科学研究科食品生体調節学研究室）

共催：参天製薬株式会社

LS8-1 糖化と全身疾患について-グリケーション研究の最前線-
山本　靖彦（金沢大学医薬保健研究域医学系血管分子生物学）

シンポジウム18　 ストレスマネージメント最前線 
〜公衆衛生・都市開発・エンターテインメント/IT企業の視点から 13:00〜14:30

座長：相澤　好治（北里大学名誉教授）
　　　渡邉美和子（東京ミッドタウンクリニック）

SY18-1 産業医に求められる新たな視点
相澤　好治（北里大学）

SY18-2 企業の健康経営・ウェルビーイングの取り組み最前線·
～三井不動産・＆wellのチャレンジ～
小川　　将（三井不動産株式会社ビルディング事業）

SY18-3 想像を超えるDelightを～社員の人生を豊かにするDeNAのチャレンジ
大井　　潤（株式会社ディー・エヌ・エー）

若手プログラム　健康長寿にむけたmechanism-basedな取り組み 14:40〜16:10

座長：山口慎太郎（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）
　　　長竹　貴広（明治大学農学部生命科学科生体機構学研究室）

YP-1 概日リズムから捉える加齢と寿命
木内謙一郎（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

YP-2 レスベラトロールポリフェノールの免疫調節機構
八代　拓也（大阪大学大学院医学系研究科）

YP-3 亜鉛と皮膚
小川　陽一（山梨大学皮膚科学講座）

イブニングセミナー3　 16:20〜17:10

座長：田中　　孝（医療法人社団聖敬会田中医院田中消化器科クリニック）

ES3 今増えているLOH症候群·
ガイドラインにそったテストステロン検査の活用とテストステロン補充療法の実際
堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

共催：株式会社コスミックコーポレーション

プ
ロ
グ
ラ
ム 

２
日
目

The 22nd Annual Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

55



6月18日（土）　第5会場（10F 会議室1009）

一般口演5　運動・運動器（1） 9:00〜10:10

座長：岩本　　潤（慶友整形外科病院骨関節疾患センター）
　　　鈴木　敦詞（藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学）

O05-1 腰痛は高齢者の加齢性変化に影響を与えるか？·
―都市圏高齢者運動器コホート研究（Shiraniwa·Study）より―
大山翔一朗（西宮渡辺病院西宮脊椎センター）

O05-2 慢性腎臓病誘発サルコペニアにおける尿毒症物質の関与とapelinの有用性評価
榎木　裕紀（慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座）

O05-3 整形外科患者の筋量を評価するためのSacropenia·index(SI)の有用性の検討
伊藤　寿彦（武蔵野総合病院整形）

O05-4 iPhoneアプリTDP·walkを用いた高齢者の歩行解析
近藤　敏行（山形大学医学部内科学第三講座神経学分野）

O05-5 変形性膝関節症モデルラットにおける膝蓋下脂肪体の線維化メカニズムと低出力超音波パルスに
よる線維化抑制効果
川畑　浩久（森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科／森ノ宮医療大学インクルーシブ研究所）

O05-6 ヌクレオリン阻害を介した筋形成型オリゴDNAの抗炎症作用
山本　万智（信州大学大学院総合理工学研究科）

O05-7 維持透析患者において握力は重症勃起不全の予測因子である
藤田　尚紀（弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座）

ランチョンセミナー9　 12:00〜12:50

座長：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寄附講座）

LS9 Young·at·HEART·～若々しい心臓であり続けるために
赤澤　　宏（東京大学大学院医学系研究科循環器内科学）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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一般口演6　運動・運動器（2） 13:00〜14:10

座長：藤田　　聡（立命館大学スポーツ健康科学部）
　　　今村　貴幸（常葉大学）

O06-2 ピリミジンヌクレオチド（5’-CMP及び5’-UMP）の筋萎縮抑制効果
中川原康介（ヤマサ醤油株式会社）

O06-3 マイクロ波照射と関節内グルタミン投与の併用が軟骨組織におけるストレス応答および軟骨代謝
に与える影響の検討
車　　龍太（京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科））

O06-4 腸内活性酸素種を除去する抗酸化ナノメディシンが高強度走行時間を延長する
鳥海　拓都（筑波大学大学院数理物質科学研究群）

O06-1 閉経後女性におけるホモシステイン代謝と変形性脊椎症罹患・進行リスクの関連
中野　真樹（信州大学医学部整形外科）

O06-5 コロナ禍におけるロコモティブシンドロームへのアプローチ
劉　　和輝（淀さんせん会金井病院）

O06-6 投与間隔の異なる骨粗鬆症治療薬の継続率についての比較検討
出射　功一（淀さんせい会金井病院）

O06-7 抗加齢ドック受診者におけるロコモティブシンドロームと動脈硬化関連諸因子との関連性
今村　貴幸（常葉大学）

O07-1 Omega-3·Fatty·Acids·Augment·NAD+·Level·in·Aortic·Tissue·of·ApoE-deficient·mice
Chi�Do�Huu（Hamamatsu�University�School�of�Medicine）
ドヒュウ　チ（浜松医科大学細胞分子解剖学講座）

O07-2 Novel·Nanocarrier·Potentiates·the·Therapeutic·Efficacy·of·Gut·Microbiota·Metabolites·
Short-Chain·Fatty·acids·in·Metabolic·Diseases
Babita�Shashni（Department�of�Material�Science,�Graduate�School�of�Pure�and�Applied�Sciences,�
University�of�Tsukuba）
シャスニ　バビータ（数理物質科学研究科筑波大学）

一般口演7　English Session 14:20〜14:40

座長：南野　　徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）
　　　鈴木　敦詞（藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科）
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O08-3 皮膚の再生に影響を与えるSASP因子の探索と新しい抗老化のターゲットについて
堀田　美佳（�日本メナード化粧品株式会社総合研究所／名古屋大学大学院医学系研究科名古屋大学メナー

ド協同研究講座／藤田医科大学医学部応用細胞再生医学講座）

O08-4 新規p300結合タンパク質p300·binding·protein1·(BP1)·は心筋細胞肥大に関与する
先野　暁友（静岡県立大学・薬・分子病態学分野）

O08-5 分娩後子宮に認められる老化細胞が消失する仕組みと次の妊娠への影響の解析
廣田　　泰（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

