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人生100年時代こそ アンチエイジングでハツラツと！
自立した健康長寿を支えるサイエンスは抗加齢医学にある。

　加齢に伴う負の現象は、脳、心臓、胃、皮膚、骨などすべての臓器の細胞に現れます。よって、
アンチエイジング医学はあらゆる診療科に関係します。アンチエイジング医学を研究する日本抗
加齢医学会の会員は現在約9000名を数え、さまざまな診療科の医師がいます。
　またアンチエイジングというと、中高年者が対象で、「小児や妊婦は関係ないのでは？」と思われるかもしれませんが、決し
てそうではありません。
　例えば、低体重児は、正常の体重で生まれた新生児よりもテロメアが短く、成人後に肥満や高血圧になりやすいことが知
られています。また、妊婦が強いストレスを受けると、生まれてくる子どものテロメアは短く、20歳を過ぎてもその状態は続きま
す。テロメアが短縮するのは細胞分裂時です。その細胞分裂は卵子と精子が受精した瞬間から始まります。アンチエイジ
ング医学は老若男女を対象としたエイジレス医学ともいえるのです。
　また、アンチエイジング研究は多岐にわたるだけでなく、医師、歯科医師だけでなく、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学
療法士、歯科衛生士、臨床検査技師など、さまざまな職種の医療従事者が所属している学際的な団体です。
　是非本学会にご入会いただき、超高齢社会の健康長寿の実現を共に貢献しましょう。
　 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学主任教授



人
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加齢研究の推進

多領域・多職種で行う抗加齢医学の研究と実践

8,521人※の同志

予防医療・未病医療・先制医療への応用

「メカニズム解明型」から「臨床応用型学問」へ進化

抗加齢医学は
アンチ エイジン グ

人生100年時代、人生設計に長生きリスク対策を
～健康長寿への憧れを現実に～

●専門領域を超えて患者さんサポートの必要性に応える
●スポーツ／栄養指導／サプリメントなどを活用した
　補助的かつ積極的な人々の健康生活への介入
●患者さんの健康意識向上へコミット
●患者さんの選択的予防行動をサポート
●笑顔を生む毎日を医学から支える
●併存疾患を包括的に診る

※2018年8月31日時点の会員数

場 抗加齢医学を推進する場
病院・研究所・クリニック・大学・
大学病院・企業・研究機関・自治体・

住居 など

内科、外科、皮膚科、整形外科、産婦人科、眼科、形成外科、泌尿器科、麻酔科、歯科、など多領域にわたる構成。
医師はもちろん、多領域多職種で仲間が増えることを切に願います。

抗加齢医学を推進する人
医師・歯科医師・獣医師・臨床研究者・
基礎研究者・看護師・薬剤師・保健師・
管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士・

作業療法士・健康運動指導士・社会福祉士・
臨床検査技師・介護福祉士・

臨床心理士 など

医師／歯科医師

53% 23%
大学機関／病院実地医家

メディカルスタッフ

9%
研究者

5%
学生／その他

10%

専門領域から
全身へ

全体論的（holistic）
対策・横断的取り組みで

シナジー効果

内科
外科

形成
外科

脳神経
外科

その他

精神神経
外科

リハビリ
テーション科 泌尿

器科

歯科
口腔科

耳鼻
咽喉科

眼科

形成外科
美容外科

皮膚科

産婦人科



認定制度

日本抗加齢医学会
認定医療施設認定証

日本抗加齢医学会
専門医・指導士認定証

専門医・指導士認定制度

～専門医・指導士の声～

本学会認定カリキュラムにて抗加齢医学を学び、
規定の認定単位を取得し、本学会が実施する
筆記試験に合格した場合「日本抗加齢医学会
専門医」「日本抗加齢医学会指導士」に認定。

講習会 e-learning
認定医取得に向けた「受験用講習会」、
専門医・指導士としての知識をさらに深
めるための「更新用講習会」、そしてこ
れらのWEBセミナーを提供。さらに、医
療現場で実践的な抗加齢指導を推進
するための「指導士用講習会」も実施。

