
第4会場
9F カモミール

第1会場
10F The Ballroom（1）

第2会場
10F The Ballroom（2）

第3会場
9F ローズマリー

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9:00

12:05-13:05
ランチョンセミナー1
【乾癬治療は新ステージへ
～経口PDE4阻害剤による新治療戦略～】

12:05-13:05
ランチョンセミナー2

12:05-13:05

【痒みのメカニズムと治療up-to-date】
演者：佐藤 伸一
【皮膚バリア機能の異常は難治性かゆみを誘導する】
演者：髙森 建二

ランチョンセミナー3

17:40-18:40

【患者視線で見た
アトピー性皮膚炎の治療戦略】
共催：マルホ㈱
座長：秀 道広
演者：江藤 隆史

イブニングセミナー1

12:05-13:05

【皮膚科医が今日から使える漢方処方】
ランチョンセミナー4

17:40-18:40

【化粧を痤瘡治療に活かすヒント】
共催：アクセーヌ㈱
座長：古川 福実
演者：林 伸和、 小林 美和

イブニングセミナー2

13:10-15:00

【QOL向上を目指したアトピー性
皮膚炎診療－あきらめたらあかん！
ごまかしたらあかん！－】
座長：中川 秀己、 江藤 隆史
演者：佐伯 秀久、 加藤 則人

シンポジウム1
13:10-15:00

【現場でてこずる脱毛症】
座長：大山 学、 乾 重樹
演者：大山 学、 伊藤 泰介、 
　　 下村 裕、 乾 重樹

シンポジウム2
13:10-15:00

【全然治らない痒疹を治す】
座長：戸倉 新樹、 足立 厚子
演者：戸倉 新樹、 佐藤 貴浩

シンポジウム3
13:10-15:00

【刺された虫の種類を当てる！】
座長：夏秋 優、 和田 康夫
演者：和田 康夫、 宮内 俊次、 
　　 夏秋 優

シンポジウム4

15:10-16:10

【新しい概念のがん免疫治療】
座長：林部 一人、 若林 正治
演者：谷口 克

特別講演3

16:15-17:15 16:15-17:15

【大阪皮膚科医会企画
「フットケア治療テクニックを極める」】

シンポジウム7

【蕁麻疹・湿疹患者と皮膚科医目線からみた
理想的な抗ヒスタミン薬とは？】 

16:15-17:15
スイーツセミナー2
【抗ヒスタミン薬内服のプロアクティブ療法による、
アトピー性皮膚炎におけるバリア機能の維持】
共催：田辺三菱製薬㈱／帝國製薬㈱
座長：川島 眞
演者：佐藤 伸一

