プログラム

4月20日（土） 第1会場 ANA 本館4F ダイヤモンドボールルームII

特別講演 1

9：55〜10：55
座長：島田 眞路（山梨大学）

SL1

橋本コネクション―愛媛の夢は夢のまた夢―
橋本 公二（はしもと こうじ）
愛媛県立医療技術大学

特別講演 2

11：00〜12：00
座長：矢口 均（大泉皮膚科クリニック）

SL2

地域医療における皮膚科医の役割
松本 吉郎（まつもと きちろう）
公益社団法人 日本医師会

ランチョンセミナー 1

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

12：10〜13：10
座長：飯塚 一（豊水総合メディカルクリニック）

LS1

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

掌蹠膿疱症治療 変革の時！
小林 里実（こばやし さとみ）
聖母病院 皮膚科
〈共催：大鵬薬品工業株式会社/ヤンセンファーマ株式会社〉

シンポジウム 1

13：25〜15：35

未来を拓く皮膚科学
座長：天谷 雅行（慶應義塾大学）
椛島 健治（京都大学）
SY1-1

人工知能と皮膚科の近未来
藤本 学（ふじもと まなぶ）
大阪大学 皮膚科

SY1-2

皮膚アレルギーの未来を拓く
千貫 祐子（ちぬき ゆうこ）
島根大学 皮膚科

SY1-3

皮膚イメージング技術が拓く未来の皮膚科学
椛島 健治（かばしま けんじ）
京都大学 皮膚科
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SY1-4
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

おもしろい観る皮膚科学
天谷 雅行（あまがい まさゆき）
慶應義塾大学 皮膚科/理化学研究所 生命医科学研究センター

文化講演

15：45〜16：45
座長：森岡 眞治（森岡皮膚科医院）

文化
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

アンドロイドの研究開発
石黒 浩（いしぐろ ひろし）
大阪大学教授（栄誉教授）/ATR 石黒浩特別研究所客員所長（ATR フェロー）

ポ一
ス般
タ演
ー題

158 ● 日臨皮会誌：36（2），2019
（平成 31）

プログラム

4月20日（土） 第2会場 ANA 本館4F ダイヤモンドボールルームI

ランチョンセミナー 2

12：10〜13：10

日常診療に役立つ 頭部湿疹の治療とスキンケア指導
座長：坪井 良治（東京医科大学）
LS2-1

抗真菌剤配合シャンプーの概要
中村 哲（なかむら さとる）
持田ヘルスケア株式会社学術部

LS2-2

頭部湿疹の診断と治療
清 佳浩（せい よしひろ）
帝京大学溝口病院 皮膚科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：持田ヘルスケア株式会社〉
シンポジウム 2

13：25〜14：25

膠原病は難しくない！〜ひょっとして膠原病？と見抜く力〜
座長：佐藤 伸一（東京大学）
神人 正寿（和歌山県立医科大学）
SY2-1

SY2-2

膠原病の顔の皮疹
吉崎 歩（よしざき
東京大学 皮膚科

あゆみ）

膠原病の手の皮疹
長谷川 稔（はせがわ みのる）
福井大学 皮膚科

シンポジウム 8

14：35〜15：35

痒みの制御
座長：高森 建二（順天堂大学浦安病院）
江畑 俊哉（ちとふな皮膚科クリニック）
SY8-1

痒みのメカニズム―皮膚から脊髄まで―
冨永 光俊（とみなが みつとし）
順天堂大学 環境医学研究所/順天堂大学 抗加齢皮膚医学研究講座

SY8-2

痒みの制御
石氏 陽三（いしうじ ようぞう）
東京慈恵会医科大学 皮膚科
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4月20日（土） 第3会場 ANA 本館4F ルビールーム