認定医療施設
認定医療施設には認定
証を交付し、学会ホーム
ページや学会誌にて医療
機関情報を公開。

　私は2000年に大阪大学医学部を卒業し、呼吸器内科、循環器内科を中心に老年医
学を専攻し、臨床活動に従事していました。しかしどの分野においても予防医学が重要
であることにきづき、動脈硬化、COPDなどの生活習慣病を防止するにはアンチエイジン
グの知識習得が重要であることに気づき2014に抗加齢医学会の専門医を取得するに
至りました。
　当時は療養型病院で高齢者の診察を多数手がけておりました。その後、大阪歯科大
学での教育・研究に転じましたが、口腔疾患に対するアンチエイジングを実践する決意
です。また、本学の産業医としても活動しており、メンタル面も含め、産業衛生活動を通し
ての健全な生活に寄与できることを目指して研鑽をつむ所存です。

元根 正晴 専門医

　抗加齢医学の世界に入らせて頂きましたきっかけは、わたくしが医療顧問を務めます
神奈川県住宅供給公社の理事長より「団地再生をしたい。そこで神奈川県住宅供給
公社の所有する13500戸の団地に入居する方々の寿命を延ばして欲しい。最新医療を
使い、それも低コストで」と依頼を受けたのが始まりです。純粋な医学のことならばまだし
も寿命を延伸させるなんてどのようにアプローチしたらいいのかと模索していたところ抗
加齢医療学会を紹介され、勉強し専門医を所得させて頂きました。学会の末席を汚す
栄誉を頂きましてから驚きの連続で、これは魔法学会かなにかなのかなと学会に出席し
ながら思ったものです。
　今ではすっかり趣味と抗加齢医学が一緒になってしまいました。新しい医学であり、まさ
に神の所業に近づく学会です。自分の専門分野を生かしてさらにそれをスケールアップで
きると思っています。皆様もぜひこの新しい医学の大航海時代に船を出してみませんか。

高山 瑠衣 専門医

　歯の状態だけでなく、持病や生活習慣を踏まえて自信をもってアドバイスさせていただ
けるので、患者さんにはとても喜んでいただいています。
　1995年の大学卒業時からしばらくは、在学中に習った医科に関する情報を必要と感
じていませんでした。しかし、様 な々土地で臨床に携わるうちに、口腔内が全身の老化と
リンクしているのでは、と感じ始めました。全身老化を捉えない限り、適切な口腔内治療が
行えないと考えたことが、この領域を勉強し始めたきっかけです。
　専門的な抗加齢医学を学ぶ第一歩として、まずは2011年に指導士を取得。東京出る
ことを決め、さらに力をつけるために2018年に専門医を取得しました。自分の身近な人に
も患者さんにも、色 な々角度からお話しをできるようになりました。7年ぶりの受験にあたり、
日進月歩するアンチエイジング医学をまとめておさらいできたことは、知識を深める良い機
会になったと感じています。

田邉 美樹子 専門医

　私は美容外科医で、分科会も「見た目のアンチエイジング研究会」に所属しています。
いまや、日本は長寿社会。同じ暦年齢でも昔と比べると今の方は非常に若いです。食べ
ているものをはじめ、生活環境が異なってきているからだと考えます。「見た目」のために
美容外科手術を行っていますが、より良い対応のためには、内科的な理解が非常に重
要だと思い、抗加齢医学を勉強することにしました。
　専門医認定後は、患者さんが説明内容をよりよく信頼してくださるようになりましたし、
逆に患者さんから普段の食事内容などの生活習慣改善についての質問を受けることも
多くなりました。基本的な診療科の専門医だけでなく、その先の専門医を複数取得する
流れになっていますが、科を問わず関係してくる抗加齢医学は、多くの方が取得される
べき領域だと思います。

田中 宏典 専門医

　私は、この学会が研究会として発足したころから参加し続けています。以前から「病
気そのものを治療するのではなく、無駄な病気にさせない方法が必要になる」と思い続
けてきたので、この学会で学べる事はとても役立っています。最近では予防医療の必要
性が問われる機会も増えてきましたが、抗加齢医学会の専門医は、予防よりも更にその
先に積極的にアプローチできる立場だと思っています。
　私は診療で、単純に検査結果の数値を基準値と照らし合わせて語るだけでは終わら
せません。患者さんに、検査項目やマーカーの関係性や、その物質が身体の中でどう作
用するかまでお話をしながら、どんな問題があるかを患者さんと一緒に考え、その改善に
は何が必要なのかアドバイスをする様に心がけています。自身で受けた健康診断の結
果を持参して質問される患者さんもいらっしゃいます。無駄な病気をさせない事、それが
アンチエイジング医療であり、必要な医療だと思います。