9:55-10:55

【神戸大学 コレクション
－多様性を目指して－】
座長：林部 一人、 松村 康洋
演者：錦織 千佳子

特別講演1
9:55-10:55

中継（第1会場）

総会（開会式）

9:00-9:50

中継（第1会場）

9:00-9:50

11:00-12:00

【平成30年度・診療報酬改定への展望】
（厚生労働省）
座長：若林 正治
演者：迫井 正深

特別講演2
11:00-12:00

中継（第1会場）

15:10-16:10

中継（第1会場）

16:15-17:15

【奈良県臨床皮膚科医会企画
「難治性皮膚潰瘍の予防と治療」】

シンポジウム8

懇親会  19:00~21:00 会場：10F The Ballroom（1）

共催：セルジーン㈱
座長：小林 仁
演者：根本 治、 五十嵐 敦之

共催：日本臓器製薬㈱
座長：錦織 千佳子、 山西 清文

共催：大鵬薬品工業㈱／Meiji Seika ファルマ㈱
座長：秀 道広
演者：福永 淳

共催：㈱ツムラ
座長：鶴田 大輔
演者：吉木 伸子

座長：山脇 光夫
演者：岡崎 愛子、 大黒 奈津子、 
　　 岡田 匡

座長：倉片 長門、 河合 修三
演者：倉片 長門、 東 禹彦、 河合 修三

【完治を目指す外用爪白癬治療】
共催：㈱ポーラファルマ／佐藤製薬㈱
座長：島田 眞路、 岡本 祐之
演者：金子 健彦、 田邉 洋

スイーツセミナー1

日程表 第1日目 4月22日（土）



第5会場
9F ジャスミン

第6会場
9F ラベンダー

第7会場
35F アーバン ウィンド

企業展示
会場

10F The Ballroom（3）

ポスター
会場2

9F メリッサ

ハンズオン
セミナー会場
9F ライラック

ポスター
会場1

9F リンデン

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9:00

12:05-13:05
ランチョンセミナー5

12:05-13:05

【血液透析・慢性肝疾患のかゆみ
アップデート】

ランチョンセミナー6
12:05-13:05
ランチョンセミナー7

17:40-18:40
イブニングセミナー3

17:40-18:40
イブニングセミナー4

17:40-18:40
イブニングセミナー5

13:10-15:00

【びびらずに平然と対応するための
講習会―重症薬疹・中毒疹】

シンポジウム6

16:15-17:15 16:15-17:15 16:15-17:15

【和歌山県皮膚科医会企画
「Nature & Dermatology
～自然と皮膚科学～」】

シンポジウム9
【兵庫県皮膚科医会企画「兵庫県下
皮膚感染症サーベイランス30年 
流行の予測は可能か」】
座長：平本 猛聡、 栁澤 振一郎
演者：倉本 賢、 栁澤 振一郎、 夏秋 優

シンポジウム10 【クリニックが日本を救う！
SSCI-Netを知っていますか】
座長：松永 佳世子、 新屋 明美
演者：松永 佳世子、 宗林 さおり、 
　　 佐々木 和実、 飯島 茂子、 
　　 杉山 真理子

シンポジウム11

8:30-11:00

ポスター貼付

9:00-18:30

企業展示

11:00-18:20

ポスター供覧

16:50-17:30

ポスター討論

13:10-15:00

シンポジウム5
【皮膚科救急：患者さんと医師を
守るため互いに知っておいて
ほしいこと】
座長：沢田 泰之、 工藤 比等志
演者：櫻岡 浩一、 畑 康樹、 
　　 立花 隆夫

座長：青山 裕美、 小西 啓介
演者：末木 博彦、 水川 良子、 
　　 中野 貴司、 阿部 理一郎

共催：シネロン・キャンデラ㈱
座長：大原 國章
演者：長濱 通子、 小林 照明

共催：ヤンセンファーマ㈱
座長：大槻 マミ太郎、 岡 昌宏
演者：尾藤 利憲、 奥山 隆平

共催：ウシオ電機㈱
座長：錦織 千佳子
演者：谷岡 未樹、 米田 明弘

【乾癬における連携診療の試み】 【導入して分かる 
クリニックで役立つエキシマ光線治療】

【よくわかる皮膚レーザー治療と
紫外線治療】

共催：東レ㈱／東レ・メディカル㈱
座長：江藤 隆史
演者：江畑 俊哉

【足白癬、爪白癬の治癒を目指して】 【パッチテストを活かす！
～もしかして？と思う力～】共催：科研製薬㈱

座長：川田 暁
演者：北見 由季

共催：佐藤製薬㈱
座長：松永 佳世子
演者：久保田 由美子、 伊藤 明子

座長：宮崎 孝夫、 井上 千津子
演者：国本 佳代、 中村 智之

12:05-13:05 ランチョンセミナー

①10:00-10:50  ②13:30-14:20  ③15:10-16:00

ハンズオンセミナー1 10:00-16:00
【重度の原発性腋窩多汗症に対するボツリヌス療法】

■ボトックス®講習・実技セミナー（資格取得セミナー）

■ハンズオンセミナー（重度の原発性腋窩多汗症）

共催：グラクソ・スミスクライン㈱
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