O08-6 総合的な皮膚の乾燥悩みの解決を目指した天然原料探索及び、新規組み合わせとその効果
日髙由紀子（株式会社ランクアップ）

6月18日（土）　第6会場（10F 会議室1008）

一般口演9　代謝／肥満・減量／腸内細菌 9:00〜9:50

座長：北田　宗弘（医療法人以心会浜田脳神経外科・内科）
　　　小川　　渉（神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学）

O09-1 S-(2-succinyl)cysteine:·加齢に伴いマウス脳に蓄積する新規翻訳後修飾産物
勝田　奈那（東海大学大学院生物科学研究科）

O09-2 老齢低栄養マウスにおける肝ミトコンドリア代謝回転に対する補中益気湯の作用
名畑　美和（株式会社ツムラツムラ漢方研究所）

O09-3 Massive·weight·loss後の余剰皮膚切除術の活動量改善効果と形態学的評価
野村　紘史（中頭病院形成外科）

O09-4 筋形成型オリゴDNAによるヌクレオリン阻害を介した脂肪分化と炎症の抑制
森岡　一乃（信州大学大学院総合理工学研究科）

O09-5 演題取り下げ

O08-1 2型糖尿病におけるβ細胞量減少の主因は、β細胞サイズの低下ではなくβ細胞数の減少である
佐々木裕伸（慶應義塾大学医学部予防医療センター／慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

O08-2 ハス胚芽エキスは皮膚線維芽細胞のオートファジー誘導を介した抗老化作用により、様々な細胞
機能を回復させる
難波　卓司（高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門）

一般口演8　細胞 14:50〜15:50

座長：難波　卓司（高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門）
　　　廣田　　泰（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）
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O10-3 退行性眼瞼下垂に対する挙筋前転術後の結果に影響を及ぼす要因の解析
大慈弥裕之（北里大学形成外科･美容外科）

O10-4 前額のしわ形成に関わる３次元的脂肪筋膜構造の解析
高谷　健人（慶應義塾大学医学部形成外科）

ランチョンセミナー10 12:00〜12:50

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院）

O11-1 中高年男性のメタボリックシンドロームに対するテストステロン軟膏の代謝系へアプローチ
上芝　　元（東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科）

O11-2 人間ドック受診者におけるLOH症候群に関する研究１．Adult·Male's·Scoreの関連因子に関す
る検討
山門　　實（日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック）

O11-3 妊娠希望尿失禁患者では、膣尿道アンチエイジング治療（Er：YAGレーザー）が尿道スリング手術
の代替医療になる可能性がある
奥井　伸雄（神奈川歯科大）

O11-4 閉経後女性に対するテストステロン投与の実際
関口　由紀（女性医療クリニックLUNAネクストステージ／横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学講座）

LS10 美健外来による健康増進・アンチエイジング·～サプリメントを中心に～
松嶋　　大（なないろのとびら診療所）

共催：株式会社 MIYABI HOUSE ／シン株式会社　SYN INC. ／株式会社三旺コーポレーション

一般口演11　男性医療／女性医療 13:00〜13:40

座長：柳瀬　敏彦（誠和会牟田病院）
　　　寺内　公一（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座）

一般口演10　見ため（皮膚・容貌・体型） 10:00〜10:40

座長：大塚　篤司（近畿大学医学部皮膚科）
　　　奥田　逸子（国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター）

O10-1 馬ガラクトシルセラミドの角層セラミド合成促進効果とそのメカニズム
五十嵐多美（ロゼット株式会社）

O10-2 顔面の可動性に着目したフェイシャルマッサージ効果の要因に関する解剖学的・画像診断学的考察
奥田　逸子（�慶応義塾大学医学部放射線診断科／国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター／東京医

科歯科大学臨床解剖学分野）
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6月18日（土）　第7会場（3F イベントホールA）

O12-4 維持透析患者における勃起不全の重症度と腹部大動脈石灰化の関係性の検討
藤田　尚紀（弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座）

O12-5 スペルミジンによる内皮細胞の老化抑制、及び高齢マウスの低下した血管新生能の改善
上野　大輔（京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科）

O12-6 脂肪肝患者に対する頸動脈エコー検査～加齢変化からの検証
菊池　真大（駒沢・風の診療所消化器内科／東海大学医学部付属東京病院消化器内科）

専門医・指導士共通プログラム1　
睡眠とアンチエイジング
切り口：メラトニン　寝具　騒音対策　心身ストレス対策

9:30〜11:00

座長：阪井　丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）
　　　齋藤　義正（慶應義塾大学薬学部薬物治療学）

SIP1-1 快適な寝具使用による身体の変化
安藤　　翠（西川株式会社日本睡眠科学研究所）

SIP1-2 睡眠時における調音による音環境調整が睡眠の質に及ぼす影響
福島　　学（日本文理大学工学部情報メディア学科／国際調音・整音協会）

SIP1-3 概日リズム障害の未病制御と予防的アプローチ
八木田和弘（京都府立医科大学統合生理学講座）

SIP1-4 加齢制御と時間栄養・時間運動について
柴田　重信（早稲田大学理工学術院）

O12-1 温熱照射と超音波照射による新規血栓溶解療法の検討
森原　隆太（岡山大学病院）

O12-2 皮膚ストレッチが誘発する局所血管透過性のイメージング解析
高田　弘弥（日本医科大学抗加齢予防医学講座）

O12-3 筋形成型オリゴDNAが血管平滑筋細胞の分化と炎症に及ぼす作用
三好　　愛（信州大学大学院総合理工学研究科）

一般口演12　血管 13:50〜14:50

座長：高田　弘弥（日本医科大学抗加齢予防医学講座・社会連携講座）
　　　森原　隆太（岡山大学病院脳神経内科）
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SIP2-2 細胞応答・機能制御とミトコンドリアダイナミクス
石原　直忠（大阪大学理学研究科生物科学専攻）

SIP2-3 糖尿病病態形成とミトコンドリアダイナミクス
野村　政壽（久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門）

SIP2-4 ミトコンドリア機能改善薬の臨床応用
阿部　高明（東北大学大学院医工学研究科・医学系研究科）

倫理・利益相反ワークショップ　 14:40〜16:10

座長：大須賀　穣（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）
　　　大慈弥裕之（北里大学形成外科･美容外科）

ECW-4 「生理の貧困」の背景と医療が果たすべき役割
対馬ルリ子（医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス女性ライフクリニック銀座・新宿）

