
■  5 月 16 日（土） ■ 

 

 Ａ 会 場  

13:00-13:05 開会式 

 

13:05-13:30 会長講演 

 JSDA - Past, Present, Future 
 講師：松尾  通（日本アンチエイジング歯科学会 会長） 

 座長：市川 信一 

 

13:30-14:30 特別講演 1〈認定医・認定衛生士 取得指定講座〉 

 21 世紀のペリオドントロジー 
 －最新病因論に基づいた診断・治療・生涯マネージメント－ 
 講師：天野 敦雄（大阪大学大学院 歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座 教授） 

 座長：藤澤幸三郎 

 

14:50-16:30 シンポジウム 医食同源 -サプリメントの適材適所- 

 座長：五島 博樹 

 歯科発ヘルシーライフの牽引 
 講師：武内 博朗（鶴見大学歯学部 臨床教授） 

 アンチエイジングサプリをどう使うか？～臨床での実際～ 
 講師：青木  晃（横浜クリニック 院長） 

 歯科臨床におけるサプリメントの活用法 
 講師：田村 忠司（株式会社ヘルシーパス 代表取締役社長） 

 

 Ｂ 会 場  

13:30-14:30 教育講演 1 
 アンチエイジング食事法「ケトジェニックダイエット」 

 講師：斎藤 糧三（ナグモクリニック東京 アンチエイジング・機能性医学外来医長） 

 座長：柴田 知里 

 

14:50-15:50 教育講演 2 
 摂食・嚥下機能のメカニズム 

 －口腔機能の健全な発達と維持に必要なこと－ 
 講師：阿部 伸一（東京歯科大学 解剖学講座 教授） 

 座長：宝田 恭子 

 

 



 Ｃ 会 場  ＷＴＤ（ワークショップテーブルディスカッション） 

第 1 回 13:30-14:50 ／ 第 2 回 15:15-16:30 

 

WTD 1. 美容製剤の最新使用方法と課題について 

     講師：入江雄一郎 
 
WTD 2. デンチャーデザイナーへの招待 

    「パーシャルデンチャー・デザインしてみませんか？」 

          講師：川島 哲 
 
WTD 3. 前歯の見た目は大事！「アンチエイジング矯正『Asoaligner

®
』を 

        始めてみよう！！～システム＆適応症＆禁忌症～」 

     講師：坂本紗有見 
 
WTD 4. インプラントを埋入してみよう！ 初心者，DH，DA 大歓迎！！ 

          講師：菅井 敏郎 
 
WTD 5. アンチエイジングは食生活から ～歯科から発信する食育～ 

          講師：添島 絵美 
 
WTD 6. 歯肉ラインを整える審美補綴法 ～目からうろこの ザ！BTA テクニック～ 

     講師：坪田 健嗣 
 
WTD 7. 「口腔筋機能療法（MFT）からのアンチエイジング～皆さんご一緒に！ 

        顔・首の若返りを！！～」 ガム噛みトレーニングを体験しよう！ 

     講師：寺田 典絵 
 
WTD 8. 写真の撮られ方～笑顔＆ポージング 

     講師：浜島 由美 
 
WTD 9. 「アンダーアーマー・マウスバイト」実践編 

     講師：村岡 正弘 
 
WTD 10. エレクトロポレーション効果によるフェイスリフトの可能性について 

     講師：山内 眞理 
 
WTD 11. 2020年東京オリンピックに向けて  

        ～アンチエイジング歯科学会からのスポーツへの提言～ 

     講師：半澤 一明 
 
WTD 12. 私を見て聞いて！「今から始めようメンズアンチエイジングダイエット」 

        －歯医者が敗者になった歯なしにならない話－ 

     講師：篠原 啓之 
 
WTD 13. 明日から役立つ歯科発信『バクテリアセラピー』 

        ～どうやって患者さんに？どんな効果が？～ 

     講師：前島 美佳 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fnamingpress.com%2F%3Fp%3D8116&ei=GDYSVbbBK87hsATdlYEY&usg=AFQjCNGfSN6TiTqJFFZo4wcsYDSKRqAKGA&sig2=neDiFCKth-iSZgXsC-2THg&bvm=bv.89184060,d.cWc


■  5 月 17 日（日） ■ 

 

 Ａ 会 場  

 9:00-09:40 総会 

 

 9:40-11:00 特別講演 2〈認定医 取得指定講座〉 

 からだと心の健康づくり －生活習慣病の面白健康科学－ 
 講師：森谷 敏夫（京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授） 

 座長：中原 悦夫 

 