大西 敏行 専門医

　以前、勤務していた鍼灸整骨院の院長に、「院全体で抗加齢医学を学んでいくから、
あなたもどう？」と声をかけていただいたことが、この資格を取得したきっかけです。最初
は、コメディカルにとって内容が難しいかな、と思っていましたが、多岐にわたる情報を勉
強できたことに大変満足しています。
　現在は、指導士資格をもつパーソナルトレーナーとして日々 お客様と接しています。コス
トをかけて自分を磨きたい、トレーニングをしたいと思っているお客様に対して、老化に関
する仕組みや、領域に関係なく最先端の話題を提供できるため、付加価値をしっかり感
じてもらっていると思います。お客様との会話もどんどんはずみます。抗加齢医学を勉強
して本当に良かったと感じています。

坂本 大地 指導士

　抗加齢医学に足を踏み入れたきっかけは、患者さんと自分自身の両方です。口腔内
状態は悪くないのに炎症が治まらない患者さんに、睡眠や運動などを見直してもらうと、
翌月の受診時には炎症も出血もなくなっている。この経験から、歯科における全身からの
アプローチが重要であることを認識しました。同時期に、自身の体調がすぐれないことが
ありました。毛髪検査をしたところ、重金属が蓄積しており、体調の悪さとリンクしているか
もしれないと思い、認定医を取ることに決めました。
　認定医をとってからは、患者さんの治療後には歯の話だけでなく、食事内容や生活習
慣の話を多くしています。「歯医者に通っていたらお腹の調子が良くなった」「歯にも正し
い生活習慣が大事なんですね」といった声もいただいており、抗加齢医学を学び、認定
医を取得したことは、とても仕事に生かされています。

山口 義徳 専門医

　かつて薬剤師として勤務していたとき、お客さまに「お大事に」と言いながら「また来てくださいね」と
思っているような自分がいました。お薬を渡して終わりという対症療法ではなく、本来の健康を取り戻す
まで寄り添いたい。そう思ったのが予防医療に関心を持ったきっかけです。そして自分の健康や幸せ
を、自分自身で考えて手に入れる人が増えてほしい。その一心で様々な情報を集めていたなか、抗加
齢医学に出会いました。
　現在、個別カウンセリングをさせていただくほか、セミナーなどで情報発信も行っています。人は、一人
ひとり遺伝子レベルで異なるため、一概に「これを食べるのがいい」とは言えません。好みもあります。
色 な々形でサポートできるように、アロマ、野菜ソムリエ、睡眠改善トレーナー、分子栄養学、コーチングな
どその他多数の勉強もしました。この学会では強固なエビデンスをもとにアンチエイジング医学を推進し
ていて、ここで学んだことをもとにお客様に話すと納得いただける深みが違います。薬剤師、看護師な
ど患者さんと直接話す機会がある医療従事者の方は、ぜひこの資格を取られるといいと思います。

石井 暁子 指導士
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専門分野で抗加齢医学をさらに極める

循環器病学は、今や臓器や部位別といった研究の枠組みを超え、神経内
科、腎臓内科までをも視野に入れた、身体を包括的に捉えた研究が必要
な領域となっている。本研究会では、脳・心血管疾患領域において、加齢と
老化のメカニズム研究を促進し、他専門分野との横断的な臨床および基
礎研究を行い、知識・技術向上を図る。
代表世話人 森下 竜一 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 教授

脳心血管抗加齢研究会 www.jtbw-mice.com/ccvaa/

加齢現象を考えるとき、大きな変化の表れる「見た目」が１つの指標となる。
抗加齢医学領域で、外見へのアプローチとして診療を行うのは、皮膚科、
形成外科が主だった専門領域となるが、基礎研究の領域と、臨床で実際
に行われていることの間のディスカッションを深め、加齢における見た目に
ついての介入を研究する会としたい。
代表世話人 塩谷 信幸  北里大学名誉教授

見た目のアンチエイジング研究会 mitame-aa.jp

運動器抗加齢医学は加齢に伴う運動器の機能低下の病態と機序を解明
し、食事やサプリメント、運動療法、物理療法、投薬介入など多方面から運
動器のアンチエイジングに迫り、有効な方法を探る学問である。本研究会
では、運動器とその他臓器の加齢との関連を明らかにして、運動器の機能
低下が全身の健康に与える影響についても探求する。
会長 金子 和夫  順天堂大学医学部整形外科教授