ECW-3 子どもの食育を考える～食育が政府で議論されたきっかけから考える～
末松　広行（東京農業大学、元農林水産事務次官）

ECW-1 経済格差が産む栄養格差
鈴木　康裕（国際医療福祉大学）

ECW-2 子供食堂の実情
米井　嘉一（同志社大学アンチエイジングリサーチセンター／糖化ストレス研究センター）

専門医・指導士共通プログラム2　老化の主役はミトコンドリア？ 13:00〜14:30

座長：新村　　健（兵庫医科大学総合診療内科）
　　　清水　孝彦（国立長寿医療研究センター老化ストレス応答研究プロジェクトチーム）

SIP2-1 ミトコンドリアセントラルドグマの破綻病理：ミトコンドリアゲノム関連疾患のマウス逆遺伝学
中田　和人（筑波大学生命環境系）

ランチョンセミナー11 12:00〜12:50

座長：市橋　正光（BTRアーツ銀座クリニック）

LS11 美容医学でのアンチエイジング·Update　-·内から外から、若さを保つには
山下　理絵（湘南藤沢形成外科クリニックＲ）

共催：PRSS. Japan 株式会社 
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6月18日（土）　第8会場（12F 特別会議場）

アンチエイジング創薬セッション2　腸内細菌を介した創薬 9:00〜10:30

座長：福田　真嗣（慶應義塾大学先端生命科学研究所）
　　　金　　倫基（慶應義塾大学薬学部創薬研究センター）

ADS2-1 Overview·of·Microbiome·Therapy·Global·development·status,·and·its·role·of·biotech·
startups
塩田　　淳（慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室）

ADS2-2 産学官一体となったマイクロバイオーム創薬への取り組み
寺内　　淳（一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアム）

ADS2-3 腸内細菌と健康をつなぐ脂肪酸代謝物の役割
米島　靖記（Noster株式会社R&D本部）

ランチョンセミナー12　脂肪由来幹細胞を用いた脳血管障害の治療と再生医療安全確保法について 12:00〜12:50

座長：山田　秀和（一般社団法人日本抗加齢医学会／近畿大学アンチエイジングセンター）

LS12-2 香月　信滋（株式会社ASメディカルサポート）
共催：株式会社 AS メディカルサポート

会長企画シンポジウム2　起業した医師の本音 13:00〜14:30

座長：藤本　幸弘（クリニックF／株式会社BioFotic）
　　　内田　毅彦（株式会社日本医療機器開発機構）

PSY2-1 起業した医師のその後　
物部真一郎（アーキタイプベンチャーズ）

イブニングセミナー4 16:20〜17:10

座長：山岸　昌一（昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）

ES4 高齢者糖尿病診療アップデート2022
鈴木　　亮（東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野）

共催：第一三共株式会社／田辺三菱製薬株式会社

LS12-1 中神　啓徳（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座）
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INVS-2 デジタル療法が切り拓く新しい医療～治療用アプリという選択肢～
佐竹　晃太（日本赤十字社医療センター呼吸器内科／株式会社CureApp）

INVS-3 ウェアラブルセンサーによる膝痛対策ツールの開発
名倉　武雄（iMU株式会社／慶應義塾大学医学部整形外科学教室）

INVS-4 化学療法抵抗性トリプルネガティブ乳癌への新規治療法の開発
谷山　義明（ペリオセラピア株式会社）

6月18日（土）　第9会場（10F 会議室1004-5）

ランチョンセミナー13　 12:00〜12:50

LS13 水素は活性化した好中球のNETs産生を抑制し炎症反応を改善する
佐野　元昭（慶應義塾大学医学部循環器内科／水素ガス治療開発センター）

共催：株式会社ドクターズ・マン

PSY2-2 M＆Aに至った国産手術支援ロボット開発ベンチャー
伊藤　雅昭（国立がん研究センター東病院）

PSY2-3 デジタル技術を用いた持続可能な医療の実現
上野　太郎（サスメド株式会社）

イノベーション委員会シンポジウム　 14:40〜16:10

座長：坪田　一男（株式会社坪田ラボ）
　　　藤井　勝博（株式会社ケアネット）

INVS-1 医療系スタートアップのインキュベーション
内田　毅彦（株式会社日本医療機器開発機構／東京女子医科大学循環器内科）

6月18日（土）　ポスター会場（3F イベントホールB-E）

ポスターセッション6　細胞 16:10〜17:00

P023 アンチエイジング効果を持つビーポーレン抽出液のオートファジー活性評価
池田　剛志（日本コルマー株式会社）

P024 幹細胞培養における凍結処理の細胞活性への影響についての検討　
小村　泰雄（りんくうメディカルクリニック）

P025 膵β細胞株MIN6の脱分化に伴う時計遺伝子とRGS遺伝子の応答
岡野　　聡（山形大学大学院医学系研究科／山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所）
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ポスターセッション9　食生活・サプリメント・健康食品・漢方・キレート療法（1） 16:10〜17:00

ポスターセッション8　肥満・減量 16:10〜17:00

P030 コロナ禍における非接触型「オンライン・SBH式減量療法」の肥満改善効果について
島田　りか（医療法人社団東洋会銀座肌クリニック）

P031 高脂肪食摂取がマウス褐色脂肪組織の老化関連遺伝子発現に及ぼす影響
木村　真規（慶應義塾大学�薬学部�薬物治療学講座）

P032 COVID19感染拡大に伴うライフスタイル変化による肥満・骨格筋量さらに肝病態への影響
内山　　明（順天堂大学医学部消化器内科学講座）

P033 60日間「5:2ダイエット」を実践した際の体重、体脂肪、血圧、ＡＧＥｓ、ＱＯＬ、睡眠の変化
勇　　史行（ニューエイジワールドワイドインク）

P034 血流改善・Tie2活性化作用を有する素材を配合した健康食品の毛細血管の透過性に対する効果
山口　芳正（全薬工業株式会社研究開発センター）

P035 霊芝エキス（楊貴芝）の成分解析とマクロファージに対する免疫賦活、抗酸化ストレス機能の検討
若命　浩二（北海道科学大学薬学部）

P036 サラシアエキスのオートファジー亢進作用
萩野　　輝（小林製薬株式会社中央研究所）

P037 糖化ストレス抑制食材としてのナス（Solanum·melongena）の品種と調理法の影響
八木　雅之（同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター/糖化ストレス研究センター）

