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第121回日本皮膚科学会総会 事後E-learning配信について

講演名
テーマ
（決定）

演題
番号

氏名
（敬称略）

E-learning

可否
日程 時間 会場

会頭講演
SDGs - Sustainable Dermatology Goals-

（持続可能な皮膚科学の目標）
PL 佐山　浩二 可 6月3日（金） 13:40-14:10 第1

土肥記念国際交換講座
A new player in pustular adverse cutaneous

drug reactions
DML Lars E. French 可 6月3日（金） 14:10-14:45 第1

MA 木下　真直 可 6月3日（金） 14:45-15:10 第1

マルホ受賞者 古川　福実 可 6月2日（木） 12:25-12:45 第1

特別講演1
実用的な無細胞タンパク質合成法の開発
とその応用

SL1 遠藤　弥重太 可 6月2日（木） 17:50-18:50 第1

特別講演2
薬剤耐性対策アクション―皮膚科医に向
けたメッセージ

SL2 菅井　基行 不可 6月3日（金） 11:20-12:20 第1

特別講演3 Crossing skin boundaries SL3 Yann Barrandon 不可 6月4日（土） 12:35-13:35 第2

特別講演4

The mast cell’s Mass-related G-protein

Coupled Receptor (MRGPRX2): a new

trigger to skin reactions

SL4 Anna DiNardo 可 6月4日（土） 13:40-14:40 第2

特別講演5
コロナ禍で進むワクチン開発研究の革命
とそこから生まれる基礎研究

SL5 石井　健 可 6月5日（日） 11:25-12:25 第1

異分野講演1
波動散乱の逆問題とマイクロ波マンモグラ
フィ

ISL1 木村　建次郎 可 6月4日（土） 12:35-13:35 第1

異分野講演2 哺乳類腸呼吸の臨床応用 ISL2 武部　貴則 可 6月4日（土） 13:40-14:40 第1

異分野講演3 暴れる気候と暴れない気候 ISL3 中川　毅 可 6月5日（日） 12:40-13:40 第1

PS1 Georg Stingl 可

PS2 John R. Stanley 可

PS3 Amy Stanley 可

SY1-1 今村　健志 不可

SY1-2 根本　知己 可

SY1-3 村上　正基 可

SY1-4 天谷　雅行 可

SY2-1 新熊　悟 可

SY2-2 石河　晃 可

SY2-3 江川　形平 可

SY2-4 林　伸和 可

SY2-5 鎌田　昌洋 不可

SY3-1 福田　亮介 可

SY3-2 古田　淳一 可

SY3-3 東　裕子 不可

SY3-4 秀　道広 可

SY4-1 川端　康浩 可

SY4-2 上野　雅巳 可

SY4-3 天野　博雄 可

SY4-4 吉崎　歩 可

SY5-1 五十嵐　敦之 可

SY5-2 種瀬　啓士 可

SY5-3 古田　淳一 可

SY5-4 武藤　正樹 可

SY5-5 生駒　晃彦 可

SY6-1 木村　有太子 可

SY6-2 並川　健二郎 可

SY6-3 矢上　晶子 可

SY6-4 小寺　雅也 可

SP2-1 Hae Jun SONG 可

SP2-2 Pingshen FAN 可

SP2-3 Jirot SINDHVANANDA 可

SP2-4 Chang Lin TSAI/DINO 可

SP2-5 馬渕　智生 可

SP2-6 徳山　道生 可

15:35-17:05 第1

シンポジウム1 皮膚をみる：バイオイメージング法の応用 6月2日（木） 14:10-16:10 第1

皆見省吾記念賞受賞記念講演

令和4年度Master of Dermatology（Maruho）授賞式・受賞記念講演

Stephen I Katz Memorial

Special Lectures（Stephen I

Katz 追悼特別講演）

6月3日（金）

シンポジウム2
コロナウイルス感染症蔓延による皮膚科
診療、専門医研修、研究活動の影響

6月3日（金） 9:10-11:10 第1

シンポジウム3 皮膚科の未来像－3％の可能性－ 6月4日（土） 9:10-11:10 第1

シンポジウム4

遠隔医療 working group，AI working

group共同企画「動き始めたオンライン診

療とAI」

6月4日（土） 9:10-11:10 第7

シンポジウム5
持続可能な新薬開発（つくる責任）、持続
可能な使用方法（つかう責任）

6月5日（日） 9:10-11:10 第1

シンポジウム6 サブスペシャルティーの世界を知る 6月5日（日） 9:10-11:10 第6

特別企画2（English） Topics on Psoriasis in Asia 2022 6月4日（土） 14:45-17:15 第6
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講演名
テーマ
（決定）

