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はじめに

2019年 10月 26日（土）～27日（日）に、ベルサール東京日本橋において「A4M国際学会日

本会議 2019」を開催しました。

「アンチエイジング医学で輝ける未来へ」をテーマとして、A4M理事長のロバート・ゴールドマ

ン先生、A4Mプログラムディレクターのアンドリュー・ヘイマン先生、A4M学術責任者のパメ

ラ・W・スミス先生をはじめ、国内外から著名な先生方に多数ご参加いただき、様々な立場から

講演、発表を行っていただきました。

併せて、共催展示会も実施され、４３に及ぶ企業・団体の協賛・出展により、最新のアンチエイ

ジングトレンドを体感いただく機会となりました

以下に、本会の取り組みと開催の概要について報告いたします。

報告内容

①開催概要

②プログラム／演題・演者

③共催展示会／出展社リスト

④併催イベント

⑤来場者動員活動報告

⑥広報活動報告

⑦プログラム開催報告

⑧共催展示会開催報告

⑨併催イベント開催報告

⑩記者発表会／ウエルカムパーティ開催報告

⑪懇親会／A4Mアンチエイジングアワード 2019授賞式開催報告



A4M 国際学会日本会議 2019 開催概要

日時　　　　　2019年 10月 26日（土）～27日（日）

会場　　　　　ベルサール東京日本橋

主催・共催　　A4M国際学会日本会議 2019実行委員会

　　　　　　　一般社団法人国際先進医療統合学会

後援　　　　　点滴療法研究会、一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会

　　　　　　　一般社団法人臨床水素治療研究会、一般社団法人日本温活協会

　　　　　　　臨床 CBDオイル研究会、一般社団法人内面美容医学財団

協賛　　　　　メルセデス・ベンツ日本株式会社、アウトバーン株式会社

　　　　　　　株式会社WWC、株式会社サムライホールディングス

　　　　　　　株式会社サンシナジー

大会長　　　　ロバート・ゴールドマン（A4M理事長）

実行委員長　　松山　淳（一般社団法人国際先進医療統合学会　代表理事）

実行委員　　　柳澤　厚生（一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会　代表理事）

　　　　　　　上符　正志（銀座上符メディカルクリニック　院長）

　　　　　　　藤森　徹也（オルソクリニック銀座　院長）

　　　　　　　森永　宏喜（森永歯科医院　院長）

参加者数　　　2日間延べ 1,481名

　　　　　　　（会員、非会員、座長、演者、海外参加者、展示会来場者、企業招待者、

　　　　　　　　懇親会参加者含む）



プログラム　　

開会の辞　　　　　松山淳（一般社団法人国際先進医療統合学会　代表理事）

大会長講演　　　　「アンチエイジング医療：次世代のスポーツ医学」

　　　　　　　　　ロバート・ゴールドマン（A4M理事長）

A4M 招待講演１　　「Diet and Anti-aging,Gut Stress and Brain Connection」

　　　　　　　　　アンドリュー・ヘイマン（A4Mプログラムディレクター）

A4M 招待講演２　　「What You Must Know About Women's Hormone」

　　　　　　　　　パメラ・W・スミス（A4M学術責任者）

A4M 招待講演 3　　「Anti-aging & Peptide Therapy」

　　　　　　　　　アンドリュー・ヘイマン（A4Mプログラムディレクター）

A4M 招待講演 4　　「Metabolic Approach to Adrenal Restoration」

　　　　　　　　　アンドリュー・ヘイマン（A4Mプログラムディレクター）

A4M 招待講演 5　　「Hyperthyroism and Grave's Disease New Treatment Modalities」

　　　　　　　　　パメラ・W・スミス（A4M学術責任者）

A4M 招待講演 6　　「Neuro-Gastroenterology Cases:How to Test,How to Treat」

　　　　　　　　　アンドリュー・ヘイマン（A4Mプログラムディレクター）

実行委員長講演　　「日本のアンチエイジング医療の現在・過去・未来」

　　　　　　　　　松山淳（一般社団法人国際先進医療統合学会　代表理事）　

セッション１　　　　「オーソモレキュラー医学の Up to Date」

　　　　　　　　　柳澤厚生（一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会　代表理事）

セッション 2　　　　「中高年男女に対し、軽老化効果を示す、健康長寿医学としての

　　　　　　　　　　テストステロン補充療法の臨床的有用性についてー攻めの健康長寿医学

　　　　　　　　　　＝最強の体調改善＆超体内革命」

　　　　　　　　　熊本悦明（日本男性医学会名誉理事長、札幌医大名誉教授）

セッション 3　　　　「水素点滴・注射・内服療法の実際」

　　　　　　　　　辻直樹（医療法人社団医献会辻クリニック　院長）

セッション 4　　　　「PRP の美容医療への応用」

　　　　　　　　　林鐘學（韓国美容外科学会　会長）

セッション 5　　　　「テロメア G テール長測定による未病改善への挑戦」

　　　　　　　　　田原栄俊（広島大学・大学院医系科学研究科　副理事）

セッション 6　　　　「DHEA・メラトニンの臨床」

　　　　　　　　　上符正志（銀座上符メディカルクリニック　院長）

セッション 7　　　　「成長ホルモン・甲状腺ホルモンの臨床」

　　　　　　　　　藤森徹也（オルソクリニック銀座　院長）

セッション 8　　　　「高濃度ビタミン C 点滴における、がんとアンチエイジングへの活用」

　　　　　　　　　柳澤厚生（一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会　代表理事）

セッション 9　　　　「ハワイアンダイエット」

　　　　　　　　　テリー新谷（ハワイ・ヘルス財団　理事長）

セッション 10　　　  「女性が輝くための 5 つの栄養メソッド」

　　　　　　　　　姫野友美（ひめのともみクリニック　院長）



セッション 11　　　　「顔面美容外科・アンチエイジング美容外科」

　　　　　　　　　　ロバート・ピーターソン（ハワイ大学准教授）

セッション 12　　　　「がん先端医療　遺伝子治療と光がん治療」

　　　　　　　　　　石川貴大（株式会社先端バイオ医療研究所　CEO）

セッション 13　　　　「先端スポーツ医学におけるアンチエイジング」

　　　　　　　　　　末武信宏（さかえクリニック　院長）

セッション 14　　　　「日本国内における CBD オイルの臨床最前線」

　　　　　　　　　　飯塚浩（臨床 CBDオイル研究会　代表）

歯科セッション１　　   「歯科から支えるアンチエイジング」

　　　　　　　　　　松尾通（日本アンチエイジング歯科学会　会長）

歯科セッション２　　  「口腔内環境とデトックス、そしてアンチエイジング」

　　　　　　　　　　森永宏喜（森永歯科医院　院長）

　　　　　　　　　　加藤哲（医療法人明新会KDCインプラント矯正センター所長）

　　　　　　　　　　早川基樹（早川歯科医院　院長）

　　　　　　　　　　伊達友美（医療法人財団百葉の会　銀座医院　管理栄養士）

ランチョンセミナー 1　「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（red complex）に対する効果」

