
メインホール 第二会場 第三会場 小会場 展示ホール

9

　共催展示会開催

開会の辞

「開会の辞」
　実行委員長：松山　淳

10

特設ステージ
「食事療法とアンチエイジング･
　脳腸ストレス相関」

　演者：アンドリュー・ヘイマン
　座長：藤森　徹也

11

「女性ホルモンについて持つべき知識」

　座長：上符　正志

12
「ワインとアンチエイジング」
　演者：青木　晃
　座長：斉藤　糧三

13

　演者：森永　宏喜
　座長：服部　敏
　共催：アウトバーン株式会社

「アンチエイジング＆ペプチドセラピー」

　A4M国際学会　日本会議２０１９プログラム 第1日目 10月26日（土）

B2　HALL　C ５F　ROOM 4+5 ５F　ROOM　３ ５F　ROOM　１ B2　HALL  A+B

9:00～18:00

9:45～10:00

10:00～11:00 A4M招待講演１

11:00～12:20 A4M招待講演2

　演者：パメラ・W・スミス

12:30～13:30 ランチョン1 12:30～13:30 ランチョン2

「アミノ酸製剤 HGHクリスタルMD舌下
　投与による唾液IGF-1の上昇と歯周病原
　細菌（redcomplex）に対する効果

　共催：株式会社WWC

13:40～14:10 A4M招待講演3 13:30～14:00
「A4M-JAPANアンチエイジングアワード
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　２０１９　奨励賞受賞記念トークイベント」

　演者：アンドリュー・ヘイマン 「歯科から支える 　出演：鈴木　徹さん（パラリンピアン）

14

　座長：上符　正志 　アンチエイジング」 ヨガ体験

　演者：松尾　通 「誰でもできるスタンディング
　座長：森永　宏喜 　ヨガ体験」 「企業プレゼンテーション」

　インストラクター：坂本かおる 　アウトバーン株式会社

　協賛：国際ホリスティックセラピー

　演者：柳澤　厚生 ①歯科セッションー１ 　　　　協会

　座長：辻　直樹 「口腔内環境とデトックス、そして

　アンチエイジング」

15

　演者：森永　宏喜 　未病改善への挑戦」

「中高年男女に対し、軽老化効果を示す 　座長：加藤　哲
　健康長寿医学としてのテストステロン 演者：田原　栄俊
　補充療法の臨床的有用性について ②歯科セッション－２ 座長：松山　淳