P038 毛髪中のミネラル濃度測定による生活習慣改善への適用
渡邉　尚子（株式会社毛髪クリニックリーブ２１）

P027 赤ショウガ抽出液による皮膚・頭皮に対するアンチエイジング作用の探索
久保田拓海（株式会社天真堂）

P028 NMN(nicotinamide·mononucleotide)経口摂取によるヒトの皮膚老化に対する影響
伊沢　博美（ルネスクリニック日本橋／神宮外苑WomanLifeClinic）

P029 蛋白の糖化が皮膚常在菌の増殖とバイオフィルム形成に及ぼす影響
川崎　郁朗（同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター/糖化ストレス研究センター）

ポスターセッション7　見ため（皮膚・容貌・体型） 16:10〜17:00

P026 AGEsの解析手法を利用した日常ダメージの毛髪への影響評価
萬代由莉恵（コタ株式会社）
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ポスターセッション10　代謝／腸内細菌 16:10〜17:00

P039 イチゴの食品機能における特殊陶片処理水の影響
高部　稚子（静岡理工科大学理工学部物質生命科学科）

P040 しまなみリーフを摂取することによる糞中水分量及び腸内細菌叢の変化
柴田　紗知（福山大学薬学部分子免疫学研究室）

P041 オレイルエタノールアミドによる抗ストレス効果の検討
高砂みゆき（福山大学薬学部分子免疫学研究室）

P042 餡の糖化ストレス抑制作用
吉村　明里（同志社大学アンチエイジングリサーチセンター/糖化ストレス研究センター）

P043 演題取り下げ

P044 加齢制御因子SIRT6による骨代謝、リン代謝制御機構
劉　　　韜（東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・整形外科講座）

P045 エストロゲン欠乏に伴う腸内フローラ変動による骨代謝制御機構
グリナズ　アニワル（東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・整形外科学講座）

ポスターセッション11　運動・運動器／血管 16:10〜17:00

P046 紙パンツの吸収体の厚さの違いが歩行機能に及ぼす影響
鈴木智恵子（佐賀大学医学部看護学科）

P047 人間ドック男性受診者を対象とした肥満指標と骨密度の関連
山本　結子（同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科）

P048 人間ドック女性受診者を対象とした肥満指標と骨密度の関連：閉経期前と後による分析
花野　宏美（同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科）

P049 心血管疾患ハイリスク2型糖尿病患者に対するエンパグリフロジンのArterial·stiffnessに対する
影響の検討
田中　敦史（佐賀大学医学部循環器内科）
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ミニセミナー4 14:30〜15:00

座長：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寄附講座）

EX4 『薬物相互作用の過去・現在・未来』　-食品・サプリメントと医薬品との相互作用-
堀　美智子（医薬情報研究所／（株）エス・アイ・シー）

共催：株式会社カネカ

ミニセミナー5　 15:30〜16:00

座長：山田　秀和（近畿大学奈良病院）

EX5 若齢個体特有の遺伝子発現パターンへの回復による若返りが期待される革新的な次世代細胞培養
上清液の可能性
日比野佐和子（�大阪大学大学院医学系研究科・医学部臨床遺伝子治療学講座／医療法人社団康梓会Y's�サ

イエンスクリニック広尾）

共催：インテグリカルチャー株式会社

6月18日（土）　ミニセミナー会場（3F イベントホールB-E）

ミニセミナー3　 10:30〜11:00

EX3 アスタキサンチンと担子菌BDM-Xエキスの皮膚老化、育毛分野への可能性
若命　浩二（北海道科学大学薬学部応用薬学部門薬理学分野）

共催：アスタリール株式会社
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6月19日（日）　第1会場（5F メインホール（大ホール））

会長企画シンポジウム3　美肌と美声と美脳を目指すアンチエイジング 9:00〜10:30

座長：吉川　敏一（公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）

PSY3-1 美容医療における再生医療の最新動向と将来展望
日比野佐和子（�大阪大学大学院医学系研究科・医学部�臨床遺伝子治療学講座／医療法人社団康梓会�Y's�

サイエンスクリニック広尾／国立研究開発法人理化学研究所生命機能科学研究センター器
官誘導研究チーム）

PSY3-2 美声を維持するために
平野　　滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

PSY3-3 美脳への最短距離は抗酸化！-TwendeeXの臨床エビデンス-
犬房　春彦（�岐阜大学科学研究基盤センター共同研究講座抗酸化研究部門／ルイ・パストゥール医学研究

センター抗酸化研究室）

招待講演2　 10:40〜11:20

座長：阿部　康二（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

IL2 間葉系幹細胞を用いたクリニックでの診療―脳血管障害と皮膚の美容―
市橋　正光（BTRアーツ銀座クリニック）

教育講演4　 11:20〜11:50

座長：柳瀬　敏彦（医療法人社団誠和会牟田病院）

教育講演5　 11:50〜12:20

座長：望月　善子（医療法人もちづき女性クリニック）

EL4 長寿社会におけるテストステロン測定の意義と補充療法の可能性
堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科・遺伝子疾患先端情報学）

EL5 アンチエイジングを意識した女性の健康包括的支援
平池　　修（東京大学）

シンポジウム24　本当に必要なのは米？大豆？食品を科学する 13:30〜15:00

座長：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）
　　　澤登　雅一（�三番町ごきげんクリニック）

SY24-1 コホート研究からみえてくる大豆食品と疾病との関連
澤田　典絵（国立がん研究センターがん対策研究所コホート研究部）
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SY24-2 “令和食”―美しいバランス食を世界の長寿食に！「適塩和食」のすすめ
家森　幸男（武庫川女子大学国際健康開発研究所）

SY24-3 生涯健康脳を創る玄米機能成分の作用メカニズムと臨床応用
益崎　裕章（琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科））

SY24-4 腸腎連関を正し腎機能を保つ低たんぱく質加工玄米
渡邊　　昌（メデイカルライス協会／東京農業大学）

6月19日（日）　第2会場（5F メインホール（小ホール））

シンポジウム21　LOH症候群診療up date 9:00〜10:30

座長：柳瀬　敏彦（医療法人社団誠和会牟田病院）
　　　永井　　敦（川崎医科大学附属病院）

SY21-1 テストステロン低下の病態生理
明比　祐子（�徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター／社会医療法人天神会新古賀病院糖尿病内分泌内科）

SY21-2 LOH症候群の診断と治療のポイント
福原慎一郎（大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座泌尿器科学）

SY21-3 新型コロナウイルスとテストステロン
大平　　伸（川崎医科大学泌尿器科学）

SY21-4 ケーススタディから学ぶLOH症候群
堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科・遺伝子疾患先端情報学）