　　　　　　　　　　森永宏喜（森永歯科医院　院長）

　　　　　　　　　　共催／アウトバーン株式会社

ランチョンセミナー２　「ワインとアンチエイジング」

　　　　　　　　　　青木晃（医療法人社団優恵会銀座よしえクリニック都立大院）

　　　　　　　　　　共催／株式会社WWC

ランチョンセミナー３　①「米国不動産をおすすめする３つの理由」

　　　　　　　　　　野原武（Samurai Global LLC代表）

　　　　　　　　　  ②「なぜ、あのクリニックは次々と店舗展開できるのか？」

　　　　　　　　　　高地達也（アイアルマーズ株式会社　部長）

　　　　　　　　　　共催／Samurai Global LLC、アイアルマーズ株式会社

ランチョンセミナー 4　「コラーゲン・エラスチン摂取後、血中に見いだされるペプチドの機能に

　　　　　　　　　　  ついて～最新のトピックスを交えて～」

　　　　　　　　　　佐藤健司（京都大学大学院農学研究科　教授）

　　　　　　　　　　共催／ロート製薬株式会社

特別協賛セッション　「明日から直ぐに実践できる！最先端リポソーマル DETOX治療＆超簡便ケ

　　　　　　　　　　 トジェニックダイエット」

　　　　　　　　　　木村一相（QSS JAPANTEAM）

　　　　　　　　　　共催／株式会社サンシナジー

特別セッション　　　「明日からできるセルフプロデュース術～見た目のアンチエイジング～」

　　　　　　　　　　一色由美子（イメージコンサルティング）

閉会の辞　　　　　　ロバート・ゴールドマン（A4M理事長）
　　



共催展示会

出展社リスト（五十音順）

アイアルマーズ株式会社　　　　　　　　　　株式会社アイダンプロダクツジャパン

アウトバーン株式会社　　　　　 　　　　　　アークレイ株式会社

Wismettac フーズ株式会社ナチュメディカ　　　  A4M本国                                         　　　　　　

株式会社オルコア　　　　　　　　　　　　　株式会社オルトメディコ                  　　　　　　

NE 総合サービス株式会社　　　　　　　　　  株式会社NBC International Japan     　　　　　　

株式会社クレア・ラボ・ジャパン　　　　　　   一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会

ココロカ株式会社                           　　　　　　 株式会社サムライホールディングス

株式会社サンシナジー                    　　　　　　株式会社シエン社

株式会社スピック                            　　　　　　セリスタ株式会社

株式会社セレーネメディカル          　　　　　　株式会社セレクト

株式会社WWC                                　　　　　　株式会社デトックス

点滴療法研究会（有限会社　メディカルリサーチ21）

一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会

株式会社ニュートリション・アクト   　　　　　　株式会社ビーアンドエス・コーポレーション

株式会社ファインエイジング            　　　　　　株式会社 FirstHealthJapan

株式会社フジテックス                      　　　　　　 PRSS Japan株式会社

有限会社フレスト                               　　　　　   株式会社分子生理化学研究所

Microbiome Labs                                 　　　　　　株式会社メドレー                               

メルセデス・ベンツ日本株式会社　　　　　　   REDOX Biomedicine Co.,Ltd. A4M Taiwan

一般社団法人臨床水素治療研究会　　　　　　特定非営利活動法人　Reライフスタイル

臨床 CBDオイル研究会                     　　　　　  ルアン株式会社

株式会社ロングセラーズ                   

特定非営利活動法人　ワールド・ビジョン・ジャパン
　　　　

　