ランチョンセミナー 3
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

12：10〜13：10

炎症性皮膚疾患に対するアダリムマブの可能性
座長：照井 正（日本大学）
LS3-1

化膿性汗腺炎の疫学、病態
黒川 一郎（くろかわ いちろう）
明和病院 皮膚科

LS3-2

炎症性皮膚疾患治療 update
森田 明理（もりた あきみち）
名古屋市立大学 皮膚科
〈共催：エーザイ株式会社/アッヴィ合同会社〉

シンポジウム 3
ポ一
ス般
タ演
ー題

13：25〜14：25

アトピー性皮膚炎 2019
座長：江藤 隆史（東京逓信病院）
加藤 則人（京都府立医科大学）
SY3-1

患者の現状と新しい治療への期待
丸山 恵理（まるやま えり）
認定 NPO 法人日本アレルギー友の会

SY3-2

患者会と歩んできた 12 年を振り返って
―バイオが登場した今だから FTU 遵守を―
江藤 隆史（えとう たかふみ）
東京逓信病院 皮膚科

SY3-3

アトピー性皮膚炎の最新の治療
加藤 則人（かとう のりと）
京都府立医科大学 皮膚科
総合討論
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シンポジウム 9

14：35〜15：35

痒疹の本音トーク
座長：戸倉 新樹（浜松医科大学）
佐藤 貴浩（防衛医科大学校）
SY9-1

痒疹の乱
戸倉 新樹（とくら よしき）
浜松医科大学 皮膚科

SY9-2

痒疹硬派トーク
佐藤 貴浩（さとう たかひろ）
防衛医科大学校 皮膚科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

シンポジウム 14

16：55〜17：55

汗を味方にするアトピー性皮膚炎治療
座長：室田 浩之（長崎大学）
青山 裕美（川崎医科大学）
SY14-1 汗でアトピー性皮膚炎が悪化する理由（わけ）
室田 浩之（むろた ひろゆき）
長崎大学 皮膚科
SY14-2 ドライスキンを改善しよう。基礎発汗をあげる習慣とは？
青山 裕美（あおやま ゆみ）
川崎医科大学 皮膚科
イブニングセミナー 1

18：05〜18：55

爪白癬治療の新時代〜ホスラブコナゾールの真価を問う〜
座長：宮地 良樹（京都大学）
ES1

爪白癬治療は経口薬が第一選択
常深 祐一郎（つねみ ゆういちろう）
東京女子医科大学 皮膚科
〈共催：佐藤製薬株式会社/エーザイ株式会社〉
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4月20日（土） 第4会場 ANA 南館2F サファイアルーム

ランチョンセミナー 4
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

12：10〜13：10
座長：青山 裕美（川崎医科大学）

LS4

漢方でつなぐニキビ治療の次の一手
許 郁江（ほう いくえ）
ほう皮フ科クリニック（倉敷市）
〈共催：クラシエ薬品株式会社〉

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

シンポジウム 4

13：25〜14：25

皮膚のフレイルは防げるか？
座長：宮地 良樹（京都大学）
真田 弘美（東京大学）
SY4-1

高齢者の脆弱な皮膚を看る
真田 弘美（さなだ ひろみ）
東京大学大学院医学系研究科 老年看護学・創傷看護学/グローバルナーシング
リサーチセンター

SY4-2

褥瘡診療 30 年から皮膚科医として学んだこと
宮地 良樹（みやち よしき）
静岡県立総合病院 リサーチサポートセンター/京都大学

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 10

14：35〜15：35

蕁麻疹ガイドライン 2018〜洗練されたエビデンスと行動とは〜
座長：秀 道広（広島大学）
福永 淳（神戸大学）
SY10-1 蕁麻疹診療ガイドライン 2018、診療に役立つポイントとは
矢上 晶子（やがみ あきこ）
藤田医科大学ばんたね病院 総合アレルギー科
SY10-2 蕁麻疹におけるステロイドの使い方
森桶 聡（もりおけ さとし）
広島大学 皮膚科
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シンポジウム 15

16：55〜17：55

遺伝性皮膚疾患に出会ったら
座長：錦織 千佳子（神戸大学）
秋山 真志（名古屋大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

