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2018年　日本アンチエイジング歯科学会 
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ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター

（敬称略） 
飯島　 勝矢　-オーラルフレイルへの提案-　　東京大学高齢社会総合研究機構教授 
柴原　 孝彦　-口腔がんへの提案-　　東京歯科大学大学口腔顎顔面外科学講座　主任教授 
髙島　 康弘　-京都大学iPS細胞研究所（CiRA）からの提案-　 医学博士　京都大学iPS細胞研究所 講師 
藤野　 武彦　-脳疲労理論からの提案-　　九州大学名誉教授　医療法人社団ブックス 理事長 
川井　 勇一　-消化器内科からの提案-　　医学博士　消化器内科　医療法人 悠亜会かわい内科クリニック院長 
小村 十樹子　-皮膚科医からの提案-　　皮膚科医　トキコクリニック院長 
河野　 　渡　-東洋医学による養生-　　歯学博士　第13回学術大会大会長　日本歯科東洋医学会会長 
方　　 一如　-東洋医学の健康養生と美容鍼灸-　　大阪歯科大学歯科東洋医学室　特任教授 
久保　 茂正　-漢方によるアンチエイジング-　　歯学博士　日本歯科東洋医学会常任理事 
中東　 　弘　-お笑い神事-　　枚岡神社宮司 
瀧野　 裕行　-歯周病専門医からの提案-　　歯科医師　タキノ歯科医院 ペリオ・インプラントセンター院長 
六人部 慶彦　-補綴専門医からの提案-　　歯学博士　むとべデンタルクリニック院長 
坪田　 健嗣　-審美歯科専門医からの提案-　　日本アンチエイジング歯科学会 常任理事 
中川　 　晶　-心療内科医からの提案-　　なかがわ中之島クリニック院長 
山本　 憲昭　-獣医師からの提案-　　獣医師 ノア動物病院　　　 
辻　 紗耶加　-歯科衛生士からの提案-　　歯科衛生士　株式会社Beaute 代表取締役 
-シンポジウム　四世代による -IKIRU-の提案- 
　　　　　　　 松尾　通（70代） 志田 佐和子（60代） 阿部馨三（50代） 藏前尚子（40代） 
-0歳から100歳まで、成長発育とアンチエイジング　リレーセッション- 
　　　             大谷　昌　　鷹木雪乃　　阪井国子 
-デジタルデンティストリーから考えるアンチエイジング　リレーセッション- 
　　　             窪田　努　　古谷忠典　　中野　環 
-Morning Session-　-認定医・認定歯科衛生士ウエルカムパーティ- etc.



  2018.5.26
ホールA+b1 ルーム1+2 ルーム3 ルーム7

12:00 受付
13:00 開会式

13:30 
～ 

14:30

飯島勝矢先生

フレイル予防は「総合知」によるまちづくり 
-オーラルフレイルから何を伝えるのか- 

-認定医取得指定講座- 
-認定歯科衛生士取得指定講座-

Break! 方　一如先生

14:50 
～ 

15:50

柴原孝彦先生
東洋医学の健康養生と美容鍼灸

エイジングと共に劣化する口腔粘膜 
－忍び寄るサイレントキラー口腔がん－

河野　渡先生

東洋医学による養生

久保茂正先生
Break!