11:10-12:10 招待講演 1〈認定医・認定衛生士 取得指定講座〉 

 新時代を迎えた腸内常在菌研究 
 ～腸内常在菌データベース構築による健康予防の推進～ 
 講師：辨野 義己（（独）理化学研究所 辨野特別研究室 特別招聘研究員） 

 座長：武内 博明 

 

12:30-12:50 ランチョンセミナー1  協賛：デジタルワン㈱ 

 『ストップ・ザ・口腔がん！』 
 ～歯科クリニックの新たな使命～ 
 講師：中谷 泰志（デジタルワン株式会社） 

 

13:10-14:10 市民公開講座（第 1部） 

 「健康寿命をのばそう！Smart Life Project」の取り組み 
 －かむことから始まるスマートイートの重要性－ 
 講師：西川りゅうじん（厚労省「健康寿命をのばそう！Smart Life Project」 

           スーパーバイザー、マーケティングコンサルタント） 

 座長：阿部 馨三 

 

14:30-16:30 招待講演 2<市民公開講座（２部）> 

              歯ッピーエイジングで健康長寿 －腹七分目に医者いらず－ 

 司会進行・解説：佐藤由紀子 

 100 歳までボケない 101 の方法 
 講師：白澤 卓二（順天堂大学大学院 医学研究科 加齢制御医学講座 教授） 

 眞實是單純、萬物是共通 
 講師：南雲 吉則（ナグモクリニック 理事長） 

 

16:300 閉会式 

 

 



 Ｂ 会 場  

 9:40-10:40 教育講演 3 
 「脳を健やかに」健やかな脳とは、食べるとは 
 講師：泰羅 雅登（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 教授） 

 座長：佐藤   孝 

 

11:10-12:10 教育講演 4〈認定医・認定衛生士 取得指定講座〉 

 歯を守る細菌学・栄養学とアンチエイジング 
 講師：花田 信弘（鶴見大学歯学部 探索歯学講座 教授） 

 座長：坪田 健嗣 

 

12:30-12:50 ランチョンセミナー2  協賛：環境プラント工業㈱ 

 抗酸化"ウオーターサプリ"『岩層封純水 水素水』 
 －ひとつ上の品質を－ 
 講師：松岡與一郎（環境プラント工業株式会社 取締役 東京支店長） 

 

13:10-14:15 会員発表 

（13:10-13:23）   KTPレーザーの生活歯漂白への応用         座長：椿 知之 

           ―褐色鶏卵卵殻を用いた基礎研究―  
 木庭 健次（春日ビル歯科診療所） 

  

（13:23-13:36）   歯科臨床における口腔と全身の関係性   座長：石井 久恵 

           アンチエイジング・メソッドの考察 
 神戸 洋子（神戸歯科医院） 

 

（13:36-13:49）   ３秒で体が楽になる咬合エイジング        座長：桑原 栄 
 丸尾 謙二（医療法人慈慶会 アカデミー歯科クリニック） 

  

（13:49-14:02）   糖質制限が歯の寿命と健康寿命を延ばす    座長：桑原 栄            
 篠原 啓之（エス・デンタルクリニック） 

  

（14:02-14:15）   アンチエイジングを目指した 9つの側貌    座長：香川 正之 

           について 
 河田 俊嗣（神奈川歯科大学 口腔科学講座 歯科矯正学） 

  

 

 

 

 

 



 Ｃ 会 場  

 9:40-10:40 会長企画講演 1 
 「美 Bodｙ」と「心美人」は食べてつくる 
 講師：笠井奈津子（栄養士・食事カウンセラー） 

 座長：佐々木恭子 

 

11:10-12:10 会長企画講演 2 
 患者・家族を癒す接遇の基本／歯科医療がもたらす接遇の

「見える化」 
 講師：たけながかずこ（マザーリング＆ライフマネジメント研究所 所長） 

 座長：田島菜穂子 

 

12:30-12:50 ランチョンセミナー3  協賛：メロディアン㈱ 

 水素医学研究の最新情報 
 講師：太田 成男（日本医科大学大学院 加齢科学系専攻細胞生物学分野 教授） 

 

13:10-14:10 教育講演 5 
 キレイな（からだ・心・肌）女性ホルモン塾 
 講師：対馬ルリ子（対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 院長） 

 座長：坂本紗有見 

 

14:30-15:30 会長指名講演〈認定衛生士 取得指定講座〉 

 「口元と歯のエイジングケア」 
 －猫背予防とポリリン酸でアンチエイジング－ 
 講師：宝田 恭子（宝田歯科医院 院長） 

 座長：永瀬 佳奈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


