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第1会場
UDX　NEXT-1

第 2会場
UDX　NEXT-2

ポスター会場
UDX　NEXT-3

8：00
8：30
9：00 9：00～ 9：20

CCVAA世話人会

9：25～ 9：30　開会式
9：30 学術フォーラム特別講演

9：30～ 10：20
テーマ：SASに対する新たな取り組み
座長：吉川 敏一（ 日本抗加齢協会　理事長／公益財団法人ルイ・

パストゥール医学研究センター）
演者：宇都宮 啓（慶應義塾大学）
演者：谷川 武（順天堂大学）

10：00

10：30 学術フォーラムシンポジウム1
10：30～ 12：00
テーマ：Quality of vision のための予防医学のススメ
座長：小沢 洋子（慶應義塾大学）
　　　木下 茂（京都府立医科大学）
演者：木下 茂（京都府立医科大学）
演者：北市 伸義（北海道医療大学病院）
演者：中野 匡（東京慈恵会医科大学）
演者：小沢 洋子（慶應義塾大学）
演者：橋本 正史（ケミン・ジャパン株式会社）

CCVAAシンポジウム1
10：30～ 12：00
テーマ：加齢に関連した脳心血管疾患におけるトピックス
座長：竹石 恭知（福島県立医科大学）
　　　弘瀬 雅教（岩手医科大学）
演者：吉田 陽子（新潟大学）
演者：三阪 智史（福島県立医科大学）
演者：西村 智（自治医科大学）
演者：田原 宣広（久留米大学）

11：00

11：30

12：00

ランチョンセミナー1
12：10～ 12：55
テーマ： 乳類・MBPによるフレイル対策～健全老化を

目指して～
座長：山岸 昌一（昭和大学）
演者： 太田 博明（藤田医科大学病院／山王メディカルセンター）
共催：雪印メグミルク株式会社

ランチョンセミナー2
12：10～ 12：55
テーマ： 神経体液性因子から考えるナトリウム利尿ペプ

チドと心腎連関
座長：森下 竜一（大阪大学）
演者：向山 政志（熊本大学）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部

12：30

13：00
学術フォーラムシンポジウム2
13：05～ 14：35
テーマ：令和時代の健康食品
座長：駒村 純一（森下仁丹株式会社）
　　　森下 竜一（大阪大学）
演者：五十嵐 麻衣子（消費者庁食品表示企画課）
演者：木村 勝彦（消費者庁表示対策課食品表示対策室）
演者：寺本 祐之（株式会社ファンケル）
演者：柳本 賢一（日本水産株式会社）
演者：橋本 正史（一般社団法人健康食品産業協議会）

CCVAAシンポジウム2
13：05～ 14：35
テーマ：腎臓病に対する新しい治療ターゲット
座長：田村 功一（横浜市立大学）
　　　前村 浩二（長崎大学）
演者：稲城 玲子（東京大学）
演者：横尾 隆（東京慈恵会医科大学）
演者：菱川 彰人（慶應義塾大学）
演者：田中 哲洋（東京大学）
演者：涌井 広道（横浜市立大学）

13：30

14：00

14：30

学術フォーラムシンポジウム3
14：40～ 16：10
テーマ： のぼせ・ほてり・発汗・抑うつ・不眠の科学
座長： 太田 博明（藤田医科大学病院／山王メディカルセンター）
　　　寺内 公一（東京医科歯科大学）
演者：上堀内 義郎（久光製薬株式会社）
演者：内山 成人（大塚製薬株式会社）
演者：Carsten Beuckmann（エーザイ株式会社）
演者： 和泉 亨（キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式

会社）

CCVAAシンポジウム3
14：40～ 16：10
テーマ：がんと脳心血管抗加齢医学との新たな接点
座長：赤澤 宏（東京大学）
　　　東 幸仁（広島大学）
演者：石田 隆史（福島県立医科大学）
演者：西山 成（香川大学）
演者：南 学（京都大学）
演者：増田 美加（女性医療ジャーナリスト）

15：00

15：30

16：00

学術フォーラムシンポジウム4
16：15～ 17：45
テーマ：脳腸相関
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学）
　　　山田 秀和（近畿大学）
演者：石田 雄介（東北医科薬科大学）
演者：北薗 英一（帝人株式会社）
演者：安川 然太（太陽化学株式会社）
演者：藤原 大介（キリンホールディングス株式会社）

CCVAA How To Session　16：15～ 16：45
テーマ：遺伝子治療薬HGFプラスミドのHow to: 如
何にして血管再生を促すか？
座長：佐田 政隆（徳島大学）　演者：森下 竜一（大阪大学）
共催：アンジェス株式会社

16：30

CCVAA共催教育講演　16：45～ 17：15
テーマ：哺乳類皮膚における細胞競合と皮膚の老化
座長： 浅原 孝之（特定非営利活動法人血管医学研究推進機構 

理事長、東海大学）
演者：西村 栄美（東京医科歯科大学）
共催：特定非営利活動法人血管医学研究推進機構

17：00
CCVAA ポスターセッション
17：00～ 17：45
P-1座長：茂木 正樹（愛媛大学）
P-2座長：島村 宗尚（大阪大学）
P-3座長：上田 誠二（順天堂大学）
P-4座長： 駒田 敬則（自治医科大学）

