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8:00-9:00

【目からウロコ！ここでしか聞けないHIV診断のコツ】
モーニングセミナー1

8:00-9:00

【きれいな肌を目指すにきび治療】
モーニングセミナー2

8:00-9:00

【尋常性乾癬治療の進歩 
－ 外用療法の継続のために必要なこと －】

モーニングセミナー3

9:05-11:05

【しみ？肝斑？あざ？それとも混在？
－どう診断してどう治療しますか？－】

シンポジウム12
9:05-11:05

【てこずる疣贅（いぼ）、私ならこうする】
シンポジウム13

9:05-11:05

【ニキビの名医とよばれるために】
シンポジウム14

13:40-15:40

【何が変わった白斑治療？
治せるのは皮膚科専門医です】
座長：片山 一朗、 鈴木 民夫
演者：片山 一朗、 鈴木 民夫、 芝田 孝一、 
　　 種村 篤、 大磯 直毅

シンポジウム18
13:40-15:40

【OASと慢性蕁麻疹
―問題のとらえ方が成否を分ける】
座長：秀 道広、 原田 晋
演者：秀 道広、 千貫 祐子、 益田 浩司、 
　　 五十嵐 敦之、 平郡 隆明

シンポジウム19
13:40-15:40

【良性悪性の鑑別に苦慮する皮膚腫瘍に
どう対応する？】
座長：清原 隆宏、 爲政 大幾
演者：清原 隆宏、 爲政 大幾、 高井 利浩、 
　　 宇原 久

シンポジウム20

11:10-12:10

【最近の医療費の動向とその分配】（日本医師会）
座長：矢口 均
演者：石川 広己

特別講演4

12:30-13:30

【古くて新しいアトピー性皮膚炎治療薬の
エビデンスと使い方】

ランチョンセミナー8
12:30-13:30

【日常診療での紫外線疾患と治療】
ランチョンセミナー9

12:30-13:30

【アトピー性皮膚炎 up to date 
～ 病態から治療まで ～】
共催：鳥居薬品㈱
座長：相原 道子、 秀 道広
演者：川崎 洋、 中原 剛士

ランチョンセミナー10

閉会式15:40-15:50

第3会場
9F ローズマリー

第2会場
10F The Ballroom（2）

第1会場
10F The Ballroom（1）

共催：鳥居薬品㈱／アリーア メディカル㈱
座長：坪井 良治
演者：今村 顕史、 加藤 雪彦

共催：㈱ポーラファルマ
座長：古川 福実、 岩月 啓氏
演者：黒川 一郎、 渡辺 雅子

共催：レオ ファーマ㈱／協和発酵キリン㈱
座長：江藤 隆史、 根本 治
演者：高橋 英俊、 多田 弥生

座長：江川 清文、 吉川 義顕
演者：江川 清文、 川瀬 正昭、 堀口 裕治

座長：林 伸和、 黒川 一郎
演者：林 伸和、 谷岡 未樹、 黒川 一郎座長：川島 眞、 長濱 通子

演者：須賀 康、 古村 南夫、 秋田 浩孝

共催：マルホ㈱
座長：栗原 誠一
演者：多田 弥生、 増田 智栄子

共催：常盤薬品工業㈱ ノブ事業部
座長：堀尾 武、 錦織 千佳子
演者：国定 充、 谷岡 未樹

中継（第1会場）

11:10-12:10
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第4会場
9F カモミール

第5会場
9F ジャスミン

第6会場
9F ラベンダー

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

【日常診療における光線療法活用術
～ターゲット型ナローバンドUVB治療器
TARNAB®のポジショニング～】

モーニングセミナー4
8:00-9:00

【3本針パスキンを使用した
腋窩多汗症治療と頭髪再生治療に
対する有効性の紹介】

モーニングセミナー6

9:05-11:05

【乾癬の全身治療2017
～治療選択、病診連携の新展開～】

シンポジウム15
9:05-11:05

【がんこな顔面皮疹；
脂漏性皮膚炎と酒皶の一手・決手】

シンポジウム16

13:40-15:40

【分子標的薬による皮膚障害 
－ 命を繋ぐ術（わざ） － 
スキン・ケア マネージメント】

座長：清原 祥夫、 長野 徹
演者：清原 祥夫、 山﨑 直也

シンポジウム21
13:40-15:40

日本臨床皮膚科医会 委員会企画 
「学校保健・在宅医療委員会」
コラボセッション
「疾患を通して考えてみよう。
地域医療に役立つ皮膚科。」

シンポジウム22

座長：袋 秀平、 島田 辰彦
演者：種井 良二、 安部 正敏、 
　　 林 伸和、 猿田 隆夫、 
　　 坪井 良治

9:05-11:05

【皮膚リンパ腫は難しくない】
シンポジウム17

12:30-13:30

【Biologics第3章】
ランチョンセミナー11

12:30-13:30

【男性型脱毛症における
デュタステリドの安全性および有効性
～性機能関連副作用を中心に～】

ランチョンセミナー12
12:30-13:30

【キレイが実感できる痤瘡治療と
漢方薬の深い関係】
演者：野本 真由美
【漢方薬による嚢腫性ざ瘡の治療】
演者：黒川 一郎

ランチョンセミナー13

9:00-14:00

ポスター供覧

9:00-15:00

企業展示

14:00-15:00

ポスター撤去

4/23（日） 14：00-16：00
神戸国際会館 9F 大会場
市民公開講座

座長：鶴 顕太
演者：今泉 基佐子、 前田 和久、 福田 也寸子

【食習慣と皮膚：正しい食事がつくる驚きの健康美肌】

共催：南部化成㈱
座長：戸倉 新樹
演者：瀧川 恵美、 大嶋 雄一郎

座長：菅谷 誠、 永井 宏
演者：菅谷 誠、 濱田 利久、 
 　　藤村 卓

座長：大槻 マミ太郎、 根本 治
演者：山中 恵一、 大久保 ゆかり、
　　 高橋 英俊、 橋本 由起、
 　　尾藤 利憲、 宮城 拓也

座長：山﨑 研志、 小林 美和
演者：山﨑 研志、 菊地 克子、
 　　小林 美和

共催：エーザイ㈱・アッヴィ合同会社
座長：大槻 マミ太郎
演者：山﨑 文和、 遠藤 幸紀 共催：グラクソ・スミスクライン㈱

座長：山田 昌広
演者：山口 裕史

共催：クラシエ薬品㈱
座長：山田 秀和

ハンズオンセミナー2 9:10-11:10
【見て、聞いて、触って納得！
最適な乾癬・乾癬性関節炎マネジメント
～病診連携のメリットと明日から使える
関節評価を学ぶ～】

共催：日本イーライリリー㈱

共催：澁谷工業㈱／㈱インフォワード
座長：森田 明理
演者：日野 亮介、 飯谷 麻里

共催：ノバルティス ファーマ㈱
座長：川島 眞
演者：堀川 達弥、 福永 淳

8:00-9:00

【慢性蕁麻疹のQOL向上を目指した
新たな治療戦略 －積極的治療を
勧めたい患者を考える－】

モーニングセミナー5
8:00-9:00
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