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次いで、味の素株式会社の⼩⽥嶋⽒からは、鈴⽊所⻑の研究に関連し、⾼齢化に伴い⾷事によるタ

ンパク質合成が弱くなることで筋量が低下することに着目し、栄養ケアと運動ケアが不可⽋である

として、筋量・筋⼒が低くなるサルコペニアの予防、ロコモ予防
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�産学官の連携を強め、⻑寿を楽しめる社会の実現
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歳以上の後期⾼齢者が増え、また後期⾼齢者では、認知症の罹患率
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⾼齢化で最先端を⾏く⽇本がどのように対応していくのか、世界

が固唾を飲んで⾒守り、⽇本の経験を良き教訓としようという声
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