プログラム

4月21日（日） 第1会場 ANA 本館4F ダイヤモンドボールルームII

モーニングセミナー 1
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：00〜9：00

アトピー性皮膚炎〜長期寛解維持の実現に向けて〜
座長：佐伯 秀久（日本医科大学）
江藤 隆史（東京逓信病院）
MS1-1

アトピー性皮膚炎の治療：さらなる向上を目指して
加藤 則人（かとう のりと）
京都府立医科大学 皮膚科

MS1-2

米国におけるアトピー性皮膚炎への生物学的製剤の臨床応用
John Koo
Phototherapy and Skin Treatment Clinic,
University of California San Francisco, U.S.A.
〈共催：サノフィ株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

スポンサードシンポジウム
SSY

9：10〜11：10

ニキビは多様。あなたはどう治療しますか？
オーガナイザー：川島 眞（東京女子医科大学）
シンポジスト：黒川 一郎（明和病院）
渡辺 雅子（小林皮膚科医院）
谷岡 未樹（谷岡皮フ科クリニック）
〈共催：マルホ株式会社〉

特別講演 4

11：20〜12：20
座長：若林 正治（若林皮膚科医院）

SL4

医療制度を取り巻く現状と課題
古元 重和（こもと しげかず）
厚生労働省保険局医療課企画官
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プログラム

ランチョンセミナー 7

12：30〜13：30

他診療科から学ぶ乾癬性関節炎の診断と治療方針〜リウマチ科医の視点、整形外科医の視点〜
座長：鶴田 大輔（大阪市立大学）
LS7-1

リウマチ内科医からみた乾癬性関節炎の診断と治療
金子 祐子（かねこ ゆうこ）
慶應義塾大学 リウマチ・膠原病内科

LS7-2

整形外科医からみた PsA について
〜関節エコーを用いた PsA 診療・皮膚科医との連携を含めて〜
岡野 匡志（おかの ただし）
大阪市立大学 整形外科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：セルジーン株式会社 医学本部〉
シンポジウム 26

13：40〜14：40

誰でも簡単に始められる美容治療〜最新の美容医療〜
座長：村上 早織（村上皮フ科クリニック）
葛西 健一郎（葛西形成外科）
SY26-1 誰でも簡単に始められる美容治療
村上 早織（むらかみ さおり）
村上皮フ科クリニック（松山市）
SY26-2 最新の美容医療
葛西 健一郎（かさい けんいちろう）
葛西形成外科（大阪市）
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ポ一
ス般
タ演
ー題

プログラム

4月21日（日） 第2会場 ANA 本館4F ダイヤモンドボールルームI

モーニングセミナー 2
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：00〜9：00

乾癬トータルケアを考える
座長：新井 達（聖路加国際病院）
MS2-1

乾癬の外用療法の位置づけを考える
今井 康友（いまい やすとも）
兵庫医科大学 皮膚科

MS2-2

開業医が対峙する既存治療抵抗性の難治性皮疹
日野 亮介（ひの りょうすけ）
医療法人 日野皮フ科医院（福津市）
〈共催：鳥居薬品株式会社〉

シンポジウム 18
ポ一
ス般
タ演
ー題

9：10〜10：10

治せなかった手湿疹はありませんか？
座長：渡部 裕子（わたなべ皮ふ科形成外科）
高山 かおる（済生会川口総合病院）
SY18-1 手湿疹の原因とその臨床〜手湿疹診療ガイドラインの概要〜
高山 かおる（たかやま かおる）
済生会川口総合病院 皮膚科
SY18-2 異汗性湿疹の多彩な症状と治療の工夫
西澤 綾（にしざわ あや）
がん研有明病院 皮膚科
シンポジウム 22

10：15〜11：15

赤ら顔。私の対処法
座長：山﨑 研志（東北大学）
村上 早織（村上皮フ科クリニック）
SY22-1 赤ら顔に対するあの手この手
村上 早織（むらかみ さおり）
村上皮フ科クリニック（松山市）
SY22-2 酒さ様皮膚炎の治療にパッチテストを活用する
伊藤 明子（いとう あきこ）
ながたクリニック（新潟市）

172 ● 日臨皮会誌：36（2），2019
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プログラム

