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日程表 2日目　11月20日（日）

※■機構認定専門医制度の単位取得および単位付与（登録）について
 

 　 　　  取得可能単位数　　  2単位、　  1単位、  　前・後実績1単位

※
 

セッション開始までに必ず会場前の受付機にて来場チェックを行ってください。
WEB参加の場合は、単位は聴講記録（ログ）にて確認いたします。セッション開始※～終了までの聴講記録が確認できた場合にの
み、会期終了後2か月以内に単位付与（登録）いたします。マイページを必ずご確認ください。また、1日で取得できる単位数に
は上限がございます。詳細は大会ホームページにてご案内いたしますので、ご確認ください。

※セッション開始15分以内

 　 
 

 

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。

特別講演 3
遺伝性皮膚疾患

John A. McGrath【秋山 真志】
玉井 克人【梅垣 知子】
乃村 俊史【山本 明美】
久保 亮治【石河 晃】

ランチョンセミナー 9
乾癬の病態と治療　最新の知見

岡田 正人/山中 恵一
【鳥居 秀嗣】

共催：ブリストル・マイヤーズ  
スクイブ（株）

シンポジウム 7
細菌感染症

立花 隆夫【河原 由恵】
沢田 泰之【並木 剛】
山﨑 修【金澤 伸雄】
菊池 賢【石崎 純子】

閉会式

モーニングセミナー 1
蕁麻疹診療のノウハウと 

ドゥハウ
葉山 惟大/福永 淳
【猪又 直子】

共催：田辺三菱製薬（株）/ 
帝國製薬（株）

スポンサードシンポジウム
ガイドライン改訂から読み解く

AD診療最前線
常深 祐一郎/上出 良一 
石氏 陽三/沖山 奈緒子
【常深 祐一郎/片桐 一元 

山口 由衣】
共催：サノフィ（株）

ランチョンセミナー 10
アトピー性皮膚炎治療のために 
開発されたサイバインコの有用性

辻 学/中原 剛士
【大久保 ゆかり】
共催：ファイザー（株）

日本皮膚科学会 
専門医指導医講習会
石河 晃/今福 信一

【石河 晃/今福 信一】

モーニングセミナー 2
PsAドメインと患者背景を 
考慮したPsA治療
田淵 裕也/藤田 靖幸

【小宮根 真弓/梅澤 慶紀】
共催：アッヴィ（同）

シンポジウム 6
日常診療に役立つ 
皮膚病理診断

安齋 眞一/Lorenzo Cerroni 
後藤 啓介/福本 隆也

【安齋 眞一/馬場 裕子】

ランチョンセミナー 11
患者さんの将来を見据えた、
乾癬早期治療のポイント
深澤 毅倫/加藤 麻衣子
【藤田 英樹/川内 康弘】
共催：マルホ（株）/ 

ノバルティス ファーマ（株）

会長企画教育講演 3
世界標準と異なる日本のアトピー
性皮膚炎治療―なぜ日本の患者は

良くならないのか―
渡辺 晋一

【高森 建二】

モーニングセミナー 3
患者の将来を見据えた 
乾癬治療戦略
安田 正人/伊藤 圭

【山﨑 文和/森実 真】
共催：大鵬薬品工業（株）/ 
ヤンセンファーマ（株）

Asian Dermatology 2
Po Tak Chan【山上 淳】
Dino Tsai/Ying-Jui Chang

【小澤 明】

教育講演 7
酒さ

山﨑 研志【玉木 毅】
洲﨑 玲子【陳 科栄】

ランチョンセミナー 12
発汗異常―無汗症と多汗症
下田 由莉江/宗次 太吉
【佐藤 貴浩】

共催：科研製薬（株）

専門医共通講習
医療倫理

上田 英一郎/古田 淳一
【鈴木 民夫】

モーニングセミナー 4
皮膚リンパ腫

宮垣 朝光/大塚 幹夫
【石河 晃/阿部 理一郎】
共催：（株）ミノファーゲン製薬

会長企画教育講演 1
蕁麻疹の原因―アレルギー性

蕁麻疹を中心に―
原田 晋　【堺 則康】

会長企画教育講演 2
サルコイドーシスの皮膚病変
岡本 祐之　【林 伸和】

ランチョンセミナー 13
血管病変から診る全身性 

強皮症の治療戦略～トラクリア
の使い方とそのポイント～
茂木 精一郎　【浅野 善英】
共催：ヤンセンファーマ（株）
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モーニングセミナー 5
爪白癬は治せる時代―皮膚科
医として完全治癒を目指す―
大塚 篤司/仲 弥　【原田 和俊】

共催：佐藤製薬（株）/ 
エーザイ（株）

一般演題 13
膠原病 1
85～91

【室田 浩之/新井 達】

一般演題 14
膠原病 2・水疱症

92～98
【大日 輝記/石井 健】

ランチョンセミナー 14
紫外線療法の臨床応用と新型
308nm紫外線治療器の選択
持田 和伸/安部 正敏
【森田 明理】

共催：ウシオ電機（株）

モーニングセミナー 6
これからの紫外線療法を考える
日野 亮介/井汲 今日子
【森田 明理】

共催：澁谷工業（株）/ 
（株）インフォワード

一般演題 15
上皮系腫瘍 2
99～105

【谷崎 英昭/石橋 正史】

一般演題 16
上皮系腫瘍 3
106～112

【河野 志穂美/岩澤 うつぎ】

ランチョンセミナー 15
アトピー性皮膚炎における綺麗な肌
を維持するための治療継続のコツ

野村 有子/井川 健
【田中 暁生/江藤 隆史】

共催：大塚製薬（株）メディカル・アフェアーズ部

一般演題 19
アトピー・湿疹

133、127～132、134
【馬場 直子/野村 有子】

一般演題 20
紅斑・紫斑・代謝異常

135～140
【川村 龍吉/福屋 泰子】

モーニングセミナー 7
素肌をキレイにする新発想の

スキンケア
横井 彩/黄 聖琥
【須賀 康】

共催：グラファラボラトリーズ（株）

一般演題 17
間葉系腫瘍 2
113～119

【大塚 幹夫/濱田 利久】

一般演題 18
間葉系腫瘍 3
120～126

【瀬戸 英伸/伊藤 友章】

ランチョンセミナー 16
乾癬外用薬の治療戦略を考える

三井 浩/遠藤 幸紀
【片桐 一元/本田 哲也】
共催：レオ ファーマ（株）/ 

協和キリン（株）

一般演題 21
乾癬・膿疱症 1
141～147

【中村 晃一郎/柴田 彩】

一般演題 22
乾癬・膿疱症 2・結合織疾患

148～154
【小林 里実/吉田 和恵】

ハンズオンセミナー 5
ダーモスコピーを活用して 
皮膚科診断力を磨こう！
【外川 八英/佐藤 俊次】
協力：カシオ計算機（株）

ハンズオンセミナー 6
皮膚テスト 

（パッチテスト・プリックテスト）
のスキルを磨いて 
日常生活に役立てる
【畑 三惠子/伊藤 明子】
アドバイザー：矢上 晶子
共催：佐藤製薬（株） 
鳥居薬品（株） 
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