SY15-1 遺伝性光線過敏症かも？と思ったら
錦織 千佳子（にしごり ちかこ）
神戸大学 皮膚科
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY15-2 遺伝性角化症かも？と思ったら
秋山 真志（あきやま まさし）
名古屋大学 皮膚科
イブニングセミナー 2

18：05〜18：55

日常診療で必要なスキルとコツ
座長：窪田 泰夫（香川大学）
佐山 浩二（愛媛大学）
ES2-1

ES2-2

アトピー性皮膚炎治療の温故知新
〜高まる外用療法とスキンケアの重要性
武藤 潤（むとう じゅん）
愛媛大学 皮膚科
患者背景からみる痤瘡治療と化粧指導のコツ
（患者背景を認識したアクネ・トータルマネジメントを目指して）
白髭 由恵（しらひげ よしえ）
香川大学 皮膚科
〈共催：常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部〉
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4月20日（土） 第5会場 ANA 本館3F ローズルーム

ランチョンセミナー 5
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

12：10〜13：10

知ろう！治そう！爪疾患
座長：仲 弥（仲皮フ科クリニック）
LS5-1

爪白癬治療薬としてのクレナフィン爪外用液の有用性
―罹患部位・重症度別の治療効果―
野口 博光（のぐち ひろみつ）
のぐち皮ふ科（上益城郡）

LS5-2

外来における爪疾患診療のコツ
原田 和俊（はらだ かずとし）
東京医科大学 皮膚科
〈共催：科研製薬株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 5

13：25〜14：25

白斑 2019 ホットトピックス
座長：片山 一朗（大阪市立大学）
大磯 直毅（近畿大学）
SY5-1

世界のガイドラインと診断、治療のホットトピックス
大磯 直毅（おおいそ なおき）
近畿大学 皮膚科

SY5-2

白斑の病因論 2019
片山 一朗（かたやま いちろう）
大阪市立大学 共同研究部門

シンポジウム 11

14：35〜15：35

光線療法のガイドラインと将来
座長：森田 明理（名古屋市立大学）
鳥居 秀嗣（東京山手メディカルセンター）
SY11-1 いよいよ光線療法は次のステップへ
森田 明理（もりた あきみち）
名古屋市立大学 皮膚科
SY11-2 乾癬の光線療法ガイドライン
鳥居 秀嗣（とりい ひでし）
（独）JCHO 東京山手メディカルセンター 皮膚科
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シンポジウム 16

16：55〜17：55

これだけは知っておきたいダーモスコピー
座長：田中 勝（東京女子医科大学東医療センター）
佐藤 俊次（さとう皮膚科）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

SY16-1 皮膚癌以外のダーモスコピーによる診断
古賀 弘志（こが ひろし）
信州大学 皮膚科
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY16-2 基底細胞癌のダーモスコピーによる早期診断
田中 勝（たなか まさる）
東京女子医科大学東医療センター 皮膚科
イブニングセミナー 3

18：05〜18：55

アンメット・メディカル・ニーズよりエキシマライト光線療法を考える
〜円形脱毛症、白斑のケース〜
座長：根本 治（医療法人社団 廣仁会）
ES3-1

円形脱毛症・白斑に対する紫外線治療
西田 絵美（にしだ えみ）
名古屋市立大学 皮膚科

ES3-2

円形脱毛症の治療にエキシマライトを活用しよう
野見山 朋子（のみやま ともこ）
昭和皮膚科クリニック（函館市）
〈共催：ウシオ電機株式会社〉
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4月20日（土） 第6会場 いよてつ 5F クリスタルホール

ランチョンセミナー 6
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

12：10〜13：10

開業医の視点から考える乾癬治療戦略
座長：今福 信一（福岡大学）
LS6-1

アプレミラスト内服療法におけるセカンドエフォート・患者の為の治療の選択
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）

LS6-2

Early PsA を疑うポイントと、早期治療におけるアプレミラストの可能性
山本 俊幸（やまもと としゆき）
福島県立医科大学 皮膚科
〈共催：セルジーン株式会社〉