ランチョンセミナー 8
蕁麻疹診療に役立つ

12：30〜13：30

ワザ
座長：秀 道広（広島大学）
中原 剛士（九州大学）

LS8-1

似ているけど違う！間違いやすい蕁麻疹の鑑別法と対処法
千貫 祐子（ちぬき ゆうこ）
島根大学 皮膚科

LS8-2

慢性蕁麻疹診療における Urticaria Control Test（UCT）の活用法
服部 友保（はっとり ともやす）
はっとり皮膚科医院（高崎市）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：大鵬薬品工業株式会社〉
教育講演

13：40〜14：40
座長：佐山 浩二（愛媛大学）

EL

難しくない自然免疫
松岡 悠美（まつおか
千葉大学 皮膚科

ゆうみ）
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ポ一
ス般
タ演
ー題

プログラム

4月21日（日） 第3会場 ANA 本館4F ルビールーム

モーニングセミナー 3
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：00〜9：00

外来診療における尋常性乾癬治療の達人を目指す
座長：根本 治（医療法人社団 廣仁会）
大久保 ゆかり（東京医科大学）
MS3-1

尋常性乾癬外用治療におけるドボベットⓇゲルの立ち位置
高橋 英俊（たかはし ひでとし）
高木皮膚科診療所（帯広市）

MS3-2

乾癬の外来診療での心がけ
山中 恵一（やまなか けいいち）
三重大学 皮膚科
〈共催：レオ ファーマ株式会社/協和発酵キリン株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 19

9：10〜10：10

マダニを見て診る
座長：宮内 俊次（宮内皮フ科クリニック）
夏秋 優（兵庫医科大学）
SY19-1 マダニの口器
宮内 俊次（みやうち しゅんじ）
宮内皮フ科クリニック（松山市）
SY19-2 マダニ刺症の臨床
夏秋 優（なつあき まさる）
兵庫医科大学 皮膚科
シンポジウム 23

10：15〜11：15

爪で困ったときに
座長：青山 裕美（川崎医科大学）
鶴田 大輔（大阪市立大学）
SY23-1 陥入爪・巻き爪・肥厚爪の非観血的加療の実際
高山 かおる（たかやま かおる）
済生会川口総合病院 皮膚科
SY23-2 様々な爪疾患の加療の実際―良性から悪性まで―
中村 泰大（なかむら やすひろ）
埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科
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プログラム

ランチョンセミナー 9

12：30〜13：30

アトピー性皮膚炎 止痒戦略
座長：椛島 健治（京都大学）
塩原 哲夫（杏林大学）
LS9-1

LS9-2

ガイドラインを紐解くアトピー性皮膚炎の止痒戦略
〜効果的な外用方法とスキンケアについて考える〜
田中 暁生（たなか あきお）
広島大学 皮膚科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

アトピー性皮膚炎の痒みのメカニズムと治療戦略
菅谷 誠（すがや まこと）
国際医療福祉大学 皮膚科
〈共催：日本臓器製薬〉

シンポジウム 27

13：40〜14：40

開業医の視点で乾癬を治す
座長：佐野 栄紀（高知大学）
東山 眞里（日本生命病院）
SY27-1 当院における乾癬治療について―外来 PUVA bath 治療を含めて―
猿田 隆夫（さるた たかお）
猿田皮膚科診療所（高知市）
SY27-2 乾癬治療のブレイクスルー〜クリニックではじめる ながらバイオ〜
久米 昭廣（くめ あきひろ）
医療法人 あゆみ桜会 皮ふ科眼科くめクリニック（堺市）
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ポ一
ス般
タ演
ー題

プログラム

4月21日（日） 第4会場 ANA 南館2F サファイアルーム

モーニングセミナー 4
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：00〜9：00

慢性蕁麻疹患者へのオマリズマブ導入のコツを教えます！
〜日本における 2 年の使用経験から、病診連携も視野に〜
座長：片山 一朗（大阪市立大学）
大川 司（前橋皮膚科医院）
MS4-1