演題
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氏名
（敬称略）

E-learning

可否
日程 時間 会場

EL1-1 川田　暁 不可

EL1-2 古田　淳一 可

EL1-3 五十嵐　敦之 可

EL1-4 藤巻　寿子 不可

EL2-1 葉山　惟大 可

EL2-2 中原　剛士 不可

EL2-3 鎌田　昌洋 不可

EL2-4 山中　恵一 不可

EL3-1 法木　左近 可

EL3-2 常深　祐一郎 可

EL3-3 望月　隆 可

EL3-4 石田　久哉 可

EL4-1 馬渕　智生 可

EL4-2 大嶺　卓也 可

EL4-3 岸部　麻里 可

EL4-4 本田　哲也 可

EL5-1 石井　健 可

EL5-2 松﨑　康司 可

EL5-3 牧野　輝彦 可

EL5-4 夏賀　健 可

EL6-1 古賀　弘志 可

EL6-2 入澤　亮吉 可

EL6-3 肥田　時征 可

EL6-4 並川　健二郎 可

EL7-1 中原　剛士 可

EL7-2 大塚　篤司 不可

EL7-3 加藤　則人 可

EL7-4 室田　浩之 不可

EL8-1 井上　紳太郎 可

EL8-2 阿部　優子 可

EL8-3 久保　亮治 可

EL8-4 芝田　孝一 可

EL8-5 種村　篤 可

EL9-1 佐藤　伸一 可

EL9-2 長谷川　稔 可

EL9-3 小寺　雅也 可

EL9-4 江畑　慧 可

EL10-1 井川　哲子 可

EL10-2 岩田　浩明 可

EL10-3 吉田　憲司 可

EL10-4 古賀　浩嗣 可

EL11-1 福山　雅大 不可

EL11-2 伊藤　泰介 可

EL11-3 天羽　康之 可

EL11-4 林　良太 可

EL12-1 鈴木　加余子 不可

EL12-2 松倉　節子 可

EL12-3 伊藤　明子 可

EL12-4 矢上　晶子 可

教育講演1 皮膚科医が知っておきたい医療制度 6月2日（木） 9:00-11:00 第1

教育講演2
皮膚炎症性疾患への分子標的薬治療
（抗体医薬、低分子化合物）

6月2日（木） 9:00-11:00 第2

教育講演3 【特集】白癬菌抗原キット 6月2日（木） 9:00-11:00 第3

教育講演4
サイトカインがキーワードとなる皮膚科領
域の疾患

6月2日（木） 9:00-11:00 第9

教育講演5 水疱症アップデート 6月2日（木） 9:00-11:00 第10

教育講演6
メラノーマ診療Basic―メラノーマの診断・

治療を俯瞰する―
6月2日（木） 9:00-11:00 第12

教育講演7
新時代のアトピー性皮膚炎診療を理解す
る2022

6月2日（木） 14:10-16:10 第2

教育講演8
白斑：病態、鑑別、そして治療の最前線そ
の２

6月2日（木） 14:10-16:10 第3

教育講演9 全身性強皮症の診療を楽しもう 6月2日（木） 14:10-16:10 第6

教育講演10
細胞接着と皮膚疾患：知っておきたい最
新の知見と基礎知識

6月2日（木） 14:10-16:10 第9

教育講演11 毛髪疾患を極める：最近の進歩と展望 6月2日（木） 14:10-16:10 第10

教育講演12

初心者からエキスパートまで、日常診療で
知っておきたい接触皮膚炎アップデート

2022

6月2日（木） 14:10-16:10 第12
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講演名
テーマ
（決定）

