第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 1 会場 国立京都国際会館 1F メインホール（大会議場）
9:10〜11:10

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）
…………………………………………………オーガナイザー：大槻マミ太郎（自治医大）
種瀬
9 : 10〜9 : 13

SY5-1．
9 : 13〜9 : 33

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

SY5-2．
9 : 33〜9 : 58

SY5-3．
9 : 58〜10 : 23

SY5-4．
10 : 23〜10 : 48

SY5-5．
10 : 48〜11 : 08

啓士（慶應義塾大）

はじめに
皮膚科学会・医療問題検討委員会から
五十嵐敦之〈いがらし あつゆき〉
NTT東日本関東病院皮膚科
本邦の皮膚科領域における医薬品開発の潮流
種瀬 啓士1,2）〈たねせ けいじ〉
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室1），独立行政法人医薬品医療機器総合機構2）
薬価算定と最適使用推進ガイドライン策定の仕組み
古田 淳一〈ふるた じゅんいち〉
筑波大学医学医療系医療情報マネジメント学
SDGs におけるバイオシミラーの現状と展望
武藤 正樹1,2）〈むとう まさき〉
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会1），
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ2）
皮膚科医として，企業人として
生駒 晃彦〈いこま あきひこ〉
マルホ株式会社

11:25〜12:25

特別講演 5

座長：椛島
SL5．

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
石井
健〈いしい けん〉
東京大学医科学研究所感染免疫部門ワクチン科学分野

異分野講演 3

12:40〜13:40
座長：佐山

ISL3．

980

健治（京都大）

浩二（愛媛大）

暴れる気候と暴れない気候―人類は「想定外」の時代をどう生き延びたか―
中川
毅〈なかがわ たけし〉
立命館大学古気候学研究センター

14:00〜16:00

教育講演 51

医療安全・感染対策〜理解して実装しよう！〜
………………………………オーガナイザー：松村 由美（京都大附属病院医療安全管理部）
山口

道也（山口大，医療の質・安全管理部）

［レベル：Basic］
EL51-1． 乾癬診療を通じて学ぶ医療安全的な思考
14 : 00〜14 : 15
山口 道也1,2）〈やまぐち みちや〉
山口大学医学部附属病院医療の質・安全管理部1），
山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座2）
EL51-2． 臨床倫理からみた医療安全
14 : 15〜15 : 00
相馬 孝博〈そうま たかひろ〉
千葉大学医学部附属病院医療安全管理部
EL51-3． 抗菌薬適正使用を考える
15 : 00〜15 : 45
掛屋
弘〈かけや ひろし〉
大阪公立大学大学院医学研究科臨床感染制御学
EL51-4． リスクコミュニケーション〜抗菌薬適正使用をテーマに〜
15 : 45〜16 : 00
松村 由美〈まつむら ゆみ〉
京都大学医学部附属病院医療安全管理部

６プ
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５グ
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ム
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 2 会場

国立京都国際会館

1F さくら
8:00〜9:00

モーニングセミナー 8

ZO SKIN HEALTH〜Healthy Skinへのアプローチ〜
………………………………………………座長：野本真由美（野本真由美クリニック銀座）
MS8-1．

MS8-2．
６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

スキンケア・外用療法における色素性疾患へのアプローチ
一宮 弘子〈いちみや ひろこ〉
いちみや皮フ科クリニック
毛包脂腺系慢性炎症疾患に対するスキンケアの重要性 ZO SKIN HEALTH は有用な選択肢
となり得るか
田中 倫子〈たなか のりこ〉
医療法人松本医院
共催：キュテラ株式会社

9:10〜11:10

教育講演 43

小児皮膚科の最新情報 ……………………オーガナイザー：島田 辰彦（島田ひふ科）
日野
［レベル：Advanced／Update］
9 : 10〜9 : 15
はじめに
EL43-1． 幼児・学童期アトピー性皮膚炎のスキンケア指導
9 : 15〜9 : 43
馬場 直子〈ばば なおこ〉
神奈川県立こども医療センター皮膚科
EL43-2． アトピー性皮膚炎によく合併する発達障害
9 : 43〜10 : 11
大矢 幸弘〈おおや ゆきひろ〉
国立成育医療研究センターアレルギーセンター
EL43-3． 児童虐待に気づくには，まず皮膚科から；皮膚病変に着目しよう
10 : 11〜10 : 39
大森 多恵〈おおもり たえ〉
東京都立墨東病院小児科
EL43-4． COVID-19 と皮膚症状；小児の MIS-C も含めて
10 : 39〜11 : 07
忽那 賢志〈くつな さとし〉
大阪大学大学院医学系研究科・医学部感染制御学講座
11 : 07〜11 : 10
まとめ
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治子（関東中央病院）