会長企画シンポジウム4　フェムテックと人生100年時代のアンチエイジング 10:40〜12:10

座長：太田　博明（川崎医科大学産婦人科学2教室）
　　　森田　敦子（株式会社サンルイ・インターナッショナル）

PSY4-1 フェムテック概観·～その成り立ちと、今後の展望～
中村　寛子（fermata株式会社）

PSY4-2 フェムテックとセクシャリティー～潤いと輝きのある人生に～
森田　敦子（株式会社サンルイ・インターナッショナル）

PSY4-3 One·Carbon·Metabolismを活用した新しい女性医療の提案
太田　邦明（東京労災病院産婦人科）

市民公開講座 15:30〜17:00

※閉会式・優秀演題賞表彰式は第1会場から第2会場へ変更となりました。
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閉会式・優秀演題賞表彰式 15:00〜15:10

PSY4-4 メノポーズマネージメントに活かすフェムテック
吉形　玲美（浜松町ハマサイトクリニック／グランドハイメディック倶楽部東京日本橋）

PSY4-5 Aging·Society·に活かすフェムテックの現状と課題
太田　博明（川崎医科大学産婦人科学2）

男女共同参画委員会シンポジウム　
男女ともに輝きWell-Beingな社会をつくる秘訣と具現化について 13:30〜15:00

座長：赤澤　純代（金沢医科大学女性総合医療センター／総合内科学）
　　　阪井　丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）

GES-1 女性の健康の問題点から未来に必要な医療・科学的エビデンスによる好事例
大須賀　穣（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）

GES-2 性差科学に基づく人生100年健康ビジョンの推進
高階恵美子（衆議院議員／厚生労働委員会理事／元厚生労働副大臣／保健学修士）

GES-3 働き方改革とwell-being：キャリア支援と性差医療の視点
片岡　仁美（岡山大学病院ダイバーシティ推進センター）

GES-4 経済界からの提言　「こども家庭省設立の意義」
浅野　邦子（一般社団法人金澤レディース経政会/株式会社箔一）

GES-5 経済界からの提言「日本女性財団　代表理事より」
対馬ルリ子（�一般財団法人日本女性財団　代表理事／医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス�女性ライフ

クリニック銀座・新宿）

GES-6 経済界からの提言「女性と消費行動」
日野佳恵子（株式会社ハー・ストーリィ）

6月19日（日）　第3会場（10F 会議室1003）

シンポジウム22　ACPのタイミング 9:00〜10:30

座長：竹屋　　泰（大阪大学大学院医学系研究科老年看護学）
　　　亀山　祐美（東京大学医学部附属病院認知症センター）

SY22-1 末期腎不全患者のACP
板橋美津世（東京都健康長寿医療センター血液透析科）

SY22-2 ACP推進に向けた、行政との協働実践や在宅医療からの提案
樺山　　舞（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

SY22-3 COVID-19感染症とACP
山口　泰弘（自治医科大学附属さいたま医療センター呼吸器内科）

※市民公開講座は第2会場から第1会場へ変更となりました。（p.68参照）
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ランチョンセミナー14　 FotonaSmooth®レーザー及び高強度テスラ磁気刺激
(HITS™)療法を用いた全身アンチエイジング治療　 
〜頭髪・美容医療から婦人科・泌尿器科治療まで〜

12:30〜13:20

座長：宮田　成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

LS14-1 Fotona·SP·Dynamisの汎用性と有用性について
～美肌治療・たるみ治療・薄毛治療・フェムゾーン治療～
髙木美香子（みかこクリニック）

LS14-2 高強度テスラ磁気刺激療法による下部尿路のアンチエイジング
小林　拓郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

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25　健康経営を実現する企業健診のあり方とは 13:30〜15:00

座長：福井　敏樹（医療法人社団如水会オリーブ高松メディカルクリニック）
　　　齋藤　英胤（電源開発株式会社総合健康管理センター）

SY25-1 「健康経営」と「ホワイト500」とは
齋藤　英胤（電源開発株式会社総合健康管理センター）

SY25-2 ～医療機関と協力しあう企業健診のあり方について～
産業保健にも取り組む医療機関の立場からお伝えできる事
岬　　昇平（桜十字グループ）

SY25-3 人間ドック健診専門医からみた健康経営
鏑木　淳一（医療法人社団慈誠会人間ドック会館クリニック）

SY25-4 健康経営における一次予防的健診の必要性～健康投資の照準は可否から不可避へ
西崎　泰弘（東海大学医学部基盤診療学系健康管理学／東海大学医学部付属東京病院）

メディカルスタッフシンポジウム1　
Withコロナから見えてきた自粛生活によるフレイルリスク 9:00〜10:30

座長：青井　　渉（京都府立大学大学院生命環境科学研究科）
　　　大槻　　毅（流通経済大学スポーツ健康科学部）

MSY1-1 疫学研究からみる自粛生活と健康問題
小山　晃英（京都府立医科大学地域保健医療疫学）

MSY1-2 コロナ禍の高齢者における身体活動の課題と実践例：ハイフレックス「運動×防災教室」
大槻　　毅（流通経済大学スポーツ健康科学部）

MSY1-3 コロナ禍における口腔環境リスクと取り組み
山口　貴史（医療法人明貴会）

6月19日（日）　第4会場（10F 会議室1001-2）
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MSY1-4 自粛生活と心の健康　COVID-19とメタ認知
村上　貴栄（京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科社会福祉専攻科）

ランチョンセミナー15　 12:30〜13:20

座長：荒井　秀典（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター）

LS15 漢方とアンチエイジング　がん治療からテロメアまで
堀江　重郎（�順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学、遺伝子疾患先端情報学、デジタルセラピューティ

クス）

共催：株式会社ツムラ

メディカルスタッフシンポジウム2　
多職種連携から考えるヘルスプロモーションと医療経済効果 13:30〜15:00

座長：大津　幸枝（埼玉医科大学総合医療センター）
　　　森　　明子（�兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科）

MSY2-4 栄養による健康支援ーこれからの栄養の役割ー
横田　稚子（埼玉医科大学総合医療センター栄養部）

MSY2-2 ヘルスプロモーションにおいて薬局が果たせる役割
原田　祐希（株式会社中川調剤薬局）

MSY2-1 慢性心疾患患児を対象としたヘルスプロモーション
大津　幸枝（埼玉医科大学総合医療センター）

MSY2-3 洲本市における産官学民・多職種連携による地域づくりのカタチ（ＧＥＮＫＩすもっとプロジェクト）
畑山　浩志（洲本市役所）

6月19日（日）　第5会場（10F 会議室1009）

一般口演13　食生活・サプリメント・健康食品・漢方・キレート療法（1） 9:00〜10:10

座長：満尾　　正（満尾クリニック）
　　　東　浩太郎（東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座）