運動器抗加齢医学研究会 anti-aging.gr.jp/undouki

わが国の特に女性においては人生100年時代がすぐそこまで来ている。め
でたいとされる長寿であるが、健康長寿には限りがあり、「長生きリスク」が
あるのも事実である。そこで、女性ホルモンの低下を背景にした女性の加
齢とその対策をみんなで討論し、深めることによって女性の生涯にわたる
健康を支援し、健康寿命の延長を現実としたい。
代表世話人 太田 博明  国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授/山王メディカルセンター・女性医療センター長

抗加齢ウィメンズヘルス研究会 九州地方会anti-aging-wh.kenkyuukai.jp

泌尿器疾患領域は、内分泌からメンタルまでを視野に入れ、抗加齢医学のア
プローチによる新しい見方で捉えていく必要性が高まっている。本研究会で
は、泌尿器疾患での抗加齢医学研究を促進するとともに、泌尿器科医に限
らず他の専門分野との横断的な臨床および基礎研究を行い、社会の要請に
応えていきたい。
代表世話人 堀江 重郎 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 教授

泌尿器抗加齢医学研究会 www.anti-aging.gr.jp/urological

本研究会は、ホルモンの基礎・臨床に関わる新しい研究を紹介し、健康増
進のための各種ホルモンの機能、ネットワーク、相互作用を通じて加齢性
変化の研究を促進する。最近はホルモンの働きが健康寿命の延伸に有効
であることも分かってきた。年齢とともに減っていくホルモンをいかに維持し
ていくか、また分泌を増やす生活習慣も提案している。
代表世話人 服部 淳彦 東京医科歯科大学教養部自然科学系生物学 教授

抗加齢内分泌研究会 www.anti-aging.gr.jp/hormone

超高齢社会において、感覚器医学の中で最も大切な分野と考えられてい
る眼科学。本研究会では、網膜や角膜といった従来の部位別研究を超え
て眼の抗加齢医学を統合して考える眼抗加齢医学研究を目指していきた
い。加齢と老化のメカニズム研究を促進するとともに、それを基にした診療
体制の構築を会の目的としている。
代表世話人 坪田 一男 慶應義塾大学医学部眼科学教室 教授

眼抗加齢医学研究会 www.anti-aging.gr.jp/eye

「食べる、味わう、話す、歌う、笑う」を担う口腔の老化は、身体機能やQOL
の低下を招くだけでなく、メンタルヘルスにも影響を及ぼす。本研究会は、
歯科医療従事者が中心となって、口腔だけでなく全身、メンタル面を視野
に入れたアンチエイジングを歯科医療で実践し、その重要性を広く普及さ
せることを目的としている。
代表 斎藤 一郎 鶴見大学歯学部病理学講座 教授

抗加齢歯科医学研究会 www.anti-aging-dental.com

専門分科会

九州・沖縄のエリアで、
抗加齢医学の活動を行なっています。

地方会

代表世話人 大慈弥 裕之 福岡大学 形成外科

http://www.ko-karei.com/
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学会刊行物

入会のご案内

npj Aging and Mechanisms of Disease
www.nature.com/npjamd/
国際的な総合科学誌を発行しているスプリンガーネイチャーと共同で発行をしている
オープンアクセスのWebジャーナルです。是非投稿をお待ちしています。

www.anti-aging.gr.jp/action/
「ハツラツと生きることで、高齢者の自立と健康長寿がかなえられる社会を作りたい。
そのために、今、動き出そう」という思いから学会内の情報を発信するウェブマガジンです。

※詳しくはＨＰをご覧ください。なお、ご入会の方には、
　学会誌を全号お届けしております。

対象 入会金／年会費

詳しくは
お問い合わせください

入会金 5,000円
年会費 10,000円

入会金 5,000円
年会費 5,000円

入会金 5,000円
年会費 40,000円（4名まで）

学生会員

正会員

種別

施設会員

賛助会員

会員には、学会誌を毎号お送りします。なお海外在住の方には、別途送料を頂くこととなります。予めご了承ください。

タテ割り専門領域を超えた視野の広い活動を行うために、医師のみならず、医生
物学の基礎研究者、薬剤師、管理栄養士、看護師、理学療法士など本会を発展
させていくために積極的に関わっていただける方

上記資格に関る分野の大学・専門学校に在籍中の学生の方

本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域に学術的に関心があり、抗加齢医
学研究・診療を実施する施設。

