第23回

日本抗加齢医学会認定単位（受験用・更新用）（５単位）
ドライマウス研究会更新認定単位（１０単位）

抗加齢歯科医学研究会
2019.

日本抗加齢医学会
認定単位
（受験用・更新用）

10.13 （SUN） 10：00-16：10

◆プログラム◆
◆プログラム◆

10:00 ～ 11:00

「抗加齢医学の基礎知識」
抗加齢歯科医学研究会 代表

斎藤 一郎
日本抗加齢医学会で紹介される最新の様々なアンチエイジング医学に
ついて解説する。

14:00 ～ 15:00

「アロマセラピーによる認知症の予防 ・ 改善」
星薬科大学先端生命科学研究所先導研究センター
ペプチド創薬研究室

塩田 清二
嗅覚機能と認知機能に相関性のあることがヒトの研究で明らかとなり、

11:00 ～ 12:00

「唾液腺の備える内分泌様作用と抗加齢効果」
神奈川歯科大学大学院口腔科学講座環境病理学

槻木 恵一

嗅覚機能の低下が認知症の発症と進展に深く関係することが分かって
きている。 認知症の患者にアロマセラピーを行うと、 中核症状や周辺
症状の改善がみられることから、 とくにアルツハイマー型認知症の予
防 ・ 改善にこの療法が効果のあることを我々の臨床研究を元に解説す

外分泌腺として、 涙腺、 汗腺、 消化腺などがあるが、 他の腺と比較

る。

して唾液腺の特質は、 唾液中の様々な物質が、 舌下部粘膜から脳へ
移行できる点であると考えている。 特に、 肝臓を通過しないので、 不
安定な物質でも活性を失わないで速やかに脳に到達できる。 この様に

15:00 ～ 15:10

休憩 （10 分間）

唾液腺が、脳に影響を与える臓器である事はほとんど知られていない。
本演題では、 唾液腺の新たな作用として、 唾液腺産生物質の内分泌

15:10 ～ 16:10

様作用による抗加齢効果について考察する。

「口腔機能低下の改善を目指した機能性食品開発
の成果と現況」

12:00 ～ 13:00

抗加齢歯科医学研究会 代表

昼食 （60 分間）

斎藤 一郎
13:00 ～ 14:00

人は口から老いる。 オーラルフレイルに始まる口腔機能の低下は、

「ストレス対策の実際と展望について」

唾液分泌量や咀嚼力の低下として現れるだけでなく、 認知症や感染症

筑波大学大学院 グローバル教育院
ヒューマンバイオロジー

など様々な疾患のリスクも高めることが知られている。 本講演では健
康寿命の延伸に重要なオーラルフレイル対策を中心に述べる。

矢田 幸博
※敬称略

これまでのストレス対策は、 十分な効果や満足感が得られないことか
ら新規なストレス対策技術が求められている。 一方、 従来のストレス
評価 ・ 計測法には、 課題も多く十分に検討されているとは言い難い。

Society of
Anti-Aging
Dental Medicine

そこで、 本講では、 評価技術を統合的に理解できるよう多くの事例、
計測技術を紹介する。 さらにそれらの課題を浮き彫りにすることでスト
レス対策の展開についても言及したい。
ＪＲ四ツ谷駅

※プログラムは都合により変更になる場合があります。
変更する場合は研究会HP、facebookでご案内致しますのでご確認下さい。

四ツ谷駅
吠
叽呉
吇呀
大学
上智

◆会場：紀尾井フォーラム
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町４-１
ホテルニューオータニガーデンコート１F
http://www.newotani.co.jp/tokyo/info/access/index.html
◆参加費：２０,０００円（人）（テキスト代含む）
注）会場での飲食が不可の為、昼食のご用意はございません