演題
番号

氏名
（敬称略）

E-learning

可否
日程 時間 会場

EL13-1 川島　裕平 可

EL13-2 椎谷　千尋 可

EL13-3 高山　かおる 可

EL13-4 萩原　直見 可

EL14-1 岡田　克之 可

EL14-2 宮部　千恵 可

EL14-3 加持　達弥 可

EL14-4 大森　俊 可

EL15-1 船坂　陽子 可

EL15-2 須賀　康 可

EL15-3 今泉　明子 可

EL15-4 山田　秀和 可

EL16-1 金岡　美和 可

EL16-2 田巻　弘道 可

EL16-3 吉崎　歩 可

EL16-4 宮部　千恵 不可

EL17-1 小林　里実 可

EL17-2 野村　尚史 可

EL17-3 杉浦　一充 可

EL17-4 押谷　佳美 不可

EL18-1 荒川　明子 可

EL18-2 山﨑　研志 可

EL18-3 水谷　陽子 不可

EL18-4 武市　拓也 可

EL19-1 森桶　聡 可

EL19-2 井川　健 可

EL19-3 石井　文人 可

EL19-4 名嘉眞　武國 可

EL20-1 加藤　威 可

EL20-2 爲政　大幾 可

EL20-3 中村　泰大 可

EL20-4 髙橋　聡 可

EL21-1 鎌田　昌洋 不可

EL21-2 石井　智徳 可

EL21-3 竹花　一哉 可

EL21-4 岡田　正人 可

EL22-1 高森　建二 可

EL22-2 岡田　峰陽 不可

EL22-3 室田　浩之 不可

EL22-4 本田　哲也 可

EL23-1 市村　浩一 可

EL23-2 森田　明理 可

EL23-3 清原　英司 可

EL23-4 伊豆津　宏二 可

EL24-1 鷲尾　健 可

EL24-2 杉山　晃子 可

EL24-3 猪又　直子 不可

EL24-4 海老澤　元宏 可

EL25-1 小林　香映 可

EL25-2 藤山　幹子 不可

EL25-3 濱　菜摘 不可

EL25-4 水川　良子 不可

教育講演13 爪の診療とケアの最前線 6月3日（金） 9:10-11:10 第2

教育講演14
創傷・褥瘡・熱傷～専門医に欠かせない
ガイドライン(GL)の知識～

6月3日（金） 9:10-11:10 第3

教育講演15
シミ、シワ、イボ、ホクロに関する美容医療
診療指針の手引き：今後の美容医学の方
向性を探る

6月3日（金） 9:10-11:10 第4

教育講演16
基礎から学び、血管炎のおもしろさに目覚
める

6月3日（金） 9:10-11:10 第5

教育講演17 膿疱症の臨床と病理 6月3日（金） 9:10-11:10 第6

教育講演18 無菌性炎症と皮膚疾患 6月3日（金） 9:10-11:10 第8

教育講演19 皮膚疾患の評価方法 6月3日（金） 9:10-11:10 第9

教育講演20 明日から出来る皮膚外科手術 6月3日（金） 9:10-11:10 第10

教育講演21
これだけは知って欲しい～乾癬性関節炎
の診療の奥義～

6月3日（金） 9:10-11:10 第11

教育講演22 痒みの最新のメカニズムと治療 6月3日（金） 9:10-11:10 第12

教育講演23
皮膚リンパ腫の病態の理解と今後の治療
の展開

6月3日（金） 9:10-11:10 第13

教育講演24 身近に潜む食物アレルギーの最新情報 6月4日（土） 9:10-11:10 第2

教育講演25 新しい薬疹、注意すべき薬疹 6月4日（土） 9:10-11:10 第3
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講演名
テーマ
（決定）