　－攻めの健康長寿医学：最強の体調 　演者：加藤　哲

　　改善＆超体内革命 　座長：森永　宏喜
　演者：熊本　悦明 ③歯科セッション－３ 　２０１９　大賞受賞記念講演」
　座長：藤森　徹也 　演者：早川　基樹

16

　座長：森永　宏喜

「水素点滴・注射・内服療法の実際」 ④歯科セッション－４ NETWORKING

　演者：伊達　友美 RECEPTION

　演者：辻　直樹 　座長：森永　宏喜
　座長：柳澤　厚生 WELCOME

RECEPTION

17

　演者：リム･ジョンハク
　座長：松山　淳

協賛：

　「懇親会」

18 Ａ４Ｍ－ＪＡＰＡＮ

～ アンチエイジング

20

13:45～14:15 歯科セッション1

14:00～14:40
14:15～14:45

14:15～15:00 セッション1

「オーソモレキュラー医学のUp to Date」

14:30～17:00 歯科セッション2

１４:45～１５:3０ セッション5

「テロメアGテール長測定による

15:00～16:00 セッション2

15:30～16:00
「A4M-JAPANアンチエイジングアワード

　講師：中村泰士さん（作詞・作曲家・歌手）

16:00～16;45 セッション3 16:00～18:00

17:00～17:45 セッション4

「PRPの美容医療への応用」

17:15～17:20
台風15号義援金について

株式会社WWC

18:00～20:00

アワード2019授賞式

2019年10月20日更新版１／２



メインホール 第二会場 第三会場 小会場 展示ホール

9

大会長講演

基調講演 　共催展示会開催

　スポーツ医学」
　演者：ロバート・ゴールドマン
　座長：ロバート・ピーターソン

「代謝アプローチによる副腎回復」

10

特設ステージ
　演者：アンドリュー・ヘイマン
　座長：斉藤　糧三

　演者：上符　正志

11

　座長：柳澤　厚生 特別協賛セッション

共催セミナー

「成長ホルモン・甲状腺ホルモン 「明日から直ぐに実践できる！

　の臨床」

　演者：藤森　徹也 　超簡便ケトジェニックダイエット」

　座長：松山　淳 「顔面美容外科・アンチエイジン 　演者：木村一相

実行委員長講演 　グ美容外科」 　共催：株式会社サンシナジー

「日本のアンチエイジング医療の 　演者：ロバート・ピーターソン

12

　現在・過去・未来」 　座長：柳澤　厚生
　演者：松山　淳
　座長：藤森　徹也

「米国不動産投資」 コラーゲン・エラスチン摂食後、血中

　演者：野原　武（代表取締役） に見いだされるペプチドの機能について

　座長：柳澤　厚生 ～最新のトピックスを交えて～

13

　共催：株式会社サムライホールディングス 　演者：佐藤　健司
「なぜ、あのクリニックは次々と 　座長：山田　秀和

　A4M国際学会　日本会議２０１９プログラム 第2日目 10月27日（日）

B2　HALL　C ５F　ROOM 4+5 ５F　ROOM　３ ５F　ROOM　１ B2　HALL  A+B

9:00～9:45 9:00～17:00

「アンチエイジング医療:次世代の

9:45～10:30 A4M招待講演4

10:45～11:15 セッション6

「DHEA・メラトニンの臨床」

11:00～11:50
11:15～11:45 セッション7

　最先端リポソーマルDETOX治療＆

11:30～12:15 セッション11

１１:45～12:15

12:30～13:30 ランチョン3 12:30～13:30 ランチョン4
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　店舗展開できるのか？」 　共催：ロート製薬株式会社
　演者：高地　達也（事業部長）
　共催：アイアルマーズ株式会社

「甲状腺機能亢進症とバセドウ病： 『明日からできるセルフプロデュース術
　最新の治療法」 　～見た目のアンチエイジング～』

　講演：一色由美子

14

　座長：森永　宏喜 ヨガ体験

「誰でもできるスタンディング
　演者：石川　貴大 　ヨガ体験」 企業プレゼンテーション
　座長：藤森　徹也 　インストラクター：本田雄介 サムライホールディングス

　がんとアンチエイジングへの活用」 　臨床最前線」

　演者：柳澤　厚生 「先端スポーツ医学における 　演者：飯塚　浩 　　　協会

　座長：森永　宏喜 　アンチエイジング」 　座長：上符　正志 企業プレゼンテーション

　演者：末武　信宏 アイアルマーズ株式会社

15

「ハワイアンダイエット」 　座長：松山　淳

　演者：テリー新谷 「ストレスと腸免疫相関」 1
　座長：ロバート・ピーターソン 　演者：アンドリュー・ヘイマン

　座長：柳澤　厚生

「女性が輝くための５つの
　栄養メソッド」
　演者：姫野　友美

16

　座長：上符　正志

「スタンプラリー抽選会」
　当選者発表
　目録贈呈

閉会の辞

17

「閉会の辞」
　実行委員長：松山　淳

終了・撤収

13:40～14:10 A4M招待講演5 13:30～14:00

　演者：パメラ・W・スミス

14:00～14:30 セッション12 14:00～14:40
「がん先端医療:遺伝子治療と光がん治療」 14:15～14:30

14:15～14:45 セッション8 14:15～15:00 セッション14

「高濃度ビタミンC点滴における、 「日本国内におけるCBDオイルの

14:30～15:15 セッション13 　協賛:国際ホリスティックセラピー

14:45～15:00

14:45～15:30 セッション9

15:00～15:30 A4M招待講演6

15:15～15:30
台風15号義援金について

15:30～16:15 セッション10

16:１５~16:30

16:30～17:00

2019年10月２０日更新版２／２
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