本会の目的に賛同し、支援・援助をしていただける企業、または団体

オンライン登録

本会ＨＰよりクレジット決済にて可能。

オフライン登録

入会申込書をＨＰより取得の上、
事務局にFAX/郵送にてお送りください。

クレジット・コンビニ支払いから
お選びいただけます。

WEBマガジン Action！

公認テキスト「アンチエイジング医学の基礎と臨床 第3版」
「サイエンスに基づいた抗加齢医学」の視点で、基礎から臨床までを網羅。
本学会ＨＰからクレジット決済でご購入可能です。2015年9月発行。

定価 8,100円（税込）

●アンチエイジング医学の理解 
●アンチエイジング医学の展望
●基礎：遺伝子とアンチエイジング医学／細胞医学とアンチエイジング医学／酸化ストレスとアンチエイジング医学／免疫とアンチエイ
ジング医学／代謝とアンチエイジング医学／ホルモンとアンチエイジング医学／脳とアンチエイジング医学／感覚知覚とアンチエイ
ジング医学／見た目とアンチエイジング医学

●臨床：アンチエイジングドックにおける検査と評価／メタボリックシンドロームとアンチエイジング医学／アンチエイジング医学に基づく
生活習慣改善指導（食事・栄養、サプリメントの機能性、漢方・メディカルハーブ、身体活動、嗜好、睡眠、ストレスマネジメント・リラク
セーション）／アンチエイジング・インターベンション（性差医療、がん、減量外科、美容医療、DHEA療法、キレーション治療）／臓器
別アンチエイジングーその重要な疾患の診断と治療のアップデート

「専門医・指導士認定試験対策問題集」
日本抗加齢医学会専門医・指導士認定試験の対策のための問題集として発行。
過去の典型的な問題を集めカテゴリ－ごとにブラッシュアップし、会員の皆様に提供して、
さらに理解を深めていただこうという目的で問題集を作成。｠2019年3月20日発行。

2019年3月20日発行
定価 4,950円（税込）

●第一章／諸説・概要［10問］　●第二章／基礎・遺伝子・細胞［18問］　●第三章／免疫［6問］
●第四章／酸化ストレス［15問］　●第五章／代謝［11問］　●第六章／ホルモン［7問］
●第七章／食事・栄養・サプリメント・食品［30問］　●第八章／運動・介護［15問］　●第九章／生活習慣・がん・肥満［20問］
●第十章／糖尿病・内分泌・腸内細菌［13問］　●第十一章／脳・神経［9問］　●第十二章／精神・ストレスケア・睡眠［4問］
●第十三章／血管・動脈硬化［12問］　●第十四章／運動器［10問］　●第十五章／男性医療［10問］
●第十六章／女性医療［10問］　●第十七章／皮膚・見た目［13問］　●第十八章／口腔・歯科［14問］
●第十九章／臓器別［16問］　●第二十章／抗加齢（アンチエイジング）検査・診断・診療・指導［13問］

目次

学会誌「アンチ・エイジング医学」
これまで専門領域を勉強されてきた方が、アンチエイジングの概念の中で
楽しく他分野を学び、一般の方にも正しい医療情報をお伝えすることをめざした学会誌。
隔月年6回 A4版変型 約160ページ

隔月年6回
定価 1,650円（税込）／冊

●アンチ・エイジング医学に関する最新の基礎的および臨床的知見を特集として紹介
●医療関係者だけでなく，製薬，食品，機器メーカーなど産業界も視野に入れた，産学を繋ぐ誌面構成
●エビデンスに基づいた最新の情報を，一般の方に向けてわかりやすく解説
●世界のアンチ・エイジング医学の情報を提供

目次

目次
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科学的な抗加齢医学の推進を
「新潟宣言」として宣誓

　第20回日本抗加齢医学会総会の会長を務め
させていただく、新潟大学大学院医歯学総合研
究科循環器内科学の南野徹です。本総会も20
回という節目を迎えることができました。その間に
日本では高齢化が急速に進んで平均寿命も延
び、「人生100年時代」とうたわれるようになりまし
た。その一方で大きな社会問題として顕在化し
てきたのが、平均寿命と健康寿命の乖離です。
　こうした時代の変遷に伴い、本学会は新たな
局面を迎えました。アンチエイジングについての
議論をするだけでなく、より科学的な抗加齢医学
の発展・普及を目指す段階に来たと思います。本
総会ではまず、この目標を「新潟宣言」として宣