CCVAA　YIA審査口演
17：15～ 17：45
座長：谷山 義明（大阪大学）
　　　山縣 和也（熊本大学）

17：30

スペシャルゲスト1
17：50～ 18：20
座長：髙橋 将文（自治医科大学）
　　　 太田 博明（藤田医科大学病院／山王メディカルセンター）
演者：斎藤 隆（東京ヤクルトスワローズ1軍投手コーチ）

18：00

スペシャルゲスト2
18：20～ 18：50
座長：森下 竜一（大阪大学）
　　　堀江 重郎（順天堂大学）
演者：早見 優（歌手）

18：30

17：00 懇親会 (ギャラリータイプN)　19：00～ 20：30
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第1会場
UDX　NEXT-1

第 2会場
UDX　NEXT-2

ポスター会場
UDX　NEXT-3

8：00 Forum理事会　7：30～ 8：30
（6F　Type120（F））8：30

CCVAA 評議員会・総会
8：40～ 9：00

9：00 合同シンポジウム1
9：00～ 10：30
テーマ：骨心血管代謝連関から見たアンチエイジング
座長： 太田 博明（藤田医科大学病院／山王メディカルセンター）
　　　杉本 利嗣（栄宏会小野病院）
演者：伊藤 承正（セリスタ株式会社）
演者：乾 泰地（DSM株式会社）
演者：金沢 一平（島根大学）
演者：松井 孝憲（久留米大学）

CCVAA シンポジウム4
9：00～ 10：30
テーマ：脳心血管の新規薬物治療、臨床試験
座長：野間 玄督（野間クリニック）
　　　中神 啓徳（大阪大学）
演者：佐藤 稔（川崎医科大学）
演者：苅尾 七臣（自治医科大学）
演者：森下 竜一（大阪大学）
演者：野出 孝一（佐賀大学）

9：30

10：00

10：30

合同シンポジウム2
10：35～ 12：05
テーマ：アンチメタボによる抗加齢医学
座長：柴田 玲（名古屋大学）
　　　山岸 昌一（昭和大学）
演者：川上 宏智（森下仁丹株式会社）
演者：樋口 正人 ( 株式会社ダステック )
演者：清水 逸平（新潟大学）
演者：関 洋介（四谷メディカルキューブ）

CCVAA シンポジウム5
10：35～ 12：05
テーマ： 脳心血管病における炎症・修復・線維化を再考

する
座長：髙橋 将文（自治医科大学）
　　　佐藤 加代子（東京女子医科大学）
演者：佐藤 加代子（東京女子医科大学）
演者：唐澤 直義（自治医科大学）
演者：宮崎 拓郎（昭和大学）
演者：瀧本 英樹（東京大学）

11：00

11：30

12：00

ランチョンセミナー3
12：15～ 13：00
テーマ：加齢関連疾患である心不全を併存する糖尿病と
サルコペニアから考える
座長：森下 竜一（大阪大学）
演者：泉家 康宏（大阪市立大学）
共催： 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社／日本イーラ

イリリー株式会社

ランチョンセミナー4
12：15～ 13：00
テーマ： 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン

JSH2019―エビデンスとデジタル高血圧管
理の新しい方向性―

座長：新村 健（兵庫医科大学 )
演者：苅尾 七臣 ( 自治医科大学 )
共催：武田薬品工業株式会社

12：30

13：00

CCVAA 特別講演
13：10～ 14：00
テーマ：脳梗塞後の炎症における神経制御
座長：髙橋 将文（自治医科大学）
演者：吉村 昭彦（慶應義塾大学）

13：30

14：00

CCVAAシンポジウム6
14：05～ 16：05
テーマ：期待される抗老化戦略の最前線
座長：南野 徹（新潟大学）
　　　尾池 雄一（熊本大学）
演者：真鍋 一郎（千葉大学）
演者：佐野 元昭（慶應義塾大学）
演者：須田 将吉（新潟大学）
演者：黒須 洋（自治医科大学）

CCVAA 産業医研修会1
14：05～ 15：05
テーマ：勤労者の口腔健康管理
座長：志水 秀郎（大阪歯科大学）
演者：髙橋 一也（大阪歯科大学）

14：30

15：00
CCVAA 産業医研修会2
15：05～ 16：05
テーマ：勤労者の血管老化を防ぐ～漢方の世界～
座長：勝谷 友宏（勝谷医院）
演者： 澤田 未央（金沢医科大学）

15：30

16：00
表彰式・次回大会長挨拶・閉会式

16：05～ 16：15
若手研究者育成事業「ヒューマンセンター21賞」受賞
者記念講演
16：15～ 17：00
司会：森下 竜一（大阪大学）
演者：宇野 耕平（東急病院／東京慈恵会医科大学）
演者：梅邑 晃（岩手医科大学）
演者：渡邊 康弘（東邦大学医療センター佐倉病院）
演者：荻野 崇之（大阪大学）
共催： NPOヒューマンセンター21／サニーヘルス株式会社

／NPO日本抗加齢協会

2020年度
合同プログラム委員会
16：20～ 17：00

16：30 日本抗加齢医学会
抗加齢ゲノム医学研究委員会主催講習会
17：00～ 19：30
座長：堀江 重郎（抗加齢ゲノム研究委員会）
　　　山田 秀和（抗加齢ゲノム研究委員会）
演者：相澤 康則（東京工業大学）
演者：八谷 剛史（ゲノムアナリティクスジャパン）
演者：村松 正明（東京医科歯科大学）
演者：岡崎 康司（順天堂大学難病センター）
演者：田口 淳一（東京ミッドタウンクリニック）

※参加には別途参加費11,000円が必要です。19：00
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