O13-1 生活習慣病予防および健康寿命延伸における新規ターゲットToxic·AGEs·(TAGE)
竹内　正義（金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域糖化制御研究分野）

O13-3 食用紫菊花抽出物の糖化蛋白架橋形成抑制と架橋切断作用
原　　英郎（北海道大学大学院生命科学院）

O13-2 迅速・同時休眠打破したジャンボリーキ鱗片末の食前摂取を想定した食後の糖質分解・吸収抑制
効果
小名　俊博（九州大学大学院農学研究院／株式会社小名細胞アッセイ技術研究所）

O13-4 都市部在住高齢者におけるビタミンＫ充足度とフレイルの関連：お達者研究
東　浩太郎（東京都健康長寿医療センター研究所／東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座）
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一般口演14　食生活・サプリメント・健康食品・漢方・キレート療法（2） 10:10〜11:10

座長：渡辺　賢治（慶應義塾大学医学部・漢方医学センター）
　　　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）

O13-5 魚由来コラーゲンペプチド含有食品の摂取が血中トリペプチドおよびジペプチド濃度に及ぼす影響
渡邊　瑞季（株式会社ファンケル）

O13-6 酵素処理イソクエルシトリン摂取が中高年の身体機能へ及ぼす影響‐プラセボ対照二重盲検並
行群間比較試験‐
田中　　涼（森永製菓株式会社研究所健康科学研究センター）

O13-7 ヒスチジン含有ジペプチドであるアンセリンは心筋細胞肥大および圧負荷モデルマウスの心収縮
能低下を抑制した
色川　雄大（静岡県立大学・薬・分子病態学分野）

O14-4 アサイー果実は腎臓の低酸素化を介して造血ホルモンを増加する
澁谷　修一（国立長寿医療研究センター研究所老化ストレス応答研究PT）

O14-5 ボイセンベリーポリフェノールによる褐色脂肪血管ネットワーク制御機構の解明
古内　　亮（株式会社ブルボン／順天堂大学大学院医学研究科先進老化制御学講座）

O14-6 NMN経口摂取による各種バイオ―マーカーの推移についての臨床的評価
森田　祐二（�ルネスクリニック日本橋／同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター/糖

化ストレス研究センター）

O14-1 微細藻類Euglena·gracilisの摂取による加齢性認知機能低下に対する効果の検討
多田　敬典（至学館大学健康科学部栄養科学科／国立長寿医療研究センタージェロサイエンスセンター）

O14-2 ハナショウガ主成分Zerumboneは圧負荷応答性の心不全進展を抑制した
刀坂　泰史（�静岡県立大学薬学部分子病態学分野／国立病院機構京都医療センター展開医療研究部／静岡

県立総合病院）

O14-3 尿を用いた生体内βカロテンレベルの新規調査法の開発
豊田　晴香（株式会社ファンケル）

ランチョンセミナー16　2025大阪関西万博に向けた最新技術開発 12:30〜13:20

座長：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寄附講座）

LS16-1 デジタル技術とAIで診る脳の健康とアンチエイジング
武田　朱公（大阪大学）

LS16-2 ファインバブル技術が叶える未来社会
青山　恭明（株式会社サイエンスホールディングス）

共催：株式会社アイ・ブレインサイエンス / 株式会社サイエンスホールディングス
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一般口演15　癌／代替医療 13:30〜14:10

座長：伊賀瀬圭二（愛媛大学医学部脳神経先端医学講座）
　　　瀧澤　弘隆（（一財）柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック）

O15-1 老化と社会的孤立がもたらす脳腫瘍悪性化メカニズム
山下　大介（愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学）

O15-2 ビール酵母細胞壁水熱反応物と石英斑岩を混合した還元性スラリーによる、非接触系での乳癌細
胞の細胞死誘導
北川　隆徳（アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社）

O15-3 ビタミンＤ剤服用は前立腺癌再発抑制に有効か？－初回治療後15年の経過において－
瀧澤　弘隆（(一財)柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック）

O15-4 加齢眼症状におよぼすストレスフリー療法の効果
石丸　圭荘（了徳寺大学・健康科学部）

6月19日（日）　第6会場（10F 会議室1008）

一般口演16　社会・疫学・医学理論／睡眠 9:00〜9:40

座長：佐藤　雄一（産科婦人科館出張佐藤病院）
　　　増田　由美（東海大学医学部総合診療学系健康管理学）

O16-1 ビッグデータによる健康保険組合加入者の老化（骨粗鬆症ならびに認知機能低下等）の発生確率
と探索的予測モデルの構築
長浜　誉佳（人文社会医学総合研究所）

O16-2 フラボノイドの成人女性に対する乳がん予防効果；システマティックレビューおよびメタアナリ
シス
上田　佳輪（聖路加国際大学公衆衛生大学院専門職学位課程／聖路加国際大学大学院看護学研究科）

O16-3 子宮頸がん予防啓発「高崎美スタイルマラソン」参加者数と高崎市子宮頸がん検診受診率の年次
推移の関係性について
佐藤　雄一（産科婦人科舘出張佐藤病院／NPO法人ラサーナ）

O16-4 成人男性における筋肉量と睡眠等生活習慣との関係
増田　由美（東海大学医学部総合診療学系健康管理学）

ランチョンセミナー17　カシスによるアンチエイジング 12:30〜13:20

座長：市橋　正光（BTRアーツ銀座クリニック、神戸大学名誉教授）

LS17-1 カシスアントシアニンの血流改善効果
松本　　均（新潟薬科大学応用生命科学部食品機能化学研究室）
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O17-3 DPCデータからみる当センターの高齢者医療の課題　第1報―循環器内科―
葦沢　龍人（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター経営企画局）

O17-4 100歳以上の超高齢者に対する待機的全身麻酔下手術を考える
西森　英史（札幌道都病院外科・麻酔科）

O17-5 4象限集団解析法を用いたCエレガンス健康寿命に対する各種素材の影響
首藤　　剛（熊本大学大学院薬学教育部遺伝子機能応用学分野）

6月19日（日）　第7会場（3F イベントホールA）

モーニングセミナー　 8:00〜8:50

座長：田中　　孝（医療法人社団聖敬会田中医院田中消化器科クリニック）

MS 腸内細菌が寿命を制御するーgAgeTMの提案ー
内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