漢方によるアンチエイジング

16:10 
～ 

17:10

川井勇一先生

胃バテ・腸もれを防いでアンチエイジング 
～あなたの消化吸収は大丈夫？～

Break! 
 中東　弘先生

「神話から学ぶ日本の文化」 
－枚岡神社のお笑い神事

18:30~ アンチエイジングアワード2018授賞式＆懇親会　　会場　ウェスティンホテル大阪

2018.5.27
ホールA+b1 ルーム1+2 ルーム3 ルーム7

7:30 受付

8:00 
～ 
9:00

モーニングセッション 
アンチエイジング 

ケースプレゼンテーション大会

9:00 総会
9:30

 9:40 
～ 
10:40

藤野武彦先生 瀧野裕行先生 リレーセッション 山本憲昭先生

脳疲労理論とプラズマローゲン： 
メタボリックシンドローム 

そしてアルツハイマー病も克服できるか 

-認定医取得指定講座-

歯周病医が考える 
審美領域における治療戦略 

～チーム医療の重要性について～ 

-認定歯科衛生士取得指定講座-

0歳から100歳まで、 
成長発育とアンチエイジング

アニマルセラピーが寄与する 
アンチエイジング 

～動物病院での最新医療も交えて～

鷹木雪乃先生
より良い顔貌へ変化をさせる 

歯科治療について  
～子供、大人、老人 

それぞれの時期への捉え方～ 

Break! Break! 阪井国子先生 Break!

11:00 
～ 

12:00

小村十樹子先生 六人部慶彦先生 0歳から始める歯育 
-明日から使える親子へのアプローチ法-

中川　晶先生

健康だからこそ、美しい。 
～アンチエイジングは身体の中からと 

外から取り組め！～

審美修復処置における 
歯周組織との調和を目指して

アンチエイジングとこころのケア
大谷　昌先生

中高齢者のエイジングと 
そのアンチエイジング

Break! Break! Break! Break!

12:30 
～ 

13:30

ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー

花嶋孝司先生 
ソニー生命保険株式会社

小野芳司先生 
株式会社トータルヘルスコンサルティング

佐藤朱美先生 
株式会社Beaute

坂本紗有見先生 
アークレイ株式会社

Break! Break! Break! Break!

13:50 
～ 

14:50

髙島 康弘先生 辻　紗耶加先生 リレーセッション Dr.中島&DH佐藤　 
認定医・認定衛生士ウエルカムパーティ

iPS細胞の誕生・現在・未来 
～iPS細胞を若返らせる～ 

-認定医取得指定講座-

患者さまのQOLに貢献する生き方 
～輝く認定歯科衛生士を目指して～ 

-認定歯科衛生士取得指定講座-

デジタルデンティストリーから考える 
アンチエイジング 認定Dr.プレゼンテーション

窪田　努先生 認定DHプレゼンテーション

デジタルによって変わる歯科治療（仮題）

14:50 Break! Break! 古谷忠典先生

15:10 
～ 

16:20

シンポジウム 坪田 健嗣先生 新しい技術を用いた骨格の外科矯正治療と 
咀嚼機能および審美の改善の実際

ワインテイスティングパーティ

四世代による -IKIRU-の提案-
BTAマジック＆サイエンス 
～生物学的審美補綴法 
BTAテクニック®の真実～

松尾　通先生 
志田佐和子先生 
阿部馨三先生 
藏前尚子先生

中野　環先生
インプラント治療における 

デジタルデンティストリーの活用

16:20～ 閉会式

The 13th Meeting of Japan Society for Dental Anti-Aging OSAKA 2018 
Program



 
会　期  2018年5月26日（土）・27日（日） 
会　場  グランフロント大阪　ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 
　　　　　　　　　　　  〒530-0011  大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪内             　　　 
                        ■大会長　河野　渡　■実行委員長　入江雄一郎　■名誉顧問　川添 堯彬 
懇親会＆アンチエイジングアワード授賞式　　ウェスティンホテル大阪 
参加登録

－参加登録に関するお問い合わせ－ 
日本アンチエイジング歯科学会第13回学術大会 参加登録窓口 

メディア・プロモーション・サービス株式会社内 
〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-10 ARTビル4F 
TEL：03-5816-1055　FAX：03-5816-1056　 

E-Mail：jsda2018@media-ps.jp

日本アンチエイジング歯科学会第13回学術大会参加申込書　FAX 03-5816-1056
フリガナ 所属 ○をおつけください。 

1　歯科医師・医師（会員） 

2　歯科医師・医師（非会員） 

3　コデンタル（会員） 

4　コデンタル（非会員） 

5　一般（会員） 

6　一般（非会員） 

7　研修学生

お名前 TEL
申込日 平成　　　年　　　　月　　　　日 FAX
会員番号　AA-　　　　　　　　　　　（学会員の方はAA-の後に続く数字を記入してください）
※会員申請中の方（会員カードは4月頃送付予定です）・不明・会員証紛失の方は 9999 と記入してください