演題
番号

氏名
（敬称略）

E-learning

可否
日程 時間 会場

EL26-1 岸　晶子 不可

EL26-2 中捨　克輝 可

EL26-3 中岡　啓喜 可

EL26-4 出月　健夫 可

EL27-1 飯田　忠恒 可

EL27-2 村山　直也 不可

EL27-3 吉岡　洋 可

EL27-4 藤本　智子 可

EL28-1 西村　栄美 不可

EL28-2 尾崎　紗恵子 不可

EL28-3 安藤　秀哉 可

EL28-4 若松　一雅 可

EL29-1 清水　晶 可

EL29-2 小林　里実 可

EL29-3 渡辺　大輔 可

EL29-4 西村　友紀 不可

EL30-1 神谷　崇文 不可

EL30-2 田中　勝 可

EL30-3 山本　明美 可

EL30-4 山元　修 可

EL31-1 藤田　靖幸 可

EL31-2 須賀　康 可

EL31-3 河野　通浩 可

EL31-4 古庄　知己 可

EL32-1 忽那　賢志 可

EL32-2 木下　喬弘 可

EL32-3 栗山　裕子 可

EL32-4 加藤　麻衣子 可

EL33-1 松下　貴史 可

EL33-2 遠藤　雪恵 可

EL33-3 小寺　雅也 可

EL33-4 山下　尚志 不可

EL34-1 濱　菜摘 可

EL34-2 今井　康友 可

EL34-3 岡本　崇 可

EL34-4 福島　聡 可

EL34-5 沖山　奈緒子 可

EL35-1 井上　卓也 可

EL35-2 渋谷　倫太郎 可

EL35-3 岩田　洋平 可

EL35-4 宮城　拓也 可

EL36-1 上原　治朗 可

EL36-2 加藤　裕史 可

EL36-3 持田　耕介 可

EL36-4 永瀬　浩太郎 可

EL37-1 能登　舞 可

EL37-2 濱田　利久 可

EL37-3 錦織　千佳子 可

EL38-1 川上　良介 不可

EL38-2 菱川　善隆 可

EL38-3 江川　形平 可

EL38-4 井川　哲子 可

教育講演26
エキスパートから学ぶ血管腫・血管奇形・
下肢静脈瘤の治療

6月4日（土） 9:10-11:10 第4

教育講演27 発汗異常治療の最前線 6月4日（土） 9:10-11:10 第5

教育講演28 色素細胞のバイオロジーupdate 6月4日（土） 9:10-11:10 第8

教育講演29
HPV，ヘルペスウイルス　基礎と臨床

update
6月4日（土） 9:10-11:10 第9

教育講演30
エキスパートに学ぶ皮膚形態診断学の要
点　光顕病理とその周辺

6月4日（土） 9:10-11:10 第10

教育講演31
小児の皮膚疾患を診るときに気をつける
べき遺伝性皮膚疾患を網羅する！

6月4日（土） 9:10-11:10 第11

教育講演32
改めて知っておきたいCOVID-19と皮膚疾
患

6月4日（土） 9:10-11:10 第12

教育講演33
膠原病とその類縁疾患（全身性強皮症以
外）：皮膚科専門医に求められる診療技
術

6月4日（土） 9:10-11:10 第13

教育講演34
皮膚科領域のバイオマーカーアップデー
ト

6月4日（土） 14:45-16:45 第2

教育講演35
デルマドロームから学ぶ皮膚と全身臓器
のクロストーク

6月4日（土） 14:45-16:45 第4

教育講演36
非メラノーマの皮膚悪性腫瘍の診断と治
療（稀ながんも含める）

6月4日（土） 14:45-16:45 第5

教育講演37 多様なキャリア形成を考える 6月4日（土） 14:45-16:45 第8

教育講演38
ミクロの世界から皮膚の秘密を紐解く：形
態学を駆使してみつめる皮膚の働く細胞
たち

6月4日（土） 14:45-16:45 第9
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講演名
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E-learning