実地医家スキルアップセミナー2　メンタルヘルスの新領域 9:00〜10:30

座長：森田　祐二（医療法人美健会ルネスクリニック日本橋）

座長：川崎　佳巳（かわさき眼科）

SPP2-1 運動とメンタルヘルス
永松　俊哉（山野美容芸術短期大学）

SPP2-2 CBDオイルとメンタルヘルス
正高　佑志（一般社団法人GreenZoneJapan／くまもと成城病院脳神経内科）

O17-2 中性重炭酸水の温浴効果の検討
中山　亮子（鶴見大学歯学部病理学講座）

O17-1 当院糖尿病患者における25水酸化ビタミンD(25(OH)D)と動脈硬化検査CAVIとの関連について
坂東　秀訓（萬田記念病院糖尿病センター）

一般口演17　その他 13:30〜14:20

座長：坂東　秀訓（萬田記念病院糖尿病センター）
　　　葦沢　龍人（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター経営企画局）

LS17-2 カシスによる見た目のアンチエイジング
日比野佐和子（Y’sサイエンスクリニック広尾／大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

共催：森下仁丹株式会社
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SPP2-4 ポジティブサイコロジーによるメンタルヘルスの向上
ウェルビーイング実践プログラムの紹介
須賀　英道（龍谷大学）

座長：池岡　清光（池岡クリニック）

座長：中島　孝哉（中島こうやクリニック）

SPP2-3 マインドフルネスは抗加齢効果があるか？
貝谷　久宣（医療法人和楽会）

専門医・指導士共通プログラム3　アンチエイジング医学・診療に於けるSNS活用塾 10:40〜12:10

座長：井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター低侵襲治療センター）
　　　澤登　雅一（三番町ごきげんクリニック）

SIP3-1 SNSを用いたアンチエイジングのすすめ
塩谷　信幸（NPOアンチエイジングネットワーク）

SIP3-2 Webメディアセミナーを用いたアンチエイジング情報の発信
中神　啓徳（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座）

SIP3-3 スマートフォンとウェアラブル端末による実践型アンチエイジング医療の実際
青木　　晃（銀座よしえクリニック都立大院／株式会社メディロム）

SIP3-4 ゆるくつながりEIMを発信する～運動嫌いな医者だからこそできること
今井　一彰（みらいクリニック）

6月19日（日）　第8会場（12F 特別会議場）

アンチエイジング創薬セッション3　老化研究とビジネス 9:00〜10:30

座長：山名　　慶（�帝人株式会社／NOMON株式会社）

ADS3-1 老化研究と社会実装の現実と未来―生物学的年齢の採用へー
山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター）

ADS3-2 老化の分子機序を基盤としたサルコペニアおよび認知症治療法の開発
早野　元詞（慶應義塾大学医学部精神神経学教室）

ADS3-3 老化を測る
北岡　光夫（株式会社島津製作所）

ADS3-4 食べる機能の老化と食
外山　義雄（株式会社明治技術研究所）
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ADS3-5 美しさ、価値観の変化ー幸せな美容とは
及川　美紀（株式会社ポーラ）

シンポジウム23　 免疫をアンチエイジングから考える
（共催：特定非営利活動法人日本抗加齢医学協会） 10:40〜12:10

座長：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・寄附講座）
　　　寺本　祐之（株式会社ファンケル総合研究所機能性食品研究所）

SY23-1 機能性表示食品の現状
蟹江　　誠（消費者庁食品表示企画課保健表示室）

SY23-2 免疫機能表示素材プラズマ乳酸菌の研究開発
藤原　大介（キリンホールディングス㈱ヘルスサイエンス事業部）

SY23-3 免疫関連の機能性表示の科学的根拠に関する考え方について
細山　　浩（特定非営利活動法人日本抗加齢協会）

SY23-4 ビタミンDと腫瘍免疫
浦島　充佳（東京慈恵会医科大学分子疫学研究部）

SY23-5 免疫とアンチエイジング：ヒト臨床研究“新時代”
内藤　裕二（京都府立医科大学大学院生体免疫栄養学）

シンポジウム26　中高年女性へ適応可能なサプリメント 13:30〜15:00

座長：望月　善子（医療法人もちづき女性クリニック）
　　　岩佐　　武（徳島大学医学部産科婦人科学分野）

SY26-1 中高年女性の慢性疾患リスクとヴィタミンE
寺内　公一（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座）

SY26-2 女性のアンチエイジングとレスベラトロール
平池　　修（東京大学）

SY26-3 ビタミンDの生殖免疫への働き
黒田　恵司（杉山産婦人科新宿／順天堂大学医学部産婦人科学講座）

SY26-4 エクオール　～中高年女性への有用性と安全性のエビデンス～
髙松　　潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）
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6月19日（日）　第9会場（10F 会議室1004-5）

褒章制度受賞者講演3　若手研究者賞（2020年度） 9:00〜10:15

褒章制度受賞者講演4　若手研究者賞（2021年度） 10:40〜11:55

RRL3-1 小胞体プロテオスタシス·による寿命制御機構の解明
高杉　征樹（大阪公立大学大学院医学研究科病態生理学）

RRL3-2 レニン－アンジオテンシン系ACE2が司る老化制御機構
竹下ひかり（大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学／森ノ宮医療大学医療技術学部臨床検査学科）

RRL3-3 Decreased·KAT5·expression·impairs·DNA·repair·and·induces·altered·DNA·methylation·
in·kidney·podocytes　(ポドサイトにおけるKAT5·発現低下はDNA修復不全およびDNAメチ
ル化変化を惹起する）
菱川　彰人（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

RRL3-4 日常の眼科診療にIoTデバイスを用いたイノベーションの研究
矢津　啓之（鶴見大学歯学部附属病院眼科）

RRL3-5 老化細胞の除去を目的とした抗老化ワクチンおよび抗体の開発
吉田　翔太（大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科／大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学）

RRL4-1 体液・デジタルバイオマーカーを利用した老化関連疾患の予防・早期診断・予後予測方法の開発
伊藤　祐規（�大阪大学大学院医学系研究科�臨床遺伝子治療学／大阪精神医療センター�こころの科学リサー

チセンター）

RRL4-2 慢性腎臓病における運動耐用能低下の意義および運動療法の有用性についての検討
内山　清貴（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