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 33

PASIクリアを目指した新時代の乾癬治療 ……………座長：大久保ゆかり（東京医大）
山口
LS33-1．

LS33-2．

由衣（横浜市立大）

皮疹消失を目指すための乾癬病態の理解：IL-23/IL-17A 軸を超えて
本間
大〈ほんま まさる〉
旭川医科大学病院国際医療支援センター
従来の IL-17 阻害薬の治療経験（慈恵での）からビメキズマブに期待すること
梅澤 慶紀〈うめざわ よしのり〉
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
共催：ユーシービージャパン株式会社

教育講演 52

14:00〜16:00

化膿性汗腺炎診療2022 …………………………オーガナイザー：高橋 健造（琉球大）
藤田

英樹（日本大）

［レベル：Basic／Advanced／Update］
EL52-1． 化膿性汗腺炎の病態，疫学，患者 QoL
14 : 00〜14 : 30
藤田 英樹〈ふじた ひでき〉
日本大学医学部皮膚科学分野
EL52-2． 化膿性汗腺炎のトータルマネージメント―薬物療法を中心に―
14 : 30〜15 : 00
前川 武雄〈まえかわ たけお〉
自治医科大学皮膚科
EL52-3． 化膿性汗腺炎治療薬の今後の展望
15 : 00〜15 : 30
葉山 惟大〈はやま これまさ〉
日本大学医学部皮膚科学系皮膚科学分野
EL52-4． 化膿性汗腺炎の外科的治療
15 : 30〜16 : 00
林 健太郎〈はやし けんたろう〉
琉球大学病院皮膚科
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 3 会場

国立京都国際会館

2F Room A
8:00〜9:00

モーニングセミナー 9

知って得する！ざ瘡治療のコツ ……………………座長：宮地 良樹（京都大名誉教授）
山﨑
MS9-1．

MS9-2．
６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

研志（東北大）

ざ瘡患者コミュニケーションから読み解く楽しい外来・楽しくない外来
堀内 祐紀〈ほりうち ゆうき〉
秋葉原スキンクリニック
尋常性ざ瘡治療の導入療法における治療戦略は？
谷岡 未樹〈たにおか みき〉
谷岡皮フ科クリニック
共催：サンファーマ株式会社

9:10〜11:10

教育講演 44

臨床光皮膚科学を基本から理解しよう …オーガナイザー：清水 忠道（富山大）
森田

明理（名古屋市立大）

［レベル：Basic］
EL44-1． 光線過敏症の検査方法
9 : 10〜9 : 40
金田 一真〈かねだ かずま〉
大阪医科薬科大学皮膚科
EL44-2． 光障害（紫外線・可視光線・赤外線）と防御
9 : 40〜10 : 10
国定
充〈くにさだ まこと〉
神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野
EL44-3． 光老化のアップデート
10 : 10〜10 : 40
清水 忠道〈しみず ただみち〉
富山大学学術研究部医学系皮膚科学
EL44-4． 明日からやってみよう！光線療法
10 : 40〜11 : 10
井汲今日子〈いくみ きょうこ〉
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 34

座長：武岡伸太郎（武岡皮膚科クリニック）
LS34．

クリニックにおけるアトピー性皮膚炎長期寛解維持戦略!!
〜やっぱりデュピクセントは必要なのか!?〜
安部 正敏〈あべ まさとし〉
医療法人社団廣仁会札幌皮膚科クリニック
共催：サノフィ株式会社

984

14:00〜16:00

教育講演 53
症例に学ぶ皮膚科心身医学
……………………………オーガナイザー：羽白
檜垣

誠（はしろクリニック）
祐子（若松町こころとひふのクリニック）

［レベル：Basic］
EL53-1． アトピー性皮膚炎に対する心身医学的アプローチ
14 : 00〜14 : 30
堀
仁子〈ほり まさこ〉
市立旭川病院皮膚科
EL53-2． 乾癬の心身医学
14 : 30〜15 : 00
細谷 律子〈ほそや りつこ〉
細谷皮フ科
EL53-3． 抜毛症について
15 : 00〜15 : 30
檜垣 祐子1,2）〈ひがき ゆうこ〉
若松町こころとひふのクリニック1），藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学2）
EL53-4． 皮膚寄生虫妄想と皮膚感覚異常症について
15 : 30〜16 : 00
羽白
誠〈はしろ まこと〉
はしろクリニック

