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平松 隆司

ミライラボバイオ サイエンス株式会社 取締役

NAD（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）はその還元型であるNADH との酸化還元反応を
介して、サーチュインなどを介する細胞内のさまざまな酵素反応の補酵素として働く代謝物であ

る。現在、哺乳類の様々な臓器で加齢とともにエネルギー代謝に必須な NAD+ 量が減少し、老

化による機能低下、病態の原因となっていることが明らかとなっており、身体的フレイルへの進展に生体での NAD+
量の低下が関与している可能性が示唆されている。NAD+ 合成中間体であるNMN をマウスへ長期投与すると、幅

広い抗老化作用、身体活動量の増加、骨格筋のミトコンドリア機能改善や糖尿病網膜症の予防効果が認められるこ

とが報告されている。NMN はすでに国内外でサプリメントとして販売されており、米国ワシントン大学及び国内の４
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施設（慶應大学・広島大学、大阪大学、東京大学）においてヒトの代謝系等への影響を観察する臨床研究も実施さ

れている。また、NMN 点滴については東京銀座ウェルネス＆エイジングクリニックにおいて臨床研究を計画している。

●11:20〜12:20

新たなステージに入った
「若返り医療」
ゲノム・エ
−
／
ピゲノム系の“若化”対策 GHRP-2 NMNを中心に−
JAAS日本アンチエイジング外科学会 学術顧問
医療法人社団東京 MIT 理事長 医学博士

宇野 克明

従来、若返り対策には「アンチエイジング（抗加齢）」
・
「アンチオキシダント（抗酸化）」といっ

た対策・工夫が中心となって執り行われてきた。しかしながら、その後の分子細胞生物学・遺伝学等々の研究進歩／
応用は、新たに「ゲノム系」、「エピゲノム系」という若返り “若化（じゃっか）” 対策の誕生につながった。本講演

では “Clinical Research and Feedback” を念頭に置き、その新たな若化対策・治療について解説する。

●12:30〜13:00 昼休憩・ランチョンセミナー

主催：東栄新薬株式会社

●13:10〜14:10

培養上清療法の機序、
臨床、
評価

N2クリニック ホテル椿山荘東京院 院長

野村 紘史

幹細胞培養上清は昨今その臨床応用が非常に注目されている。元々は再生医療への注目とともに
化粧品マーケットがいち早く目をつけた訳だが、パラクライン効果の解明など再生医療研究の進

展とともに臨床応用が進んだいわば ʻ 瓢箪から駒 ʼ の素材である。本講演では現在考えられてい

る培養上清の効果機序と、関連するレギュレーションにも簡単に触れる。次に症例を供覧し培養上清療法の発展性と
課題を共有する。最後に培養上清自体をどのように評価していくかについて議論したい。

●14:30〜15:00

今すぐできる幹細胞培養上清点滴療法

銀座予防医療クリニック 院長
一般社団法人国際予防医療協会 代表理事 医学博士

青木 竜弥

臨床現場で実際に行っている治療法についてを解説する。

作成法、投与法、注意点、副作用など実践に即してお話しするのですぐに使える内容である。
応用編としてクリニックで実際に行っている事例も紹介する。

●15:00〜15:30

歯科における幹細胞上清入門 −歯科開業医の新たな取り組み−
医療法人社団隆聖会 理事長

吉見 洋志

幹細胞治療は、昨年の東京オリンピックの池江璃花子選手の活躍でさらに世の中に知られることに

なった。しかし、細胞移植は患者にとっても開業医にとってもハードルが高いのが現状である。そ

んな中、幹細胞上清が注目され、幹細胞治療は細胞移植から上清へとシフトされつつある。現在、
医療のあらゆる分野で細胞上清が用いられ成果を上げている。

今回それらの情報を先生方と共有し、当院での上清への取り組みもご紹介することで、幹細胞上清の可能性を感じて
いただき、まだ幹細胞上清治療を導入されていない先生方の導入のきっかけを作れたら幸いである。