開業医による慢性特発性蕁麻疹治療薬オマリズマブの投与経験と注意点
武岡 伸太郎（たけおか しんたろう）
武岡皮膚科クリニック（丸亀市）

MS4-2

慢性蕁麻疹治療の新たなステージ：オマリズマブを活用して患者 QOL アップ
森田 栄伸（もりた えいしん）
島根大学 皮膚科
〈共催：ノバルティス ファーマ株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 20

9：10〜10：10

今日からでも始められる食物アレルギー対策
座長：森田 栄伸（島根大学）
大澤 陽子（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）
SY20-1 花粉症を克服すれば、食物アレルギーも克服できる？
大澤 陽子（おおさわ ようこ）
福井赤十字病院 耳鼻咽喉科
SY20-2 今日から始める食物アレルギー対策
千貫 祐子（ちぬき ゆうこ）
島根大学 皮膚科
シンポジウム 24

10：15〜11：15

臨床と研究の素敵な対話
座長：塩原 哲夫（杏林大学）
秀 道広（広島大学）
SY24-1 日常遭遇する疾患の中に研究の糸口を見つけるには
塩原 哲夫（しおはら てつお）
杏林大学 皮膚科
SY24-2 違和感が拓いた蕁麻疹の病態理解
秀 道広（ひで みちひろ）
広島大学 皮膚科
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プログラム

ランチョンセミナー 10

12：30〜13：30

ヘルペス感染症治療のこれまでとこれから
座長：渡辺 大輔（愛知医科大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

LS10-1 単純疱疹治療の現在、未来
松尾 光馬（まつお こおま）
中野皮膚科クリニック（東京都中野区）
LS10-2 帯状疱疹治療における新たな選択肢：アメナメビルの特性を知る
小野 文武（おの ふみたけ）
佐曽利ひふ科医院（関市）

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：マルホ株式会社〉
シンポジウム 28

13：40〜14：40

掌蹠膿疱症 update：From Clinic and Bench
座長：山本 俊幸（福島県立医科大学）
村上 正基（愛媛大学）
SY28-1 新時代を迎えた PPP 攻略法
小林 里実（こばやし さとみ）
聖母病院 皮膚科
SY28-2 掌蹠膿疱症 update：From Clinic and Bench
大久保 ゆかり（おおくぼ ゆかり）
東京医科大学 皮膚科
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プログラム

4月21日（日） 第5会場 ANA 本館3F ローズルーム

モーニングセミナー 5
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：00〜9：00

白斑を治療する！〜光線療法を中心に〜
座長：森田 明理（名古屋市立大学）
MS5-1

イチ開業医ができる白斑治療とは？
小林 直隆（こばやし なおたか）
咲くらクリニック（安城市）

MS5-2

紫外線療法・クリニックの在り方〜主に白斑治療について
三上 万理子（みかみ まりこ）、菅原 信
医療法人けいしん会 横浜西口菅原皮膚科（横浜市）
〈共催：澁谷工業株式会社/株式会社インフォワード〉

シンポジウム 21
ポ一
ス般
タ演
ー題

9：10〜10：10

肌に触れるものを見直す
座長：野村 有子（野村皮膚科医院）
野本 真由美（野本真由美スキンケアクリニック）
SY21-1 日常着用するものを選ぶ極意
野村 有子（のむら ゆうこ）
野村皮膚科医院（横浜市）
SY21-2 スキンケア・メイクはどこまでできる？
野本 真由美（のもと まゆみ）
野本真由美スキンケアクリニック（新潟市）
シンポジウム 25

10：15〜11：15

皮膚科も知らないナーシングの世界
座長：窪田 静（愛媛県立医療技術大学 看護学科）
SY25-1 スライディングシートを活用した外力低減ケア
―医療用弾性ストッキングの着脱を例として―
伊藤 亮子（いとう りょうこ）
健和会 補助器具センター
SY25-2 移動・移乗におけるメカニカルストレスの排除と褥瘡
スライディングシートとリフトによる「引きずらない・持ち上げない」ケア
窪田 静（くぼた しず）
愛媛県立医療技術大学看護学科/健和会補助器具センター前所長
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ランチョンセミナー 11

12：30〜13：30

日常診療で役立つ白癬治療のポイント
座長：小川 秀興（順天堂大学）
望月 隆（金沢医科大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