985

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 4 会場

国立京都国際会館

2F Room B-1
8:00〜9:00

モーニングセミナー 10

アトピー性皮膚炎 エビデンスベースのスキンケア選び
〜キシリトール＋アクアインプールによる高潤度バリア効果〜
…………………………………座長：松永佳世子（藤田医大アレルギー疾患対策医療学講座）
MS10-1． アトピー性皮膚炎患者さんのスキンケア製品選び
堀
仁子〈ほり まさこ〉
市立旭川病院皮膚科
MS10-2． キシリトール・アクアインプールによる皮膚バリア機能回復効果とメカニズム解明
海野 佑樹〈うみの ゆうき〉
株式会社資生堂みらい開発研究所

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

共催：資生堂ジャパン株式会社（ドゥーエ）

9:10〜11:10

スポンサードシンポジウム 3

拡大する多汗症の知見と治療選択肢 ………座長：横関 博雄（中津皮フ科クリニック）
玉田

康彦（医療法人玉田皮膚科）

SSY3-1． 発汗のメカニズムと無汗症，多汗症
中里 良彦〈なかざと よしひこ〉
埼玉医科大学脳神経内科
SSY3-2． 多汗症の QOL・疾病負荷
室田 浩之〈むろた ひろゆき〉
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学分野
SSY3-3． 腋窩・手掌多汗症患者への治療アプローチ
大嶋雄一郎〈おおしま ゆういちろう〉
愛知医科大学皮膚科学講座
共催：マルホ株式会社 メディカルアフェアーズ部

986

教育実習セミナー『パッチテスト・プリックテスト』

14:00〜16:00

オーガナイザー：矢上 晶子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科）
伊藤

明子（ながたクリニック皮膚科）

司会：鈴木加余子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科）
ETS8．

プリックテスト・パッチテストハンズオンセミナー 入門編 2022
矢上 晶子（藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科）
伊藤 明子（ながたクリニック皮膚科）
鈴木加余子（藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科）
協力：一般社団法人日本皮膚免疫アレルギー学会，佐藤製薬株式会社，
鳥居薬品株式会社，株式会社スマートプラクティスジャパン
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 5 会場

国立京都国際会館

2F Room B-2
8:00〜9:00

モーニングセミナー 11
日常診療に役立つ蕁麻疹治療のポイント …………座長：福永
千貫

淳（大阪医科薬科大）
祐子（島根大）

MS11-1． 日常診療に役立つ蕁麻疹治療のポイント〜アレルギー性蕁麻疹〜
千貫 祐子〈ちぬき ゆうこ〉
島根大学医学部皮膚科
MS11-2． なぜ人には蕁麻疹が必要か？蕁麻疹関連の最新のトピックスから蕁麻疹の本質について
考える
福永
淳〈ふくなが あつし〉
大阪医科薬科大学皮膚科

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

共催：大鵬薬品工業株式会社

9:10〜11:10

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
……………………………………………オーガナイザー：阿部理一郎（新潟大）
門野
［レベル：Basic／Advanced］
EL45-1． 早期メラノーマ診断：臨床と病理からのアプローチ
9 : 10〜9 : 40
小川 浩平〈おがわ こうへい〉
奈良県立医科大学皮膚科
EL45-2． 早期メラノーマ診断：ダーモスコピーと病理からのアプローチ
9 : 40〜10 : 10
柳
輝希〈やなぎ てるき〉
北海道大学皮膚科
EL45-3． メラノサイト系腫瘍における免疫染色の意義
10 : 10〜10 : 40
伊東 孝通〈いとう たかみち〉
九州大学皮膚科
EL45-4． 早期メラノーマ診断：病理と分子レベルからのアプローチ
10 : 40〜11 : 10
木庭 幸子〈きにわ ゆきこ〉
信州大学医学部皮膚科