可否
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EL39-1 高橋　弘喜 可

EL39-2 小池　雄太 可

EL39-3 杉田　隆 可

EL39-4 松岡　悠美 不可

EL39-5 川崎　洋 可

EL40-1 新熊　悟 可

EL40-2 岩田　浩明 可

EL40-3 山本　俊幸 可

EL40-4 永尾　圭介 不可

EL41-1 澤田　美月 可

EL41-2 皆川　茜 可

EL41-3 古賀　弘志 可

EL41-4 外川　八英 可

EL42-1 沖山　奈緒子 可

EL42-2 藤田　靖幸 可

EL42-3 神戸　直智 可

EL42-4 山上　淳 可

EL43-1 馬場　直子 可

EL43-2 大矢　幸弘 不可

EL43-3 大森　多恵 不可

EL43-4 忽那　賢志 可

EL44-1 金田　一真 不可

EL44-2 国定　充 可

EL44-3 清水　忠道 可

EL44-4 井汲　今日子 可

EL45-1 小川　浩平 可

EL45-2 柳　輝希 可

EL45-3 伊東　孝通 不可

EL45-4 木庭　幸子 不可

EL46-1 萩野　亮 可

EL46-2 関東　裕美 可

EL46-3 石橋　仁美 可

EL46-4 池山　和幸 可

EL47-1 佐々木　優 可

EL47-2 葉山　惟大 可

EL47-3 山﨑　研志 可

EL47-4 志藤　光介 可

EL48-1 衣笠　えり子 可

EL48-2 宇賀神　つかさ 不可

EL48-3 波多野　豊 可

EL48-4 谷口　裕子 可

EL49-1 中南　秀将 可

EL49-2 盛山　吉弘 可

EL49-3 村瀬　千晶 不可

EL49-4 新原　寛之 可

EL50-1 織田　好子 不可

EL50-2 高萩　俊輔 可

EL50-3 猪又　直子 不可

EL50-4 神戸　直智 可

教育講演39
皮膚疾患とマイクロバイオーム（細菌・真
菌・ウイルスを含める）

6月4日（土） 14:45-16:45 第10

教育講演40
新たな治療の時代へ（最先端技術の紹介
も）

6月4日（土） 14:45-16:45 第11

教育講演41
病理組織学的所見を想定したダーモスコ
ピー所見から診断力の向上を目指そう！

6月4日（土） 14:45-16:45 第12

教育講演42
診断力を磨こう　～診断困難例の診断プ
ロセスに学ぶ～

6月4日（土） 14:45-16:45 第13

教育講演43 小児皮膚科の最新情報 6月5日（日） 9:10-11:10 第2

教育講演44 臨床光皮膚科学を基本から理解しよう 6月5日（日） 9:10-11:10 第3

教育講演45
‘かたち’を駆使した早期メラノーマ診断へ
のアプローチ

6月5日（日） 9:10-11:10 第5

教育講演46
メイクアップ化粧品　～製品特徴と多様な
効果～

6月5日（日） 9:10-11:10 第8

教育講演47 ざ瘡・酒さの病態と治療の最前線 6月5日（日） 9:10-11:10 第9

教育講演48 痒疹・皮膚瘙痒症・虫刺症 6月5日（日） 9:10-11:10 第10

教育講演49
皮膚感染症（細菌・抗酸菌・リケッチア）
アップデート

6月5日（日） 9:10-11:10 第11

教育講演50
蕁麻疹と血管性浮腫診療の進化を知り実
践するために

6月5日（日） 9:10-11:10 第13
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第121回日本皮膚科学会総会 事後E-learning配信について

講演名
テーマ
（決定）

演題
番号

氏名
（敬称略）

E-learning

可否
日程 時間 会場

EL51-1 山口　道也 可

EL51-2 相馬　孝博 可

EL51-3 掛屋　弘 可

EL51-4 松村　由美 可

EL52-1 藤田　英樹 可

EL52-2 前川　武雄 可

EL52-3 葉山　惟大 可

EL52-4 林　健太郎 不可

EL53-1 堀　仁子 可

EL53-2 細谷　律子 可

EL53-3 檜垣　祐子 可

EL53-4 羽白　誠 可

EL54-1 石河　晃 可

EL54-2 佐山　浩二 可

EL54-3 森実　真 可

EL54-4 岸部　麻里 可

EL55-1 中村　晃一郎 可

EL55-2 水木　信久 可

EL55-3 桐野　洋平 可

EL55-4 岳野　光洋 可

EL55-5 川上　民裕 可

EL56-1 武内　俊樹 可

EL56-2 新熊　悟 可

EL56-3 乃村　俊史 可

EL56-4 神人　正寿 可

EL57-1 沢田　泰之 可

EL57-2 孟　真 可

EL57-3 稲福　和宏 可

EL57-4 玉木　毅 可

EL58-1 神人　正寿 可

EL58-2 福田　桂太郎 可

EL58-3 中村　元樹 可

EL58-4 梶原　一亨 可

EL59-1 今福　信一 可

EL59-2 馬渕　智生 可

EL59-3 多田　弥生 可

EL59-4 鎌田　昌洋 不可

教育講演51
医療安全・感染対策～理解して実装しよ
う！～【共通講習：医療安全・感染対策】

6月5日（日） 14:00-16:00 第1

教育講演52 化膿性汗腺炎診療2022 6月5日（日） 14:00-16:00 第2

教育講演53 症例に学ぶ皮膚科心身医学 6月5日（日） 14:00-16:00 第3

教育講演54
機構専門医制度の全体像と専門医取得
後のキャリアパス

6月5日（日） 14:00-16:00 第5

教育講演55
ベーチェット病の診断・治療の進歩　厚労
省ベーチェット病調査研究班の試み

6月5日（日） 14:00-16:00 第8

教育講演56
体細胞変異の関わる皮膚疾患：母斑症、
皮膚癌から遺伝性疾患まで

6月5日（日） 14:00-16:00 第9

教育講演59
乾癬の患者の全身を診る～疫学から治療
まで

6月5日（日） 14:00-16:00 第13

教育講演57 下腿浮腫・潰瘍への適切なアプローチ 6月5日（日） 14:00-16:00 第10

教育講演58
ここまでわかった皮膚悪性腫瘍の発生機
序

6月5日（日） 14:00-16:00 第11
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