併催イベント　  
　　　　　

共催展示会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示ホール

記者発表会／ウエルカムパーティ　　　　　　　　　　　   GINZA SIX

懇親会／A4Mアンチエイジングアワード 2019授賞式　　　   展示ホール　

A4Mアンチエイジングアワード 2019 受賞者トークイベント　　展示ホール特設ステージ

NETWORKING RECEPTION　　　　　　　　　　　　　   展示ホール

スタンプラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     展示ホール

IHTA ヨガレッスン　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小ホール

企業プレゼンテーション　　　　　　　　　　　　　　　　 展示ホール特設ステージ

千葉台風義援金のお願い　                                                         展示ホール特設ステージ

ドリンクコーナー（協賛／ネスレ日本株式会社）　　　　　   展示ホール



来場者動員活動

DM案内発送　　　 ・医師、歯科医師、医療関係者、医療系団体、医療系学校法人など

　　　　　　　　　・健康、美容、医療ビジネス関係者、スポーツビジネス関係者など

　　　　　　　　　・提携学会、団体、企業など

DM 招待状発送　　 ・演者、座長、実行委員、出展社関係など

　　　　　　　　　・提携学会、団体、企業など

　　　　　　　　　・後援及び協賛団体、企業など

　　　　　　　　　・米国、中国、台湾など海外提携団体

WEB広告掲載　　  ・Yahoo!検索広告、ディスプレイ広告

　　　　　　　　　・FACEBOOK＆INSTGRAM広告

　　　　　　　　　・Twitter広告

SNS配信　　　　　・FACEBOOK、INSTGRAM、Twitter、AMEBA 他

メディア掲載　　   　・Medical Tribune・@nifty ビジネス・BIGLOBEニュース・excite.ニュース

　　　　　　　　　・Infoseekニュース・SankeiBiz・zakzak・朝日新聞デジタル＆M

　　　　　　　　　・徳島新聞 web・SANSPO.COM・Mapionニュース・RBB Today

　　　　　　　　　・TrendTimes・読売新聞オンライン　など約50 メディアに掲載
　　　
　　　　

広報活動

学会特設サイト開設　　  ・A4M国際学会日本会議 2019WEBサイト

　　　　　　　　　　　・WAAIMサイトでも連動掲載

プレスリリース配信　　　・国内外約 350メディア×3 回配信

プレスリリース発送　　　・国内約 100メディア×2 回発送

SNS、YOU TUBE配信　・常時配信

学会、展示会　　　　　・提携学会、展示会への出展広報

メディア開催結果掲載　  ・Yahoo!ニュース・日本歯科新聞・ORICON

　　　　　　　　　　　・サンケイスポーツ・スポーツニッポン・日刊スポーツ

　　　　　　　　　　　・デイリースポーツ　など約 30 メディアに掲載
　　　　　　　



プログラム開催報告

2019年 10月 26日（土）～27日（日）の 2日間にわたり、ベルサール東京日本橋メインホール、

第二会場、第三会場、小ホールにおいて、全 29（特設ステージを含めると全 34）回に及ぶ講演、

セッションが行われました。メインホールの大会長講演、A4M 招待講演では、500 席の会場が

ほぼ満席となり、アンチエイジング医学への関心の高さをうかがわせました。

　1日目の受付風景　　　　　　　　　　　　　　　　　アンドリュー・ヘイマン先生の講演

　大会長講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パメラ・W・スミス先生の講演

　実行委員長講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　満席のメインホール



共催展示会開催報告