988

岳史（聖マリアンナ医大）

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 35

皮膚で蠢く免疫細胞を見る ―温泉水の効用とともに―
………………………………………………座長：上出 良一（ひふのクリニック人形町）
LS35-1．

LS35-2．

Effects of Active Substances in Avène Thermal Spring Water on Skin Immunity
Ariadna Ortiz Brugués
Global Medical Director Eau Thermale Avène
生体イメージングを用いた皮膚の生体応答機序の解明
椛島 健治〈かばしま けんじ〉
京都大学医学研究科皮膚科
共催：株式会社 ピエール

教育講演 54

ファーブル

ジャポン（アベンヌ）

14:00〜16:00

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
………………………………………………………オーガナイザー：石河

晃（東邦大）

佐山

浩二（愛媛大）

［レベル：Advanced／Update］
EL54-1． 専門医制度の概略と今後の方向性
14 : 00〜14 : 35
石河
晃〈いしこう あきら〉
東邦大学医学部皮膚科学講座
EL54-2． 専門医資格更新要件と最新情報
14 : 35〜15 : 00
佐山 浩二〈さやま こうじ〉
愛媛大学大学院医学系研究科
EL54-3． サブスペシャリティ専門医の位置づけ
15 : 00〜15 : 30
森実
真〈もりざね しん〉
岡山大学学術研究院医歯薬学域皮膚科学分野
EL54-4． 専門医取得後の女性医師キャリアパス
15 : 30〜16 : 00
岸部 麻里〈きしべ まり〉
旭川医科大学皮膚科学講座

989

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 6 会場

国立京都国際会館

1F Room D
8:00〜9:00

モーニングセミナー 12

最新レーザー機器のスタンダード化と多様化 ………座長：葛西健一郎（葛西形成外科）
MS12-1． ホクロ治療を振り返る
柴田 真一〈しばた しんいち〉
SSクリニック
MS12-2． ほくろ治療と「あと」の関係について
北野 幸恵〈きたの ゆきえ〉
千歳台きたのクリニック
MS12-3． 炭酸ガスレーザーによる黒子治療を再考する
葛西健一郎〈かさい けんいちろう〉
葛西形成外科

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

9:10〜11:10

シンポジウム 6

サブスペシャルティーの世界を知る
…………………………………オーガナイザー：船坂 陽子（日本医大）
森実
清原
SY6-1．
9 : 10〜9 : 40

SY6-2．
9 : 40〜10 : 10

SY6-3．
10 : 10〜10 : 40

SY6-4．
10 : 40〜11 : 10

990

真（岡山大）
隆宏（関西医大総合医療センター）

専門医を取得したら美容皮膚科・レーザー指導専門医を！
木村有太子〈きむら うたこ〉
順天堂大学皮膚科
皮膚悪性腫瘍
並川健二郎〈なみかわ けんじろう〉
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科
アレルギー専門医の資格を得るために必要な研修や知識，その魅力について
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
日本リウマチ学会専門医
小寺 雅也〈こでら まさなり〉
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院皮膚科

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 36

Check for updates患者QOL向上のための白斑治療―基礎と臨床―
……………………………………………………………座長：鶴田 大輔（大阪公立大）
LS36-1．

LS36-2．

白斑はなぜ発症し維持されるのか？ 基礎的な報告から考える
種村
篤〈たねむら あつし〉
大阪大学大学院医学系研究科皮膚科
外来診療において白斑患者の QOL を考える
阿部名美子〈あべ なみこ〉
東京医科大学皮膚科学分野
共催：グラファラボラトリーズ株式会社
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 7 会場

国立京都国際会館

教育実習セミナー『ダーモスコピー』
（2 回目）

1F Room E
9:10〜11:10

オーガナイザー：外川 八英（千葉大）
古賀

弘志（信州大）

※1 と 2 の内容は同じである．
（1 は 6 月 3 日（金）9：10〜11：10，第 7 会場にて開催）
技術協力：カシオ計算機株式会社
６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

14:00〜16:00

教育実習セミナー『皮膚病理』

「好中球・好酸球性皮膚疾患/皮膚感染症（2回目）」
………………………………オーガナイザー：安齋 眞一（株式会社ピーシーエルジャパン）
高井
※1 と 2 の内容は同じである．
（1 は 6 月 2 日（木）14：10〜16：10，第 7 会場にて開催）
ETS9-1．