RRL4-3 内耳感覚細胞における小胞体ストレス誘導性オートファジーとアポトーシス、ネクロプトーシス
の関連性の研究·
岸野　明洋（東北大学加齢医学研究所加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野）

RRL4-4 ラマン分光法を利用した分子イメージングによる微小むし歯の可視化と診断技術への応用
宮本　奈生（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）

RRL4-5 加齢性記憶障害におけるメラトニン代謝産物による学習記憶増強作用
渡辺　数基（東京医科歯科大学教養部生物学教室）
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6月19日（日）　ポスター会場（3F イベントホールB-E）

ポスターセッション12　男性医療 11:00〜11:50

ポスターセッション13　女性医療 11:00〜11:50

P050 生体電気インピーダンス分析から測定された位相角は性腺刺激ホルモンと関連する
白川　智也（順天堂大学医学部泌尿器外科学講座）

P051 加齢が精子の「質」に与える影響に関する臨床的検討
岡田　　弘（獨協医科大学埼玉医療センター　国際リプロダクションセンター）

P052 ART患者における皮膚自家蛍光値(AF値)の低減を目的とした吸着炭サプリメントと食事指導の
取り組みの有効性の検討
室谷　有紀（HORACグランフロント大阪クリニック）

P053 婦人科がん治療患者に対する術後ホルモン補充療法の脂質・糖代謝への影響
佐々木　浩（大阪医科薬科大学）

P054 子宮内膜症の有無により比較した当科でのART治療における臨床成績の検討
劉　　昌恵（大阪医科薬科大学）

P055 ライフステージに応じた子宮腺筋症の治療選択の実態
賀来　哲明（東京大学医学部付属病院女性診療科・産科）

P056 多嚢胞性卵巣症候群の分娩予後に関する、単一施設113症例の検討
小宮慎之介（HORACグランフロント大阪クリニック／関西医科大学大学院産科婦人科学講座）

P057 高齢女性心不全患者における骨粗鬆症の実態調査
西堀　祥晴（川崎病院循環器内科）

P058 当院における妊産褥婦人の骨代謝関連の試み：「カルシウム自己チェック表」からみた妊娠・産褥
期のカルシウム摂取の現状
牧田　和也（牧田産婦人科医院）

ランチョンセミナー18 12:30〜13:20

座長：中島　孝哉（中島こうやクリニック）

LS18 臨床におけるサプリメント活用のポイント
田村　忠司（株式会社ヘルシーパス）

共催：株式会社ヘルシーパス
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ポスターセッション14　食生活・サプリメント・健康食品・漢方・キレート療法（2） 11:00〜11:50

ポスターセッション15　ごきげん・睡眠・ストレスマネジメント 11:00〜11:50

P059 蒲公英由来糖鎖成分DE–T1によるエストロゲン受容体発現作用
野崎　利晃（株式会社子どもは未来／株式会社徳潤）

P060 術後フレイル高齢患者に対する人参養栄湯の握力・栄養免疫状態への効果
河原田　剛（順天堂大学大学院医学研究科緩和医療学）

P061 バナナの摂取が及ぼす健康効果の検証
胡　　愛玲（順天堂大学大学院医学研究科漢方先端臨床医学）

P062 蒲公英由来糖鎖成分DE–T1による41歳体外受精患者の胚盤胞獲得への影響
野崎　利晃（メディカルサロンM岐阜漢方センター／株式会社徳潤）

P063 サンシゲンサプリ摂取による体脂肪率の変化
苅部　　淳（麹町皮）

P064 露地栽培アガリクスKA21株摂取によるアスリートのQOL改善作用
天野　方一（ehealth clinic）

P065 大豆イソフラボン発酵物摂取による認知機能改善効果の検討−ランダム化二重盲検プラセボ対照
並行群間比較試験−
岡田　利孝（株式会社東洋発酵研究開発部）

P066 天然機能性成分ペンタデシルの肌細胞への効果
坪井　　誠（株式会社シー・アクト）

P067 糖化度指標AGEの定期的非侵襲迅速計測は食生活習慣（野菜：玉子摂取：運動など）改善につな
げ抗加齢活動を補完する
岡部敬一郎（食糧学院長寿健康ベターエイジング研究所）

P068 頭頸部への連続的な施術による心理生理的な効果の解析(Ⅱ)
大澤　訓永（一般社団法人日本ＢＭＫ整体協会）

P069 日本人女性(平均53.03歳)の美容健康意識と24時間ウェアラブル活動量計により自動取得され
たライフスタイルの研究
大木　　都（株式会社協和）

P070 30〜60代女性におけるウェアラブル活動量計での健康指標研究（モデル層と一般層比較による
健康維持への影響因子の研究）
大木　　都（株式会社協和）
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ポスターセッション16　癌／代替医療 11:00〜11:50

ポスターセッション17　社会・疫学・医学理論／検査法・ドック／その他 11:00〜11:50

P071 消化器癌外科療法施行症例におけるフレイルの現状と予後
安枝　明日香（�東洋大学食環境科学部健康栄養学科臨床応用食品機能解析学／大阪国際がんセンター研究

所がん創薬部）

P072 漢方とアンチエイジング：尿路上皮癌に対する十全大補湯の治療効果検討
池端　嘉裕（順天堂大学泌尿器科）

P073 コロナ感染症蔓延による自粛生活に伴い発症した高齢者うつの１例に対する鍼灸治療
江川　雅人（明治国際医療大学鍼灸学部はり・きゅう学講座）

P074 電波振動発生装置による血行促進作用、慢性疼痛徐放作用の検討
小倉　行雄（医療法人社団明照会）

P075 人生100年時代の健康づくりを学ぶ体験型健康医学教室（りんご教室）（基盤構築編）
山下　積徳（つみのり内科クリニック）

P076 経済産業省の健康経営優良法人認定制度におけるアンチエイジングドック活用の試み
宮崎　吉孝（医療法人柊優会みやざき内科リウマチクリニック）

P077 肝線維化の回復過程におけるペプチド解析とMMP-12の与える影響
佐藤　寿史（順天堂大学大学院医学研究科�消化器内科学／米国ピッツバーグ大学）

ミニセミナー6　 10:00〜10:30

座長：上符　正志（銀座上符メディカルクリニック）

EX6 これからのアンチエイジングクリニックにおける「点滴療法」　の実際
柳澤　厚生（点滴療法研究会）

共催：点滴療法研究会

6月19日（日）　ミニセミナー会場（3F イベントホールB-E）
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