第 1 回日本抗加齢医学会 九州地方会 学術総会
第 1 回日本抗加齢協会 九州支部 市民公開講座

日 程 表
A 会場

8:00

B 会場

（A 大会議室）
8：30 受付

8：55

9:00

10:00

9：00 ～ 10：00

【見た目のアンチエイジング】

哲司

10：00 ～ 11：00

「容貌の加齢変化に対する医学的アプローチ」

〈中継〉
p.21

10：00 ～ 11：00

修治

【栄養・運動領域】
「フレイル・サルコペニア予防のための栄養と運動」～基礎から応用まで～

「フレイル・サルコペニアの評価と栄養管理」
  演者：河手 久弥
「スロージョギングⓇの効用」
  演者：檜垣 靖樹

〈中継〉

11：00 ～ 12：00

p.22

11：00 ～ 12：00

【内科領域】
「男性更年期を極める～基礎から実地医療まで～」

12:00

【内科領域】

座長：尾池 雄一
「生活習慣病、男性更年期におけるテストステロンの意義」
  演者：柳瀬 敏彦
「男性更年期診療の実際」
  演者：中島 孝哉

12：10 ～ 13：00

「男性更年期を極める～基礎から実地医療まで～」

〈中継〉

12：10 ～ 13：00

p.23

ランチョンセミナー 1
「老化のメカニズムから紐解く美容医療と QOL」

「片麻痺になっても働けますか？」
司会：吉田優貴雄

美穂

共催：アラガン・ジャパン（株）

13:00

13：10 ～ 14：10

14:00

演者：長谷川嘉哉

共催：ソニ－生命保険（株）福岡支社

p.18

13：10 ～ 14：10

特別講演

特別講演

「変貌する日本の健康医療戦略：抗加齢医学の役割」

「変貌する日本の健康医療戦略：抗加齢医学の役割」

座長：柳瀬

敏彦

演者：森下

竜一

p.23

ランチョンセミナー 2

座長：大慈弥裕之
演者：西田

企業展示

9：00 ～ 10：00

【栄養・運動領域】
「フレイル・サルコペニア予防のための栄養と運動」～基礎から応用まで～

11:00

8：30 ～ 17：30

p.20

「有効性と安全性からみた標準的しみ、しわ、たるみ治療」
  演者：衛藤 明子
「眼瞼周囲の加齢による見た目と生活の質への影響」
  演者：大慈弥裕之

  座長：中野

（C 中会議室）

Ａ会場サテライト会場

開会式

【見た目のアンチエイジング】
「容貌の加齢変化に対する医学的アプローチ」

  座長：上村

C 会場

（B 中会議室）

〈中継〉

14：20 市民公開講座受付

14：50 ～ 15：50

15:00

p.19

第 1 回日本抗加齢医学会 九州地方会 学術総会 開催記念講演
笑いと健康 ～医学が明らかにする笑いの抗加齢効果～
座長：尾池

雄一（熊本大学 分子遺伝学）

演者：大平

哲也（福島県立医科大学医学部疫学講座）

15：55 ～ 16：25

16:00

笑いと健康 ～医学が明らかにする笑いの抗加齢効果～

〈中継〉
p.24

スポンサードセミナー 1
「加齢を加速させるタンパク質に着目した製品開発と健康経営」

座長：山縣

和也

演者：間地

大輔

16：30 ～ 17：00

共催：（株）再春館製薬所

p.24

スポンサードセミナー 2
「良いサプリメントを選ぶ目利きのポイント」

17:00

座長：中島

孝哉

演者：田村

17:00

14

忠司

閉会式

14：50 ～ 15：50
第 1 回日本抗加齢医学会 九州地方会 学術総会 開催記念講演

共催：（株）ヘルシーパス

健康長寿のための最新医学

～最先端研究と医療への応用～

プログラム
【見た目のアンチエイジング】
「容貌の加齢変化に対する医学的アプローチ」

A 会場

（A 大会議室）

座長：上村

9：00 ～ 10：00

哲司（佐賀大学医学部形成外科）

有効性と安全性からみた標準的しみ、しわ、たるみ治療：安全安心な抗加齢美容医療を目指して
衛藤

明子（福岡大学博多駅クリニック 形成・美容外科）

眼瞼周囲の加齢による見た目と生活の質への影響
大慈弥裕之（福岡大学医学部形成外科）

A 会場

【栄養・運動領域】「フレイル・サルコペニア予防のための栄養と運動」～基礎から応用まで～

（A 大会議室）

座長：中野

10：00 ～ 11：00

修治（中村学園大学栄養科学部）

フレイル・サルコペニアの評価と栄養管理
河手

久弥（中村学園大学栄養科学部栄養科学科）

スロージョギングⓇの効用
檜垣

靖樹（福岡大学スポーツ科学部）

【内科領域】
「男性更年期を極める～基礎から実地医療まで～」

A 会場

（A 大会議室）

座長：尾池

11：00 ～ 12：00

雄一（熊本大学

分子遺伝学）

生活習慣病、男性更年期におけるテストステロンの意義
柳瀬

敏彦（福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科）

男性更年期診療の実際
中島

孝哉（中島こうやクリニック）

ランチョンセミナー 1

A 会場

（A 大会議室）

12：10 ～ 13：00

座長：大慈弥裕之（福岡大学医学部形成外科）
老化のメカニズムから紐解く美容医療と QOL
西田

美穂（福岡大学博多駅クリニック , Beauty Tuning Clinic）

共催：アラガン・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 2

B 会場

（B 中会議室）

12：10 ～ 13：00

司会：吉田優貴雄（ソニ－生命保険株式会社福岡支社）
「片麻痺になっても働けますか？」
長谷川嘉哉（医療法人 ブレイン）

共催：ソニ－生命保険株式会社福岡支社
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第 1 回日本抗加齢医学会 九州地方会 学術総会
第 1 回日本抗加齢協会 九州支部 市民公開講座

A 会場

特別講演

（A 大会議室）

座長：柳瀬

13：10 ～ 14：10

敏彦（福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科）

変貌する日本の健康医療戦略：抗加齢医学の役割
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）

第 1 回日本抗加齢医学会 九州地方会 学術総会 開催記念講演

A 会場

（A 大会議室）

座長：尾池

14：50 ～ 15：50

雄一（熊本大学 分子遺伝学）

笑いと健康 ～医学が明らかにする笑いの抗加齢効果～
大平

哲也（福島県立医科大学医学部疫学講座）

A 会場

スポンサードセミナー 1

（A 大会議室）

座長：山縣

15：55 ～ 16：25

和也（熊本大学大学院生命科学研究部

病態生科学分野）

加齢を加速させるタンパク質に着目した製品開発と健康経営
間地

大輔（株式会社再春館製薬所

老化研究所）

共催：株式会社再春館製薬所

スポンサードセミナー 2

A 会場

（A 大会議室）

座長：中島

16：30 ～ 17：00

孝哉（中島こうやクリニック）

良いサプリメントを選ぶ目利きのポイント
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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