ETS9-2．
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好中球・好酸球性皮膚疾患
鶴田 大輔〈つるた だいすけ〉
大阪公立大学皮膚科
皮膚感染症
常深祐一郎〈つねみ ゆういちろう〉
埼玉医科大学皮膚科

利浩（兵庫県立がんセンター）

第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 8 会場

国立京都国際会館

1F Room C-1
8:00〜9:00

モーニングセミナー 13

アトピー性皮膚炎でのかゆみセルフモニタリングとデルモコスメ
………………………………………………座長：戸倉 新樹（中東遠総合医療センター）
MS13-1． アトピー性皮膚炎における瘙痒評価のための新規デバイスと外用アドヒアランス
石氏 陽三〈いしうじ ようぞう〉
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
MS13-2． アトピー性皮膚炎患者でのデルモコスメ 化粧品を利用したドライスキン，皮膚バリア障
害対策
小林 美和〈こばやし みわ〉
こばやし皮膚科クリニック
共催：NAOS JAPAN 株式会社

ビオデルマ事業部

9:10〜11:10

教育講演 46

メイクアップ化粧品〜製品特徴と多様な効果〜
………………………………………オーガナイザー：森脇 真一（大阪医科薬科大）
笠井

弘子（北里大北里研究所病院）

［レベル：Basic／Update］
9 : 10〜9 : 13
はじめに（日本香粧品学会について）
EL46-1． メイクアップ化粧品とは？
9 : 13〜9 : 42
萩野
亮〈はぎの りょう〉
株式会社コーセー研究所メイク製品研究室
EL46-2． 病的皮膚の化粧指導―刺激を起こさないメイクアップ
9 : 42〜10 : 11
関東 裕美〈かんとう ひろみ〉
東邦大学医学部皮膚科学講座
EL46-3． 作業療法における化粧支援の効果
10 : 11〜10 : 40
石橋 仁美〈いしばし ひとみ〉
東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科作業療法学専攻
EL46-4． 心や QOL に与えるメイクの影響〜深い肌悩みを持つ方へのカバーメイク〜
10 : 40〜11 : 09
礒部 寛子〈いそべ ひろこ〉
株式会社資生堂ダイバーシティ＆インクルージョン戦略推進部
11 : 09〜11 : 10
終わりに
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12:40〜13:40

ランチョンセミナー 37

ルコナックⓇによる爪白癬治療戦略〜外用爪白癬治療における課題とその対策〜
………………………………………………………………座長：原田 和俊（東京医大）
LS37-1．

LS37-2．

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

白癬菌のヒト角層内寄生形態とルリコナゾールによる形態学的変化
山田 七子1,2）〈やまだ ななこ〉
鳥取大学医学部附属病院卒後臨床研修センター1），鳥取大学医学部附属病院皮膚科2）
爪白癬治療の基本と外用療法の注意点
福山國太郎〈ふくやま くにたろう〉
関西ろうさい病院皮膚科
共催：佐藤製薬株式会社/サンファーマ株式会社

14:00〜16:00

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
………………オーガナイザー：川上 民裕（東北医科薬科大）
中村晃一郎（埼玉医大）
座長：金子
川上

史男（
（財）脳神経疾患研究所皮膚免疫・アレルギー疾患研究所）
民裕（東北医科薬科大）

［レベル：Basic／Advanced］
EL55-1． ベーチェット病の皮膚粘膜症状と治療
14 : 00〜14 : 24
中村晃一郎〈なかむら こういちろう〉
埼玉医科大学病院皮膚科
EL55-2． 疫学・ゲノム研究から考えるベーチェット病の病態および眼症状の治療方針
14 : 24〜14 : 48
水木 信久〈みずき のぶひさ〉
，竹内 正樹
横浜市立大学医学部眼科学
EL55-3． ベーチェット病のレジストリ研究
14 : 48〜15 : 12
桐野 洋平〈きりの ようへい〉
横浜市立大学大学院医学研究科幹細胞免疫制御内科学
EL55-4． ベーチェット病の病型分類
15 : 12〜15 : 36
岳野 光洋〈たけの みつひろ〉
日本医科大学武蔵小杉病院
EL55-5． 皮膚血管病変の捉え方
15 : 36〜16 : 00
川上 民裕〈かわかみ たみひろ〉
東北医科薬科大学医学部皮膚科
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 9 会場

