
第 21 回日本メンズヘルス医学会・第 12 回テストステロン研究会 
 
2021 年 9 月 18 日（土） 1 日目  
 
【ZoomA 会場】 
9:00～10:30（90 分） 

テストステロン研究会シンポジウム 性ホルモン研究の最新のトピック（共催：あすか製薬株式会社） 
座長 川戸 佳 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 
座長  山﨑 岳 広島大学統合生命科学研究科 
演者  枝 伸彦 獨協医科大学基本医学基盤教育部門（健康スポーツ科学） 
演者  福井 一 奈良教育大学名誉教授 
 
10:40～12:10（90 分） 
シンポジウム 1 うつに克つ 
座長 片山  成仁 医療法人社団成仁 
演者 熊野 宏昭 早稲田大学人間科学学術院 
演者 市来 真彦 東京医科大学学生・職員健康サポートセンター 
演者 佐渡 充洋 慶應義塾大学医学部精神神経科学教室 
 
12:20～13:10 (50 分) 
ランチョンセミナー1 「M0CRPC における治療戦略」/「mCSPC における治療戦略」（共催：ヤンセンファ

ーマ株式会社） 
座長 齋藤 一隆 獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 
演者 永田 政義 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 
演者 坂本 信一 千葉大学大学院 医学研究院 泌尿器科学  
 
ランチョンセミナー2 （共催：武田薬品工業株式会社） 
座長 市川 智彦 千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 
演者 三好 康秀 横浜市立大学市民総合医療センター 泌尿器・腎移植科 
 
13:20～14:20（60 分） 
特別対談 1 「最強刑事」のアンチエイジング診断 
登壇者 内藤 剛志, 南 美希子, 井手 久満 
 
14:25～15:55（90 分） 
シンポジウム 2 不妊に克つ（共催：株式会社パートナーズ） 
座長 岡田 弘 獨協医科大学埼玉医療センター リプロダクションセンター 
演者 辻村 晃 順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科 
演者 永尾 光一 東邦大学医学部泌尿器科学講座 
演者 白石 晃司 山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座 
演者 岩端 威之 獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 
 



17:10～18:00  
イブニングセミナー1 （共催：日本新薬株式会社） 
座長 堀江 重郎 順天堂大学医学部・大学院医学研究科泌尿器科学講座 
演者 重原 一慶 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学 
演者 大石 充 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・効果血圧循環器 
 
 

【ZoomB 会場】 
10:40～12:10（90 分） 
LOH セミナー1：LOH の病態 
座長 上芝 元   東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 
演者 小宮 顕 千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学 
演者 米山 高弘 弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座 
演者 千葉 公嗣 神戸大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学分野 
演者 三井 要造 東邦大学医学部泌尿器科学講座 
 
14:25～15:55（90 分） 
LOH セミナー2：LOH の診断 
座長 秋下 雅弘 東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座  
演者 明比 祐子 徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究開発センター 
演者 小林 皇 札幌医科大学医学部泌尿器科学講座 
演者 福原 慎一郎 大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科 
演者 松下 一仁 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 
  



第 21 回日本メンズヘルス医学会・第 12 回テストステロン研究会 
 
2021 年 9 月 19 日（日） 2 日目 
 
【ZoomA 会場】 
9:00～10:30（90 分） 
シンポジウム 3 ぼけ（認知症）に克つ（共催：株式会社ケアネット） 
座長 井手 久満 獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 低侵襲治療センター 
演者 武田 朱公  大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 
演者 清水 邦義 九州大学大学院 生物資源環境科学府 環境農学専攻 森林圏環境資源科学研究室 
演者 小川 純人 東京大学大学院医学系研究科加齢医学 
演者 山下 徹 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学 
 
10:40～12:10（90 分） 
シンポジウム 4 抜け毛に克つ（共催：アンファー株式会社） 
座長 奥井 伸雄 神奈川歯科大学 教授 
演者 小山 太郎 D クリニック新宿 
演者 山田 秀和 近畿大学医学部奈良病院皮膚科 近畿大学アンチエイジングセンター 
演者 乾 重樹 大阪大学大学院医学系研究科 皮膚・毛髪再生医学寄付講座 
 
12:20～13:10   
ランチョンセミナー3 レーザー＆磁気治療最前線 FotonaSmooth®レーザー及び高強度テスラ磁気刺激 

“HITS™”療法による最新メンズヘルス治療～男性尿失禁・ED・AGA～ 
（共催：ハルテック株式会社） 

座長 堀江 重郎 順天堂大学医学部・大学院医学研究科泌尿器科学講座 
演者 佐井 雄一 佐井泌尿器科・皮フ科クリニック 
演者 千田 基宏 千田クリニック 
 
ランチョンセミナー４  Hinotori と遠隔手術（共催：シスメックス株式会社） 
座長 藤澤 正人 神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野 
演者 山口 雷藏 神戸大学医学部付属病院国際癌医療研究センター泌尿器科 
 
13:20～14:20 
特別対談（60 分）「ちょい不良オヤジ」のメンズヘルス 
登壇者 パンツェッタ・ジローラモ, 南 美希子, 井手 久満 
 
14:20～15:20  
漢方教育セミナー（60 分）男のための漢方治療（共催：株式会社ツムラ） 
座長 佐々木 春明 昭和大学藤が丘病院泌尿器科 
演者 松本 成史 旭川医科大学 教育研究推進センター 
演者 天野 俊康 長野赤十字病院泌尿器科 
 



15:30～17:50 
テストステロン治療講習会（140 分） 
詳細は学会 HP をご覧ください。 
参加には別途お申し込みと受講料がかかります。 
 
 
【ZoomB 会場】 
9:00～10:30（90 分） 
LOH セミナー3 LOH の治療 
座長 前田 清司 早稲田大学スポーツ科学学術院 
演者 大平  伸 川崎医科大学 泌尿器科学 
演者 谷口  久哲 関西医科大学 腎泌尿器外科学講座  
演者 周東 孝浩 群馬大学大学院医学系研究科器官代謝制御学講座泌尿器科 
演者 片岡 智哉 名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学 
 
10:40～12:10（90 分） 
LOH セミナー4 LOH に関連する病態 
座長 柳瀬 敏彦 福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学講座 
演者 佐々木 春明 昭和大学藤が丘病院泌尿器科 
演者 田邉 真紀人 福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学講座 
演者 邵 仁哲 京都第二赤十字病院泌尿器科 
 
15:00～16:30 機能性食品セミナー（90 分） 
座長  西沢  邦浩  日経 BP 
演者 中山 優也 日清ファルマ株式会社 健康科学研究所 
演者 福島 悠太 セリスタ株式会社 
演者 雄長 誠 株式会社ファンケル 総合研究所 ヘルスサイエンス研究センター 
演者 島田 昌之 広島大学大学院統合生命科学研究科 
演者  小島  百合香 ロート製薬株式会社 ヘルスサイエンス研究企画部 
 