●15:50 〜 16:50

NMN、上清液、セカンドラインを構築して年商1億！
株式会社薬事法ドットコム 社主
医療グループ JTA 理事長

M&M 法律事務所 最高顧問

林田 学

NMN についてはパイオニア社のコンサルを行い、幹細胞上清液については IPO を目指す T 社と

も連携。共に今後伸びる可能性のある治療アイテムだが、クリニックとしては NMN のサプリやコ

スメ、上清液のコスメの物販ラインを構築すると治療以外のセカンドラインができる。NMN のサプリについて東京

TMクリニックで不労所得モデルとして実践。この背景にはとてもディープな法的理論武装がある。その法律上のノ

ウハウについて私の薫陶を受けたＩ医師は NMN 入りシートで見事に実践し、現在年商 1 億に向かっている。本講演
では、このような実践的ノウハウを提供する。

会場

10：00~17：00（受付9：30開始）

老化関連疾患におけるNMNの役割

経営

3/6（日）

●10:00〜11:00

幹細胞培養上清

Forefront of anti-aging

点滴療法研究会 特別セミナー
日時

2022年

アンチエイジング最 前 線

・幹細胞培養上清
療法 の今
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Program

大崎ブライトコアホール（東京）
東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア 3階

点滴療法研究会事務局 TEL:03-6277-3318

セミナー
コーディネーター

点滴療法研究会
マスターズクラブ 会長

柳澤 厚生

FAX:03-6277-4004 MAIL:info@iv-therapy.jp

2022 年 3 月 6 日 特別セミナー 参加申込書
申込・支払期日

3月 2日

2022年

(水） ※入金を確認後、申込完了とさせていただきます。

会員 : 30,000円 / 非会員 : 60,000円 / 同伴（コメディカル限定）: 15,000円

受講費

※医師・歯科医師・獣医師は該当しません。

※テキスト含む

単独でのお申込みは医師・歯科医師・獣医師の金額となります。

みずほ銀行 麻布支店 普通：1071779 有限会社メディカルリサーチトゥエンティワン

銀行振込

お支払方法

※誠に勝手ながら、金融機関へのご入金をもって領収書に代えさせていただきます。
※振込手数料はご負担をお願いします。

または

ウエブサイトよりお申込みください。
クレジットカード ※クレジット払いの場合、

申込方法

WEB :

右記QRコードよりお申込みください。

FAX ：03-6277-4004

WEBまたはFAX

下記の参加申込書に必要事項をご記入の上送信してください。

【マスターズクラブ入会特典】 『充当期限：2022 年 4 月 5 日（火）
』
受講後 1 ヶ月以内にご入会の際は受講費のうち 30,000 円を入会金（30,000 円）へ充当させていただきます。

参加申込書
□ 会員 （会員番号

フリガナ
参加者氏名

）

□ 非会員

同伴者氏名

全員の氏名を記入

所属先名
□ 勤務先
連絡先

□ 自宅

〒
TEL:

FAX:

＠

E-mail

※セミナー受講の情報を配信します。受信可能なメールアドレスを記載してください。尚、hotmail 以外のアドレスでお願いいたします。

講演会を知った
きっかけ
紹介者名
（会員名）

情報開示

□ ダイレクトメール

□ メールマガジン

□ Facebook

□ 資料請求

□ マスターズクラブ会員紹介※

□ 他学会
（学会名：

□ インターネット（HP)

□ その他
） (

※上記でマスターズクラブ会員を選択された方はご記入ください。
事前に参加者様のお名前とメールアドレスを当日セミナーに出展される企業様に開示しております。下記に✓を入れてください。

□ 開示する

□ 開示しない

※セミナー受講の際の規約は HP に掲載しております。必ずご一読ください。
※キャンセルまたは代理参加の際は、必ず事前にご連絡ください。
上記申込・支払期日までにご連絡なく当日欠席された場合には、お席をご用意する関係上
受講費を全額負担いただきます。

会場：大崎ブライトコアホール（大崎ブライトコア3F）
〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5-15
●JR山手線

）

※感染症対策を万全にし開催いたします。

大崎駅[新東口]

徒歩5分

●JR湘南新宿ライン 大崎駅[新東口]

徒歩5分

●JR埼京線

大崎駅[新東口]

徒歩5分

●JRりんかい線

大崎駅[新東口]

徒歩5分

尚、駐車場のご用意はありませんのでご了承ください。

アクセス