国立京都国際会館

1F Room C-2
8:00〜9:00

モーニングセミナー 14
顔まわりの肌トラブルとそのスキンケア …………座長：川田

暁（近畿大名誉教授）

MS14-1． にきびのスキンケア
林
伸和〈はやし のぶかず〉
虎の門病院皮膚科
MS14-2． 肌トラブルのスキンケア
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
共催：ロート製薬株式会社

9:10〜11:10

教育講演 47
ざ瘡・酒さの病態と治療の最前線 …………オーガナイザー：林
山﨑

伸和（虎の門病院）
研志（東北大）

［レベル：Advanced／Update］
EL47-1． 痤瘡治療における抗菌薬の使用状況
9 : 10〜9 : 40
佐々木 優1）〈ささき ゆう〉
，林
伸和2）
1）
新松戸中央総合病院皮膚科 ，虎の門病院皮膚科2）
EL47-2． ざ瘡を伴う自己炎症性疾患
9 : 40〜10 : 10
葉山 惟大〈はやま これまさ〉
日本大学医学部皮膚科学系皮膚科学分野
EL47-3． 酒䉠の発症メカニズムと最新の治療
10 : 10〜10 : 40
山﨑 研志〈やまさき けんし〉
東北大学大学院医学系研究科皮膚科
EL47-4． AI を用いた自己管理型医療への挑戦―Medical Transformation を見据えて―
10 : 40〜11 : 10
志藤 光介1）〈しどう こうすけ〉
，小島
要2），山﨑 研志1），浅野 善英1）
東北大学医学系研究科皮膚科1），東北大学メディカル・メガバンク機構2）

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 38

座長：山中
LS38．

恵一（三重大）

IL-36 と好中球性疾患の病態
小宮根真弓〈こみね まゆみ〉
自治医科大学医学部皮膚科学講座
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 医薬開発本部
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教育講演 56

14:00〜16:00

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
………………………………………………………オーガナイザー：下村
乃村

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

［レベル：Advanced］
EL56-1． 体細胞変異の視点から理解する母斑症（神経皮膚症候群）の病態と治療
14 : 00〜14 : 30
武内 俊樹〈たけのうち としき〉
慶應義塾大学医学部小児科
EL56-2． 表皮水疱症でみられる復帰変異モザイク
14 : 30〜15 : 00
新熊
悟〈しんくま さとる〉
奈良県立医科大学皮膚科
EL56-3． 遺伝性角化症でみられる復帰変異モザイク
15 : 00〜15 : 30
乃村 俊史〈のむら としふみ〉
筑波大学医学医療系皮膚科
EL56-4． 体細胞変異から理解する皮膚癌
15 : 30〜16 : 00
神人 正寿〈じんにん まさとし〉
和歌山県立医科大学皮膚科
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裕（山口大）
俊史（筑波大）

第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 10 会場 国立京都国際会館 1F アネックスホール 2
8:00〜9:00

モーニングセミナー 15

進化する紫外線治療〜エキシマレーザーの魅力〜 …座長：森田 明理（名古屋市立大）
馬渕

智生（東海大）

MS15-1． エキシマレーザーによる紫外線治療 up to date
上尾 礼子〈のぼりお れいこ〉
関西医科大学香里病院皮膚科
MS15-2．「攻め」の紫外線治療
横川 真紀〈よこがわ まき〉
横川ひふ科クリニック
共催：株式会社ジェイメック

9:10〜11:10

教育講演 48

痒疹・皮膚瘙痒症・虫刺症 …オーガナイザー：佐藤 貴浩（防衛医大）
片桐

一元（獨協医大埼玉医療センター）

［レベル：Advanced］
EL48-1． 透析患者の痒みと IL-31
9 : 10〜9 : 40
衣笠えり子〈きぬがさ えりこ〉
昭和大学横浜市北部病院内科
EL48-2． 病理と治療反応性からみた結節性痒疹と多形慢性痒疹の免疫学的差異
9 : 40〜10 : 10
宇賀神つかさ〈うがじん つかさ〉
東京医科歯科大学皮膚科学分野
EL48-3． 乾皮症・皮膚瘙痒症・結節性痒疹の異同と治療
10 : 10〜10 : 40
波多野 豊〈はたの ゆたか〉
大分大学医学部皮膚科学講座
EL48-4． 病歴と発疹からみた虫刺症の見分け方
10 : 40〜11 : 10
谷口 裕子〈たにぐち ひろこ〉
九段坂病院皮膚科

