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日程表　　　　1日目　10月29日（土）
富山国際会議場 ANAクラウンプラザホテル富山 富山国際会議場
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3F　メインホール 3F　大宴会場 鳳Ⅰ 3F　大宴会場 鳳Ⅱ 2F  多目的会議室（201＋202）
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■機構認定専門医制度の単位取得および単位付与（登録）について 
 　　　  取得可能単位数：　　  2単位、　  1単位

セッション開始までに必ず会場前の受付機にて来場チェックを行ってください。
WEB 参加の場合は、単位は聴講記録 （ログ） にて確認いたします。セッション開始※～終了まで
の聴講記録が確認できた場合にのみ、12月下旬頃に単位付与（登録）いたします。マイページ
を必ずご確認ください。また、1日で取得できる単位数には上限がございます。詳細は大会ホー
ムページにてご案内いたしますので、ご確認ください。  ※セッション開始15分以内

 　   

会長挨拶
会務報告

シンポジウム 1
皮膚研究の最前線
高橋 勇人/武市 拓也/ 
森田 梨津子/渡辺 玲

【秋山 真志/久保 亮治】

　　ランチョンセミナー 1
アトピー性皮膚炎における皮膚バリア機能の
重要性と長期寛解維持を見据えた治療戦略

乃村 俊史
【秋山 真志】
共催：サノフィ（株）

特別講演 1
ネオセルフによる新たな 
自己免疫疾患発症機構

荒瀬 尚
【片山 一朗】

スポンサードシンポジウム 1
掌蹠膿疱症と乾癬治療の最前線 

～これからの皮膚科医の役割を考える～
牧野 輝彦/林 周次郎/岩田 浩明
【馬渕 智生/佐伯 秀久】
共催：大鵬薬品工業（株）/ 
ヤンセンファーマ（株）

　　スイーツセミナー 1
だから私は、エキシマレーザー  

～治療の実際～
乗杉 理/西村 陽一

【森田 明理/清水 晶】
共催：（株）ジェイメック

特別講演 2
弾性線維の形成と再生の 

分子メカニズム
中邨 智之

【清水 忠道】

記念写真撮影

　　イブニングセミナー 1
アトピー性皮膚炎治療は IL-31を 
標的とした新たなステージへ
大塚 篤司/田中 暁生

【氏家 英之/今福 信一】
共催：マルホ（株）

教育講演 1
明日から使える！ 

皮膚潰瘍の診断と治療
沢田 泰之/茂木 精一郎
【長谷川 稔/山中 恵一】

教育講演 2
皮膚付属器疾患最新トピックス
大嶋 雄一郎/木下 美咲
【鶴田 大輔/杉浦 一充】

　　ランチョンセミナー 2
広がりを見せる乾癬治療、 

見えてきたイルミアⓇの使いどころ
柴田 知之/山﨑 文和

【波多野 豊/川上 民裕】
共催：サンファーマ（株）

シンポジウム 2
光線過敏症・光老化：病態から臨床へ
福永 淳/中野 創/大日 輝記/森田 明理

【森田 明理/森脇 真一】

スイーツセミナー 2
アトピー性皮膚炎治療Up to Date

勝沼 俊雄/安部 正敏
【西小森 隆太/佐藤 伸一】

共催：アッヴィ（同）

教育講演 3
皮膚外科の極意
有馬 豪/高井 利浩

【藤本 徳毅/神人 正寿】

　　イブニングセミナー 2
Step into Possibility in Atopic 
Dermatitis and Alopecia Areata

Elisabeth Riedl
【清水 忠道】

共催：日本イーライリリー（株）

一般演題 1
薬疹
1～7

【野村 尚史/国定 充】

一般演題 2
腫瘍（悪性リンパ腫）

8～14
【清原 英司/横田 憲二】

　　ランチョンセミナー 3
改めて考えるアトピー性皮膚炎の 

外用療法
長尾 みづほ/本田 哲也
【藤澤 隆夫/加藤 則人】
共催：大塚製薬（株）

一般演題 3
腫瘍（悪性黒色腫）

15～21
【岩田 洋平/加藤 裕史】

一般演題 4