住所

（〒　　　　　　　　　　） この住所・電話番号は、[ 自宅・診療所 ]の連絡先です　 

懇親会＆アンチエイジングアワード授賞式（○をおつけください） 参加・不参加
※登録状況をメールでの返信をご希望の場合はメールアドレスをご記入ください※　　　　　　　　　　　　　＠

合計　　　　　　　　　　円を、平成　　　年　　　月　　　日　上記口座に振込予定
FAX 03-5816-1056　　　 参加申込書1枚につき1名ごとご記入下さい！

 お申込み方法 

    お振込先

下記の参加申込書1枚につき1名ごとご記入の上、FAXにてご送信ください。参加費は必ず個人名にて
下記宛にお振込下さい。お振込みを持って登録完了とさせていただきます。なお、参加費の返却は致しかねます。 

学術大会ホームページ　www.atalacia.com/jsda2018　からのお申込みも可能です。 
パソコン・スマートフォン・タブレットからお申込の場合に限り、 
手数料のかからないクレジット決済が可能です！ 

　銀行名：三菱東京UFJ銀行　上野支店　　店番号：337　　種類：普通　　口座番号：0243876 
　口座名義：メデイアプロモーシヨンサービス（カ 
　　　　　お振込の際の手数料は、ご本人様でご負担下さい

2018年　日本アンチエイジング歯科学会 
第13回大阪学術大会申込用紙

詳細は、日本アンチエイジング歯科学会 
第13回学術大会ホームページをご参照下さい

参加申込区分 早期事前登録 後期事前登録 当日登録
2018/2/28まで 2018/5/10まで

歯科医師 
・医師

会員 20,000円 22,000円 24,000円
非会員 23,000円 25,000円 27,000円

コデンタル 
・一般

会員 10,000円 12,000円 14,000円
非会員 12,000円 14,000円 16,000円

研修学生 5,000円
懇親会 15,000円

日本アンチエイジング歯科学会　第13回学術大会
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GRAND FRONT OSAKA 
Knowledge Capital Congrès Convention Center 

President  Dr.Toru MATSUO 
Chairman  Dr.Wataru KONO

会長　　　　松尾　通 
大会長　　　河野　渡 
副大会長　　上代久夫 
実行委員長　入江雄一郎 

実行委員　　大谷　昌・加藤　哲・加藤通子 
　　　　　　藏前尚子・坂井秀明・先田寛志 
　　　　　　澤田一平・諏訪沙耶佳・高濱　勉 
　　　　　　田中保徳・中島　健・橋本高生 
　　　　　　平越義朗・松井啓祐・松村英子・松村幸利 
　　　　　　 
名誉顧問 
川添堯彬　-大阪歯科大学　理事長・学長- 

顧問 
方　一如　-大阪歯科大学　歯科東洋医学講座 特任教授-  
山本一世　-大阪歯科大学　歯科保存学教授- 

相談役 
宮内修平　-みやうちデンタルクリニック 院長-

Speaker（敬称略）

Team OSAKA2018!

認定取得指定講座

飯島 勝矢 藤野 武彦 髙島 康弘 瀧野 裕行 辻　紗耶加

特別講演

中東　弘 小村 十樹子 六人部 慶彦 山本 憲昭 中川　晶 坪田 健嗣川井 勇一柴原 孝彦

シンポジウム

松尾　通 志田 佐和子 阿部 馨三 藏前 尚子

Team OSAKA2018!

会長 
松尾　通

大会長 
河野　渡

副大会長 
上代 久夫

実行委員長 
入江雄一郎

名誉顧問 
川添 堯彬

顧問 
方　一如

顧問 
山本 一世

相談役 
宮内 修平

方　一如 河野　渡 久保 茂正

東洋医学セッションリレーセッション　デジタルデンティストリー・成長発育

中野　環 大谷　昌 阪井 国子古谷 忠典窪田　努 鷹木 雪乃


