第

6

回

見た目の
アンチエイジング
研究会

いくつになっても、男と女。
2010 年の日本人平均寿命は女性が 86.39 才で世界1位。男性は79.6才で世界 4位です。
しかしこの日本人の60 才以降の体が不自由な老後の26 年、20 年は若いころと違い、
とても長い年月になります。
今回はこの老後を幸せなものにするために、
はじめに見た目のアンチエイジングに関するレビュー、
そして午前中は男女のホルモンについて2 名の先生のご講演。

日本抗加齢
医学会

ランチョンをはさんで午後は見た目の身近な、
男性のアンチエイジングと女性のアンチエイジングについて
専門の6 名の先生方にご講演をしていただきます。
サフォクリニック

認定単位

会場

〒108-0074 東京都港区高輪 3-25-23 京急第 2 ビル

東海道新幹線・JR 東海道線・JR 山手線
JR 京浜東北線・JR 横須賀線・京浜急行線

●見た目のアンチエイジング研究会会員 12,000 円

参加費

AP 品川

〈京急第２ビル〉
品川
センター
ビル

●新規会員希望 14,000 円（2012 年度年会費含む）
●非会員 15,000 円
日本抗加齢医学会分科会
見た目のアンチエイジング研究会

●品川郵便局

ホテル
パシフィック
東京

●セブンイレブン
秀和
品川
ビル

高輪口
ウィング
高輪 WEST

品川駅

主催

※2012 年 3 月現在申請中

10 : 00 17 : 00

AP 品川〈京急第2ビル 9F〉

「品川駅」徒歩約 3 分

単位

( 更新用／受験用 )

白壁征夫

2012 年 7 月 29 日 日
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《第 6 回

10：00 開会の言葉
10：05

見た目のアンチエイジング研究会》プログラム
白壁 征夫

見た目のアンチエイジングアップデート 2012
〜老け顔より若く見える方が長生き〜

10：35

〈各講演 質疑応答 5 分含む〉

●サフォクリニック 院長
座長／
演者／

森田 明理
山田 秀和

●名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢環境皮膚科学 教授
●近畿大学医学部奈良病院皮膚科 教授 近畿大学アンチエイジングセンター 副センター長

シンポジウム〈1〉 ホルモンから考える男と女の見た目のアンチエイジング
10：35 ̶ 11：05

〜年の差婚の限界に迫る〜

テストステロンと男性の健康／堀江 重郎

11：05 ̶ 11：35 「見た目」は正直です !! ／太田 博明

座長／

塩谷 信幸

北里大学 名誉教授

●帝京大学医学部泌尿器科 主任教授

●国際医療福祉大学教授 山王メディカルセンター・女性医療センター長

11：35 ̶ 11：55 《ディスカッション》

11：55

11：55 ̶ 12：10

休憩

12：10 ̶ 13：10

ランチョンセミナー

13：25

13：10 ̶ 13：25

休憩

13：25

15：15

シンポジウム〈2〉 男性の見た目のアンチエイジング

座長／

13：25 ̶ 13：55

AGA と植毛術／今川 賢一郎

13：55 ̶ 14：25

使える筋肉、動けるカラダ／ケビン 山崎

14：25 ̶ 14：55

男性の眼瞼下垂と眼瞼周囲の若返り／大慈弥 裕之

14：55 ̶ 15：15

休憩

大慈弥 裕之

福岡大学医学部形成外科 教授

●医療法人 横美会 理事長
●トータル・ワークアウト

シンポジウム〈3〉 女性の見た目のアンチエイジング

座長／

●福岡大学医学部形成外科 教授

山下 理絵

湘南鎌倉総合病院形成外科・美容外科 部長

15：15 ̶ 15：45

肌のアンチエイジング／山下 理絵

●湘南鎌倉総合病院形成外科・美容外科 部長

15：45 ̶ 16：15

日本人女性の顔の老化／白壁 征夫

●サフォクリニック 院長

16：15 ̶ 16：45

乳房・腹部のアンチエイジング／酒井 成身

●国際医療福祉大学附属三田病院 形成外科教授

16：45 ̶ 17：00 《質疑応答》

お申し込み
お申込内容
該当の□にチェックを
入れてください。

必要事項（下記項目）
を明記いただき、FAXまたはe-mailにてお申し込みください。
FAXの場合は、下欄にご記入の上、切り取らずそのまま送信ください。

03-5775-2076

FAX

□ ①セミナー参加（見た目のアンチエイジング研究会 会員の方）12,000円
□ ②セミナー参加（新規会員希望の方）14,000円 ※左記に2012年度年会費を含む
お振り込み先：三菱東京UFJ 銀行 銀座支店

普通4893697

（フリガナ）

mitame@anti-aging.gr.jp

□ ③セミナー参加（非会員の方）15,000円
□ ④セミナー不参加、入会のみ希望

口座名義「見た目のアンチエイジング研究会 代表 塩谷信幸」

日本抗加齢医学会 I D
（会員のみ）

お名前
ご所属
ご連絡先

e-mail

専

門

例 : 内科

住所 〒

該当する項目に
チェックしてください

□ 勤務先

TEL

□ ご自宅

E-mail

（

お問い合わせ先〈事務局代行〉

）

FAX

（

）

@
〒107-0062 東京都港区南青山4-1-12-203

見た目のアンチエイジング研究会事務局 福岡大学医学部形成外科

TEL. 03-5775-2075

〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1

FAX. 03-5775-2076

上記個人情報につきましては、見た目のアンチエイジング研究会事務局にて管理し、第三者へ譲渡することは一切ございません。