腫瘍（SCC、BCC、Paget）

22～28
【種村 篤/前田 進太郎】

　　スイーツセミナー 3
アトピー性皮膚炎治療のために 
開発されたサイバインコの有用性

乃村 俊史/谷崎 英昭
【椛島 健治】

共催：ファイザー（株）

一般演題 5
その他
29～35

【中井 浩三/周 円】

イブニングセミナー 3
ポルフィリン症のカレント・レビュー

中野 創
【森脇 真一】

共催：田辺三菱製薬（株）

一般演題 6
細菌感染症
36～42

【近藤 誠/松岡 悠美】

一般演題 7
抗酸菌・寄生虫感染症

43～49
【夏秋 優/藤井 俊樹】

　　ランチョンセミナー 4
漢方を皮膚科にどう生かす？初診でも
5分で所見をとって、最大限の成果を
上げるためのイロハ 初心者歓迎

吉木 伸子
【阿部 理一郎】
共催：（株）ツムラ

一般演題 8
膠原病
50～56

【室 慶直/宮川 史】

ミニシンポジウム 1
かゆみを科学する
安東 嗣修/岡田 峰陽

【椛島 健治/大塚 篤司】

　　スイーツセミナー 4
患者さんの将来リスクを考えた 

乾癬治療
加藤 麻衣子/渡邉 裕子
【藤本 学/奥山 隆平】

共催：ノバルティス ファーマ（株）/ 
マルホ（株）

一般演題 9
真菌症
57～60

【竹田 公信/田邉 洋】

　　イブニングセミナー 4
尋常性乾癬外用療法がもたらす 
ドボベットⓇフォームの可能性

林 美沙/杉浦 一充
【神人 正寿/藤本 徳毅】

共催：レオ ファーマ（株）/協和キリン（株）
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一般演題 10
水疱症
61～68

【立石 千晴/新熊 悟】

一般演題 11
肉芽腫症など
69～74

【尾山 徳孝/加納 宏行】

　　ランチョンセミナー 5
アトピー性皮膚炎に対する 
外用 JAK阻害薬
益田 浩司/大塚 篤司

【金澤 伸雄/澤村 大輔】
共催：鳥居薬品（株）

一般演題 12
内分泌・代謝関連疾患など

75～81
【西部 明子/金田 眞理】

一般演題 13
循環障害・血管炎

82～88
【稲沖 真/中西 健史】

　　スイーツセミナー 5
メラノーマ薬物治療の今 

―患者さんごとの最適化を考える―
吉川 周佐/中野 英司

【爲政 大幾/藤澤 康弘】
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）/

小野薬品工業（株）

一般演題 14
ウイルス
89～92

【中村 元樹/越後 岳士】

　　イブニングセミナー 5
爪白癬は治せる時代―皮膚科医として

完全治癒を目指す―
齋藤 昌孝/仲 弥
【渡辺 大輔】

共催：佐藤製薬（株）/エーザイ（株）

ハンズオンセミナー 1
皮膚外科学へのいざない
【爲政 大幾/鹿児山 浩】

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）　
エチコン事業部

スポンサードレクチャー 1
乾癬の病態と治療 Up To Date

藤田 英樹/中島 英貴
【山本 俊幸】

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）

スポンサードレクチャー 2
多汗症と減汗症の病態と治療

戸倉 新樹
【大嶋 雄一郎】
共催：科研製薬（株）

スイーツセミナー 6
A New Stage for Brodalumab

深澤 毅倫/小寺 雅也
【長谷川 稔/沖山 奈緒子】
共催：協和キリン（株）

イブニングセミナー 6
皮膚リンパ腫

森田 明理/濱田 利久
【鶴田 大輔/室田 浩之】
共催：（株）ミノファーゲン製薬

企業展示

日本皮膚科学会 
キャリア支援委員会主催 

キャリアデザイン講座（M&M）

日本皮膚科学会 
キャリア支援委員会主催 

キャリアデザイン講座（M&M）
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