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日程表 1日目　11月19日（土）

会長講演
専門が決まる理由

シンポジウム 1
膠原病

桑名 正隆【山口 由衣】
谷川 瑛子【高橋 勇人】
沖山 奈緒子【藤本 学】
陳 科榮【川上 民裕】

ランチョンセミナー 1
乾癬/アトピー性皮膚炎治療 

UPDATE2022
益田 浩司/梅澤 慶紀

【杉浦 一充/五十嵐 敦之】
共催：日本イーライリリー（株）

シンポジウム 3
アレルギー

猪又 直子【相原 道子】
千貫 祐子【伊藤 明子】
畑 三惠子【本田 光芳】
矢上 晶子【関東 裕美】

アフターヌーンセミナー 1
酒さ、尋常性ざ瘡
山﨑 研志/小林 美和
【宮地 良樹/林 伸和】
共催：マルホ（株）

特別講演 1
天疱瘡

天谷 雅行【島田 眞路】
山上 淳【橋本 隆】

特別講演 2
QOL

福原 俊一【宮地 良樹】
Andrew Y Finlay 

【布袋 祐子/檜垣 祐子】

写真撮影

シンポジウム 2
皮膚悪性腫瘍

爲政 大幾【鶴田 大輔】
宇原 久【梅林 芳弘】
吉野 公二【藤澤 康弘】
菅谷 誠【帆足 俊彦】

ランチョンセミナー 2
乾癬治療の考え方　 
～2つの視点から～
阿部 名美子/柴田 彩

【青山 裕美/大槻 マミ太郎】
共催：サンファーマ（株）

シンポジウム 4
乾癬

多田 弥生【照井 正】
梅澤 慶紀【小宮根 真弓】
梅垣 知子【大槻 マミ太郎】
橋本 由起【馬渕 智生】

アフターヌーンセミナー 2
アトピー性皮膚炎治療を 

理解する
端本 宇志/鎌田 昌洋
【佐藤 伸一/菅谷 誠】
共催：鳥居薬品（株）

教育講演 1
アトピー性皮膚炎

井川 健【朝比奈 昭彦】
中村 晃一郎【常深 祐一郎】

教育講演 3
爪

新井 裕子/齋藤 昌孝
【宮本 樹里亜】

ランチョンセミナー 3
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　【水川 良子】
共催：サノフィ（株）

シンポジウム 5
ウイルス感染症

浅田 秀夫【上出 良一】
渡辺 大輔【舩越 建】
江川 清文【川瀬 正昭】

アフターヌーンセミナー 3
円形脱毛症治療 最前線
木下 美咲/伊藤 泰介

【坪井 良治/植木 理恵】
共催：日本イーライリリー（株）

教育講演 2
疥癬

吉住 順子【松田 知子】
和田 康夫【木村 佳史】

教育講演 4
真菌症

石崎 純子【原田 敬之】
福田 知雄【松田 哲男】

ランチョンセミナー 4
進行期BRAF 陽性メラノーマ

の治療を追究する
竹之内 辰也/髙橋 聡
【宇原 久/木庭 幸子】
共催：小野薬品工業（株）

アフターヌーンセミナー 4
だから私は、エキシマレーザー 

～治療の実際～
牧野 輝彦/西村 陽一

【朝比奈 昭彦/船坂 陽子】
共催：（株）ジェイメック

国際シンポジウム 
dermoscopy 1
H. Peter Soyer 

Lidia Rudnicka/Susana Puig 
Fezal Ozdemir

【西川 武二/木下 美咲】

国際シンポジウム 
dermoscopy 2
Wilhelm Stolz 

Luc Thomas/Iris Zalaudek 
Pedro Zaballos Diego
【江藤 隆史/門野 岳史】

ランチョンセミナー 5
皮膚科診療におけるダーモカメラの
活用とAI 診断サポート装置の開発
佐藤 俊次/外川 八英/古賀 弘志

【田中 勝】
共催：カシオ計算機（株）

国際シンポジウム　 
dermoscopy 3
Bengu Nisa Akay 

Giuseppe Argenziano 
Andreas Blum/Harald Kittler
【外川 八英/古賀 弘志】

国際シンポジウム　 
dermoscopy 4

Rainer Hofmann-Wellenhof 
Aimilios Lallas/Caterina Longo 

Josep Malvehy
【皆川 茜/種瀬 啓士】

アフターヌーンセミナー 5
アトピー性皮膚炎治療　 
Up to Date

矢上 晶子/戸倉 新樹
【海老澤 元宏/藤本 学】
共催：アッヴィ（同）

Asian Dermatology 1
Hae Jun Song 
Il-Hwan Kim/ 

Kittisak Payapvipapong
【伊藤 泰介/谷戸 克己】

イブニングセミナー 1
ウイルス性疣贅 Up to Date

三石 剛/小林 里実
【渡辺 大輔/三石 剛】
共催：小太郎漢方製薬（株）
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■ 取得可能単位数 
　　 2単位 　　　 1単位 　
　　 前・後実績1単位※