誓したいと考えています。
　抗加齢医学は本来、外見的な若 し々さを追求
するだけでなく、加齢に伴う疾患を予防する役
割を担っています。本学会でも、かねて加齢性疾
患を予防し健康寿命を延伸することを大きな
テーマに掲げてきました。新潟宣言では、そうし
た予防医療としての役割を持つ抗加齢医学を
社会に向けて啓発するとともに、健康寿命延伸
に向けた取り組みを推進していくことを盛り込む
所存です。

学会ステートメント作成に向けて

　本総会では、科学的根拠に基づいた抗加齢
医学を発展・普及させるためのセッションを多数
用意しています。例えば、学会ステートメント作成
を目指す「Healthy Agingのための学会ステート

メント（ガイドライン）作成に向けて」や、基礎研究
を臨床に応用させるための「科学的根拠に基づ
くアンチエイジング治療開発のロードマップ」の開
催を予定しています。
　抗加齢医学分野では、各種ガイドラインが十
分に整備されていないのが現状です。こうした
中、学会として科学的な根拠に基づく見解を追
究することに意義があると思います。まずは食事
や運動といった、一定数の論文が発表されてい
る分野でチームをつくり、エビデンスごとにレ
ビューを行いたいと考えています。「Healthy 
Agingのための学会ステートメント（ガイドライン）
作成に向けて」は、そのためのキックオフシンポジ
ウムと位置付けています。

会長ご挨拶

会長
南野 徹

第20回日本抗加齢医学会総会

新潟大学大学院
医歯学総合研究科
循環器内科学

第2回 ヘルスケアベンチャー大賞 ～アンチエイジングからイノベーションを～

4月1日～7月3日応募期間

10月26日（月）
日本橋ライフサイエンスハブファイナリストの
プレゼンテーションによる審査

最終審査

募集要項・応募について

http://www.ko-karei.com/healthcare-v/

人生100年時代を見据え
より科学的な抗加齢医学の発展を目指す

　日本抗加齢協会と日本抗加齢医学会では今
年もヘルスケアベンチャー大賞を実施します。
　アンチエイジングからイノベーションを！　を
テーマに、医師起業家、企業のアンチエイジン
グに関連する起業を応援したいと思います。
　最終審査は10月26日（月）コンテスト形式で
多くの方に参加していただき開催したいと思い
ます。
　わが国の超高齢社会は、今後高齢者の割
合が増えることが社会にとって大きなプラスと
なる仕組み作りが必要です。
　これまでの、若者が高齢者を支える社会で
はなく、高齢者の自立を促し、社会の構成を変

えていくことが求められています。
　アンチエイジングは、生活習慣病や老化によ
る疾病を予防し、医療費や社会保障費を削減
するだけでなく、高齢者の自立、社会参加を目
指すライフワーク、インフラ、サービス、技術や情
報の提供を進め、社会とのインタラクションで健
康を増進し、国民がいきいきと健康長寿を目指
すものです。
　あなたのアイデアや技術でチャレンジしてく
ださい！

実行委員会委員長
日本抗加齢医学会イノベーション委員会委員長

坪田 一男

同総会の多彩なプログラムの中から、会長の南野氏が特に注目するセッションを紹介いただいた。
スペシャルライブや新潟の名物が味わえる懇親会も見逃せない。Pick up ! 会長注目セッション

特別
講演 1 12日（金）10:40～11:40   第1会場（1F展示ホールA）

Clonal Hematopoiesis
in Cardiovascular Diseases and Aging

南野 徹 新潟大学大学院 医歯学総合研究科循環器内科

University of Virginia / 
Hematovascular Biology Center (HBC), USA

座長

Kenneth Walsh 演者

　動脈硬化などを引き起こすClonal Hematopoiesis（クローン性造血）は、炎
症性の刺激によって亢進することが分かっている。一方、加齢により慢性炎症
が起こりやすくなる「inflammaging」も指摘されている。両者の関係から加齢
における心血管疾患について探る。

特別
講演 2 13日（土）11:10～12:10   第1会場（1F展示ホールA）

p16遺伝子による細胞老化研究

伊藤 裕 慶應義塾大学 医学部腎臓内分泌代謝内科

Department of Aging & Metabolism Program, 
Institute for Research in Biomedicine, Spain

座長

Manuel Serrano 演者

　Senolysis（老化細胞除去療法）研究は今、アカデミアだけでなく産業界から
も熱い視線が注がれ、標的となる老化細胞や除去法について複数の検討が
行われている。本セッションでは、細胞周期やがんの抑制に関わる一方、細胞
老化を引き起こすともいわれるp16遺伝子について講演する。

7




	h1
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	h4