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 39
座長：漆畑
LS39．

修（宇野皮膚科医院）

術後やざ瘡後の肥厚性瘢痕/ケロイド予防治療への新たな提唱
山田 秀和〈やまだ ひでかず〉
近畿大学
共催：PRSS. Japan 株式会社
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教育講演 57

14:00〜16:00

下腿浮腫・潰瘍への適切なアプローチ
…………………………………………オーガナイザー：沢田 泰之（東京都立墨東病院）
高山かおる（済生会川口総合病院）

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

［レベル：Advanced］
EL57-1． うっ滞性下腿潰瘍，うっ滞・浮腫のアセスメント「うっ滞性と静脈性の違い」
14 : 00〜14 : 25
沢田 泰之〈さわだ やすゆき〉
東京都立墨東病院
EL57-2． 圧迫療法を正しく行おう！新しく保険適応となった 静脈圧迫処置 とは？
14 : 25〜14 : 50
孟
真1,2,3）〈もう まこと〉
横浜南共済病院心臓血管外科1），日本静脈学会2），横浜市立大学外科治療学3）
EL57-3． 見逃すな！動脈閉塞性潰瘍への的確なアプローチ 皮膚科医が評価し・救う重症下肢虚
14 : 50〜15 : 15
血
稲福 和宏〈いなふく かずひろ〉
君津中央病院皮膚科
EL57-4． 足潰瘍・下腿潰瘍治療の Up-to-date―多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍治療を中心
15 : 15〜15 : 40
に―
玉木
毅〈たまき たけし〉
国立国際医療研究センター病院皮膚科
15 : 40〜16 : 00
総合討論
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 11 会場

国立京都国際会館

1F Room 157
9:10〜11:10

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
修（島根大）
…………オーガナイザー：山﨑
四津

里英（長崎大熱帯医学グローバルヘルス研究科，
Tulane University，国立国際医療研究センター病院）

［レベル：Basic／Advanced／Update］
EL49-1． 市中型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（CA-MRSA）の流行型とその特徴
9 : 10〜9 : 40
中南 秀将〈なかみなみ ひでまさ〉
東京薬科大学薬学部臨床微生物学教室
EL49-2． レンサ球菌による皮膚軟部組織感染症を俯瞰する（2022）
9 : 40〜10 : 10
盛山 吉弘〈もりやま よしひろ〉
土浦協同病院皮膚科
EL49-3． 非結核性抗酸菌症：診断と治療の極意
10 : 10〜10 : 40
村瀬 千晶〈むらせ ちあき〉
名古屋大学大学院医学系研究科皮膚科学分野
EL49-4． リケッチア症をどう迅速診断するか〜LAMP 法の応用〜
10 : 40〜11 : 10
新原 寛之1）〈にいはら ひろゆき〉
，河野 邦江2）
島根大学医学部皮膚科1），島根大学医学部附属病院臨床研究センター治験管理部門2）

ランチョンセミナー 40

12:40〜13:40
座長：黒川

LS40．

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

一郎（明和病院）

ざ瘡治療における漢方の役割
乃木田俊辰1,2）〈のぎた としたつ〉
新宿南口皮膚科1），東京医科大学皮膚科2）
共催：株式会社ツムラ

教育講演 58

14:00〜16:00

ここまでわかった皮膚悪性腫瘍の発生機序 ……オーガナイザー：久保 宜明（徳島大）
福島

聡（熊本大）

［レベル：Basic］
EL58-1． 血管肉腫の発生機序
14 : 00〜14 : 30
神人 正寿〈じんにん まさとし〉
和歌山県立医科大学皮膚科
EL58-2． メラノーマの発生機構
14 : 30〜15 : 00
福田桂太郎1,2）〈ふくだ けいたろう〉
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室1），理化学研究所IMS皮膚恒常性研究チーム2）
999

EL58-3．
15 : 00〜15 : 30

EL58-4．
15 : 30〜16 : 00

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム
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メルケル細胞癌の発生機序とその特性
中村 元樹〈なかむら もとき〉
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学
乳房外パジェット病の悪性化メカニズム
梶原 一亨〈かじはら いっこう〉
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学

第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 12 会場 ザ・プリンス京都宝ヶ池 B2F プリンスホール