LS11-1 皮膚科医なら、完治にこだわる白癬治療
二宮 淳也（にのみや じゅんや）
ながせ皮フ科（昭島市）
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

LS11-2 表在性皮膚真菌症診療の実際―2019―
佐藤 友隆（さとう ともたか）
帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科
〈共催：株式会社ポーラファルマ〉
シンポジウム 29

13：40〜14：40

多形紅斑の謎に迫る
座長：藤山 幹子（四国がんセンター）
SY29-1 薬物による多形紅斑―target 紅斑から薬剤性か？重症か？わかるのか―
渡辺 秀晃（わたなべ ひであき）
昭和大学 皮膚科
SY29-2 感染症による多形紅斑
橋爪 秀夫（はしづめ ひでお）
市立島田市民病院 皮膚科
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プログラム

4月21日（日） 第6会場 いよてつ 5F クリスタルホール

モーニングセミナー 6
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

メラノーマ薬物治療―最前線―
座長：爲政 大幾（大阪国際がんセンター）
MS6

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：00〜9：00

ノーベル賞で注目 がん免疫療法とは何か？
大塚 篤司（おおつか あつし）
京都大学 皮膚科
〈共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社〉

学校保健・在宅委員会コラボセッション

9：10〜11：10
座長：袋 秀平（ふくろ皮膚科クリニック）
島田 辰彦（島田ひふ科）

SH-1

在宅・施設でみる皮膚疾患、どこまでがんばる？
袋 秀平（ふくろ しゅうへい）
ふくろ皮膚科クリニック（横浜市）

SH-2

皮膚科診療で活用する地域包括ケア病棟
磯貝 善蔵（いそがい ぜんぞう）
国立長寿医療研究センター 皮膚科

SH-3

子どもの足の皮膚・爪トラブルと足育
今井 亜希子（いまい あきこ）
ひかり在宅クリニック（横浜市）/東京医科歯科大学 皮膚科

ポ一
ス般
タ演
ー題

ランチョンセミナー 12

12：30〜13：30

紫外線対策を極める
座長：錦織 千佳子（神戸大学）
岡本 祐之（関西医科大学）
LS12-1 紫外線皮膚発がんにおけるメカニズム
国定 充（くにさだ まこと）
神戸大学 皮膚科
LS12-2 光線過敏症に対するサンスクリーン剤のすすめ方
上津 直子（うえつ なおこ）
上津クリニック（東大阪市）/関西医科大学 皮膚科
〈共催：アクセーヌ株式会社〉
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シンポジウム 30

13：40〜14：40

高発癌性疾患の臨床と遺伝子診断
座長：久保 宜明（徳島大学）
定本 靖司（愛媛県立中央病院）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

SY30-1 高発癌性疾患の臨床
南 満芳（みなみ みつよし）
松山赤十字病院 皮膚科
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY30-2 高発癌性疾患の遺伝子診断
松立 吉弘（まつだて よしひろ）
徳島大学 皮膚科

ポ一
ス般
タ演
ー題
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プログラム

4月21日（日） 第7会場 いよてつ 5F ブリリアントルーム

ランチョンセミナー 13
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

12：30〜13：30
座長：岩月 啓氏（岡山大学）

LS13

皮膚アレルギー反応：肥満細胞機能の新知見
本田 哲也（ほんだ てつや）
京都大学 皮膚科
〈共催：グラクソ・スミスクライン株式会社〉

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

シンポジウム 31

13：40〜14：40

勤務医部会四国からの発信
座長：池田 政身（高松赤十字病院）
沢田 泰之（東京都立墨東病院）

ポ一
ス般
タ演
ー題

SY31-1 愛媛県の勤務医の現状と課題
岡﨑 秀規（おかざき ひでのり）
愛媛県立中央病院 皮膚科
SY31-2 徳島県皮膚科勤務医の現状
飛田 泰斗史（ひだ やすとし）
徳島赤十字病院 皮膚科
SY31-3 四国、高知の勤務医の現状
志賀 建夫（しが たけお）
医療法人川村会くぼかわ病院 皮膚科
SY31-4 勤務医部会四国からの発信―香川県の現状と課題
池田 政身（いけだ まさみ）
高松赤十字病院 皮膚科
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