※
  
共通講習は、当日のLive配信ご聴講のみでは、単位取得はできませんので、ご注意ください。
当日のLive配信をご聴講し、eテストを受け、合格した場合に単位取得となります。eテスト
の受講方法は、大会Webサイトの「参加者へのご案内」をご確認ください（eテスト受講は
11/21（月）13：00まで）。なお、現地参加者はeテストの受講は不要です。

一般演題 1
細菌感染症
1～7

【石井 則久/金岡 美和】

一般演題 2
ウイルス感染症・その他

8～14
【神田 奈緒子/小菅 治彦】

ランチョンセミナー 6
遺伝性血管性浮腫（HAE）の 

診断と治療
猪又 直子/高村 さおり
【福田 知雄/梅林 芳弘】
共催：武田薬品工業（株）

一般演題 7
付属器疾患
43～49

【名嘉眞 武國/渡辺 絵美子】

一般演題 8
間葉系腫瘍 1・肉芽腫症

50～56
【山元 修/阿部 澄乃】

アフターヌーンセミナー 6
掌蹠膿疱症　Update
馬屋原 孝恒/河野 通良
【山本 俊幸/馬渕 智生】
共催：ヤンセンファーマ（株）　 
メディカルアフェアーズ本部

教育講演 5
毛髪疾患

木下 美咲【大山 学】
下村 裕【天羽 康之】

イブニングセミナー 2
皮疹消失を目指した新時代の

乾癬治療
吉崎 歩/高橋 英俊

【岩田 浩明/高橋 健造】
共催：ユーシービージャパン（株）

一般演題 3
蕁麻疹・薬疹 1
15～21

【稲積 豊子/福田 英嗣】

一般演題 4
蕁麻疹・薬疹 2・色素異常症

22～28
【水川 良子/竹中 祐子】

ランチョンセミナー 7
改めて考える 

アトピー性皮膚炎の外用療法
大矢 幸弘/常深 祐一郎
【佐伯 秀久】

共催：大塚製薬（株）

一般演題 9
角化異常症
57～62

【須賀 康/横内 麻里子】

一般演題 10
上皮系腫瘍 1
63～70

【梅林 芳弘/荻田 あづさ】

アフターヌーンセミナー 7
膿疱性乾癬の最新知見
杉浦 一充/今福 信一

【山中 恵一/金蔵 拓郎】
共催：日本ベーリンガー 
インゲルハイム（株）

教育講演 6
形成外科

八巻 隆【岩崎 泰政】
小川 令【大原 國章】

イブニングセミナー 3
炎症性皮膚疾患の治療戦略
山﨑 文和/神谷 秀喜
【前川 武雄】

共催：アッヴィ（同）/ 
エーザイ（株）

一般演題 5
真菌感染症・その他

29～35
【村上 富美子/畑 康樹】

一般演題 6
治療・その他
36～42

【船坂 陽子/加藤 雪彦】

ランチョンセミナー 8
知っておきたい化粧品ABC
畑 三惠子/澤田 美月
【多田 弥生】

共催：アクセーヌ（株）

一般演題 11
悪性黒色腫
71～78

【佐藤 貴浩/加納 宏行】

一般演題 12
母斑・母斑症・基礎研究

79～84
【植木 理恵/笠井 弘子】

アフターヌーンセミナー 8
メラノーマの最新治療戦略
吉野 公二/峯村 信嘉
【爲政 大幾/福島 聡】

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）/
小野薬品工業（株）

スポンサードレクチャー
軽症～中等症の乾癬患者に 
おける医師患者間ギャップと 
早期導入の意義について
神田 弘貴/朝比奈 昭彦
【奥山 隆平】

共催：アムジェン（株）

イブニングセミナー 4
COVID-19における、 
アトピー性皮膚炎患者の 

症状変化とQOL向上を考える
鷲崎 久美子/宮井 雅史
【安部 正敏】

共催：資生堂ジャパン（株）（ドゥーエ）

ハンズオンセミナー 1
皮膚・静脈エコーの 

使い方
【緒方 大】

演者・術者：前川 武雄
　　　　八代 浩　
　　　　　角 総一郎

協力：GEヘルスケア・ジャパン（株）

ハンズオンセミナー 2
皮膚科における 
外科手技のキホン

【中村 泰大/中村 善雄】
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）　

エチコン事業部

ハンズオンセミナー 4
クイズで身につく皮膚病理
【三浦 圭子/福本 隆也】

ハンズオンセミナー 3
レーザー治療を始めよう！ 

基礎編
【河野 太郎】

演者・術者：木村 有太子
術者：近藤 謙司

協力：（株）ジェイメック

日本皮膚科学会 
キャリア支援委員会企画　
メンター＆メンティーの 
相談会（M&M）
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