アンチエイジングの最新トレンドを体感できる！というコンセプトのもと、国内・外から様々な業態、

ジャンルの企業・団体様 42社にご出展いただきました。

　展示会取材・インタビュー風景　　　　　　　　　　　アウトバーン株式会社様ブース

　メルセデス・ベンツ日本株式会社様試乗会　　　　　　株式会社サンシナジー様ブース

　株式会社セレクト様ブース　　　　　　　　　　　　　休憩スペース

　株式会社スピック様ブース　　　　　　　　　　　　　株式会社WWC様ブース



併催イベント開催報告

展示ホール特設ステージでの各種イベントや会場内でのNETWORKING RECEPTION、スタンプ

ラリーなどの開催により、展示会場への来場者動員が図れ、出展者様からご評価いただきました。

　NETWORKING RECEPTION　　　　　　　　　　スタンプラリー　プレミアム賞

　スタンプラリー抽選会　　　　　　　　　　　　　スタンディングヨガ体験

　受賞記念講演　中村泰士さん　　　　　　　　　　受賞記念トークイベント　鈴木徹さん

　特設ステージ講演　一色由美子先生　　　　　　　千葉台風被害義援金のお願い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森永宏喜先生



記者発表会・ウエルカムパーティ報告

開催日前日の 2019年 10月 25日（金）には、GINZA SIX「THE GRAND GINZA」において、

記者発表会並びにウエルカムパーティを開催いたしました。「記者発表会」には、約 30名のメ

ディア関係者のご参加をいただき、松山淳実行委員長をはじめ、柳澤厚生実行委員、テリー新

谷先生、ロバート・ピーターソン先生から、本学会開催の経緯、意義やアンチエイジング医学の

現状などについて発表いただきました。

「ウエルカムパーティ」では、アクティブ・アンチエイジングを提唱されている山東昭子参議院議

長にもご臨席をいただき、本学会関係者、ご招待客、メディア関係者など 100名を超える参加者

が懇親を深めました。

　記者発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　山東昭子参議院議長を囲んで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テリー新谷、ロバート・ピーターソン先生

　ウエルカムパーティ①　　　　　　　　　　　　　ウエルカムパーティ②

　ウエルカムパーティ③　　　　　　　　　　　　　ウエルカムパーティ④



懇親会・A4M アンチエイジングアワード 2019授賞式報告

2019年 10月 26日（土）には、展示ホール特設ステージにおいて「懇親会」ならびに「A4Mア

ンチエイジングアワード 2019授賞式」を開催いたしました。オープニングアクトでは、世界的に活

躍する和洋混成バンドNEO Japanesque が圧巻のステージを展開。大賞を受賞された中村泰士さ

ん（作詞・作曲家／歌手）からはサプライズで 2 曲ご披露いただきました。奨励賞を受賞された

鈴木徹さん（パラリンピアン）は、授賞式後の国際大会で３位入賞を果たし、東京大会出場を確

実にされました。

　柳澤厚生実行委員による乾杯ご発声　　　　　　　　　NEO Japanesqueによるオープニング

　大賞を受賞された中村泰士さん　　　　　　　　　　　艶のある歌声を披露いただきました

　奨励賞を受賞された鈴木徹さん　　　　　　　　　　　



おわりに

A4Mをはじめとした各関係者の皆様のご支援・ご協力をいただき、盛会のうちに閉会することが

できました。改めて、深く御礼申し上げます。

当日のご来場者プロフィールは、医師・歯科医師６０％、一般（医療関連従事者含む）４０％の

比率になっており、アンチエイジング医学への関心の高さを示す数字になっております。

また、共催展示会、A4Mアンチエイジングアワード、特別協賛イベントなどの併設イベント企画に

よる動員効果も高かったというご意見を多数いただいております。

今回の実績、改善点などをふまえ、今後もアンチエイジング医学の発展、普及に向けて、取り組

んでまいりたいと存じます。