乾癬・アトピー性皮膚炎の分子標的薬安全対策講習会（ビデオ講義） 14:00〜15:30
演題 1．

演題 2．

演題 3．

注意すべき副作用と安全対策
朝比奈昭彦〈あさひな あきひこ〉
東京慈恵会医科大学皮膚科
呼吸器疾患に対する安全対策
渡辺
彰〈わたなべ あきら〉
東北文化学園大学医療福祉学部抗感染症薬開発研究部門
JAK 阻害内服薬使用上の注意点
安部 正敏〈あべ まさとし〉
札幌皮膚科クリニック

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 13 会場 ザ・プリンス京都宝ヶ池 B2F ゴールドルーム
9:10〜11:10

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
道広（広島市立広島市民病院）
………………………………………オーガナイザー：秀
福永

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

淳（大阪医科薬科大）

［レベル：Advanced］
9 : 10〜9 : 14
蕁麻疹，血管性浮腫診療と病態解明の進歩に関するオーバービュー
EL50-1． 慢性蕁麻疹の治療の進歩と病態解明
9 : 14〜9 : 43
織田 好子〈おだ よしこ〉
神戸大学大学院医学研究科皮膚科
EL50-2． 刺激誘発型の蕁麻疹の診断
9 : 43〜10 : 12
高萩 俊輔〈たかはぎ しゅんすけ〉
広島大学病院皮膚科
EL50-3． 血管性浮腫の診断と治療
10 : 12〜10 : 41
猪又 直子〈いのまた なおこ〉
昭和大学医学部皮膚科
EL50-4． 蕁麻疹関連疾患
10 : 41〜11 : 10
神戸 直智〈かんべ なおとも〉
京都大学大学院医学研究科皮膚科学

12:40〜13:40

ランチョンセミナー 41

にきびに対するスキンケアとUVケア ……………………座長：船坂 陽子（日本医大）
LS41-1．

LS41-2．

ニキビを悪化させないスキンケア＆ニキビを改善させるスキンケア
〜その上をいくスキンケア〜
野村 有子〈のむら ゆうこ〉
野村皮膚科医院
皮膚疾患に対する紫外線の影響とその防御へのアプローチ
森田 明理〈もりた あきみち〉
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学
共催：日本ロレアル株式会社 ラ ロッシュ ポゼ
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教育講演 59

14:00〜16:00

乾癬の患者の全身を診る〜疫学から治療まで …オーガナイザー：今福 信一（福岡大）
多田

弥生（帝京大）

［レベル：Advanced］
EL59-1． 乾癬患者に合併しやすい全身症状
14 : 00〜14 : 30
今福 信一〈いまふく しんいち〉
福岡大学医学部皮膚科学
EL59-2． 乾癬の遺伝的背景
14 : 30〜15 : 00
馬渕 智生〈まぶち ともたか〉
東海大学医学部専門診療学系皮膚科学
EL59-3． 乾癬の内服療法
15 : 00〜15 : 30
多田 弥生〈ただ やよい〉
帝京大学医学部皮膚科学講座
EL59-4． 生物学的製剤各製剤の特徴から考える使い分けと長期的な視点から考える乾癬治療
15 : 30〜16 : 00
鎌田 昌洋〈かまた まさひろ〉
帝京大学医学部皮膚科

６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム
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第 4 日目

6 月 5 日（日）

第 14 会場

国立京都国際会館

5F Room 501
11:25〜13:05

スポンサードハンズオンセミナー

巻き爪診療のミカタ！〜進化を続ける巻き爪マイスターⓇ〜
………………………………………………………………座長：常深祐一郎（埼玉医大）
SHS1．

SHS2．
６プ
月ロ
５グ
日ラ
ム

巻き爪と陥入爪の病態と治療
崎山 とも〈さきやま とも〉
北赤羽さきやま皮膚科
進化を続ける巻き爪の矯正治療
齋藤 昌孝〈さいとう まさたか〉
慶應義塾大学医学部皮膚科
第 1 部 11：25〜12：05（40分）
第 2 部 12：25〜13：05（40分）
※第 1 部と第 2 部それぞれ同じ内容で実施します．
※第 1 部と第 2 部の入れ替え制とします．
※第 1 部，第 2 部ともに参加者にはお弁当とお茶をご用意します．
※Web参加も可能です．
共催：マルホ株式会社
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