◆対象：歯科医師、医師、歯科衛生士、医療従事者、企業関連の方等
◆定員：６０名（定員になり次第受付終了とさせて頂きます。）
※お申込方法は裏面をご覧下さい。

◆アクセス
聖イグナチオ教会

上智大学

ザ・メイン

迎賓館

新宿通り

参議院
議員宿舎

清水谷公園

ホテル
ニューオータニ
ガーデンタワー

ガーデンコート
赤坂御所

麹町駅
２番口

赤坂見附駅
D.紀尾井町

永田町駅
７番口
赤坂ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急

第２３回抗加齢歯科医学研究会

ＪＲ四ツ谷駅

日本抗加齢医学会認定単位（受験用・更新用）（５単位）
ドライマウス研究会更新認定単位（１０単位）

四ツ谷駅
吠
叽呉
吇呀
大学
上智

２０１９年１０月１３日(日)１０:００～１６:１０

紀尾井フォーラム （東京都・千代田区）

会場：

◆アクセス
聖イグナチオ教会

上智大学

ホテル
ニューオータニ

迎賓館

ガーデンタワー

ガーデンコート

永田町駅
７番口

赤坂見附駅
D.紀尾井町

赤坂御所

◆参加費：２０,０００円/人（テキスト代含む）

麹町駅
２番口

清水谷公園

ザ・メイン

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町４-１
ホテルニューオータニガーデンコート１F TEL ： 03-5213-6886
http://www.newotani.co.jp/tokyo/info/access/index.html
◆定 員：定員６０名（定員になり次第締め切らせて頂きます）
◆対 象：歯科医師、医師、歯科衛生士、医療従事者、関連企業等

新宿通り

参議院
議員宿舎

赤坂ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急

・赤坂見附駅（地下鉄 銀座線・丸ノ内線）Ｄ紀尾井町口より徒歩３分
・永田町駅（地下鉄 半蔵門線）7番口より徒歩３分
・麹町駅（地下鉄 有楽町線）麹町口より徒歩６分
・四ツ谷駅（JR 中央線・総武線、地下鉄 丸ノ内線・南北線）
麹町口・赤坂口より徒歩8分

注）会場での飲食が不可の為、昼食のご用意はございません

◆受講証：５,０００円（希望者のみ）
◆お申込方法： 下記申込用紙にてＦＡＸ、または抗加齢歯科医学研究会HP
からお申し込み下さい。 https://www.anti-aging-dental.com/
（準備の都合上講習会当日の申込は出来ません。）

◆お振込先

三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店
普通口座 １１６６０８９ 抗加齢歯科医学研究会

※お振込完了にて正式なお申込とさせて頂きます。
※お名前の前に 1013 をご記入ください。
※振込手数料はご負担願います。
※お支払いはお申込後１週間以内に上記振込先にお振込ください。
領収書は振込用紙に代えさせて頂きます。
※キャンセルに関して
開催日前１０日からのお取り消しの場合は手配の都合上、御返金は致しません。

参加申込書

ＦＡＸ：

受講証見本（A4サイズ額付）

０３-６８００-６５６２

お一人様1枚でお申込下さい。（コピー可）

フリガナ

英文表記：
（例：Taro Nihon）

お名前：

※受講証をお申込の場合は
忘れずにご記入ください。

（例：日本太郎）

勤務先名：

ご職業：

連絡先：
□ 勤務先

□ 歯科医師

□ 医師

□ 関連企業

□ その他

住所 〒

□ 歯科衛生士

（

□ 医療従事者

その他の方は職種をご記入下さい。

）

－

電 話：

ＦＡＸ：

□ 自宅
※どちらかに
チェックして
ください。

メール：

日本抗加齢医学会に

日本抗加齢医学会ＩＤ:（会員のみ）

□入会済 ・ □未入会

参加費（テキスト込み）

受講証

※チェックをお入れください。

□必要 ・ □不要

抗加齢歯科医学研究会発行・受講証（希望者のみ）

ドライマウス研究会・更新認定証

合計金額

既に認定証をお持ちで更新をご希望の方。

□ 参加費

20,000円

□ 受講証申請料

5,000円

（A4サイズ・額入り）

□ 更新認定証申請料

3,000円

￥

（額なし・証書のみ）

※受講証、更新認定証は後日研究会事務局から発送致します。
※上記情報については抗加齢歯科医学研究会にて管理し、無断で第三者へ提供・譲渡することは一切ありません。
（お問合せ）134-0088 東京都江戸川区西葛西3-16-20-408 シーアンドシーユーミックス内 抗加齢歯科医学研究会 講習会事務局 Tel：03-3869-4158 Fax：03-6800-6562