シンポジウム 6
ポ一
ス般
タ演
ー題

13：25〜14：25

脱毛症を知る
座長：大山 学（杏林大学）
乾 重樹（心斎橋いぬい皮フ科）
SY6-1

円形脱毛症治療の考え方
大山 学（おおやま まなぶ）
杏林大学 皮膚科

SY6-2

男性型および女性型脱毛症を知る
乾 重樹（いぬい しげき）
心斎橋いぬい皮フ科（大阪市）/大阪大学 皮膚毛髪再生医学

シンポジウム 12

14：35〜15：35

女性の薄毛の対処法
座長：坪内 利江子（銀座スキンクリニック）
堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック）
SY12-1 治療に苦慮する女性の薄毛について その分類と評価方法
堀内 祐紀（ほりうち ゆうき）
秋葉原スキンクリニック（東京都千代田区）
SY12-2 女性の薄毛に対する育毛治療総論
―標準治療から機能性ペプチドを用いた最新治療まで―
坪内 利江子（つぼうち りえこ）
銀座スキンクリニック（東京都中央区）
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シンポジウム 17

16：55〜17：55

ヘルペスウイルスに立ちむかう
座長：渡辺 大輔（愛知医科大学）
今福 信一（福岡大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

SY17-1 帯状疱疹に立ちむかう
渡辺 大輔（わたなべ だいすけ）
愛知医科大学 皮膚科
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY17-2 単純ヘルペスウイルスに立ちむかう
今福 信一（いまふく しんいち）
福岡大学 皮膚科
イブニングセミナー 4

18：05〜18：55

乾癬治療の最新の知見
座長：佐伯 秀久（日本医科大学）
五十嵐 敦之（NTT 東日本関東病院）
ES4-1

平成の積み残しチェックと新時代の展望
大槻 マミ太郎（おおつき まみたろう）
自治医科大学 皮膚科

ES4-2

患者ニーズから考える乾癬治療のフロンティア
多田 弥生（ただ やよい）
帝京大学 皮膚科
〈共催：アッヴィ合同会社〉
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4月20日（土） 第7会場 いよてつ 5F ブリリアントルーム

特別講演 3
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

ポ一
ス般
タ演
ー題

12：10〜13：10
座長：橋本 公二（愛媛県立医療技術大学）

SL3

1 臨床医の HIV 感染症/AIDS に対する治療薬の研究・開発
満屋 裕明（みつや ひろあき）
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター/
米国国立癌研究所・米国国立衛生研究所

シンポジウム 7

13：25〜14：25

皮膚真菌症の今、そして未来へ
座長：小川 秀興（順天堂大学）
望月 隆（金沢医科大学）
SY7-1

爪白癬治療戦略
畑 康樹（はた やすき）
神奈川はた皮膚科クリニック（横浜市）

SY7-2

深在性皮膚真菌症 up-to-date
望月 隆（もちづき たかし）
金沢医科大学 皮膚科

シンポジウム 13

14：35〜15：35

細菌感染の今
座長：池田 政身（高松赤十字病院）
山﨑 修（岡山大学）
SY13-1 蜂窩織炎・再考
盛山 吉弘（もりやま よしひろ）
土浦協同病院 皮膚科
SY13-2 黄色ブドウ球菌感染症―特に CA-MRSA について―
池田 政身（いけだ まさみ）
高松赤十字病院 皮膚科
医療倫理講習会

16：55〜17：55
座長：山﨑 研志（東北大学）

倫理

診療と研究における個人情報の取扱いについて
古田 淳一（ふるた じゅんいち）
筑波大学 医療情報マネジメント学
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プログラム

イブニングセミナー 5

18：05〜18：55
座長：島田 眞路（山梨大学）

ES5

抗 PAF 作用を有するルパタジンの抗ヒスタミン薬に対する位置づけ
佐藤 伸一（さとう しんいち）
東京大学 皮膚科
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