9月21日（月・祝） 第1会場

アクトシティ浜松 1F 中ホール

開会の辞

10：35〜10：45

特別講演 1

10：50〜11：50
座長：天谷 雅行（慶應義塾大学）

SL1

今日的な皮膚疾患に辿り着くまで

浜松医科大学

細胞分子解剖学

特別講演 2【中止となりました】

特任教授

戸倉

新樹

10：50〜11：50
座長：江藤 隆史（あたご皮フ科/東京逓信病院）*
＊プログラム・抄録集より、座長が交代になりました。

SL2

令和 2 年度診療報酬改定について

厚生労働省

保険局医療課

課長補佐

櫻本

恭司

※資料配布のみあり。オークラアクトシティホテル浜松 4F ロビー設置のテイクフリーコーナーをご確認ください。

ランチョンセミナー 1

12：00〜13：00

What is rising in Psoriasis?
座長：奥山 隆平（信州大学）
川田 暁（近畿大学）
LS1-1
LS1-2

乾癬治療における医療連携
兵庫医科大学 皮膚科 今井
ここまで進んだ乾癬治療〜患者さんは満足していますか？？〜
山口大学 皮膚科/山口大学 医療の質・安全管理部 山口

康友
道也

〈共催：アッヴィ合同会社〉

シンポジウム 1

13：10〜14：10

ジェネリック・OTC 外用剤処方時のピットフォールとは？
座長：天谷 雅行（慶應義塾大学）
五十嵐 敦之（NTT 東日本関東病院）
SY1-1
SY1-2

ジェネリック外用剤の問題点と今後の展望
スイッチ OTC 化の現状と問題点

NTT 東日本関東病院

皮膚科

五十嵐 敦之
矢口 均

大泉皮膚科クリニック（東京都練馬区）

シンポジウム 7

14：20〜15：20

今の乾癬治療に限界を感じたら？
座長：馬渕 智生（東海大学）
山口 由衣（横浜市立大学）
SY7-1
SY7-2

14 ●

乾癬診療で限界を感じるとき―あなたならどうする―
今の乾癬治療に限界を感じたら？〜次の一手と治療の工夫〜

横浜市立大学

皮膚科

東海大学

皮膚科

山口
馬渕

由衣
智生

文化講演

15：30〜16：30
座長：白濱 茂穂（聖隷三方原病院）

文化

泳縁（えいえん）

スイミングアドバイザー/バルセロナ五輪

イブニングセミナー 1

金メダリスト

岩崎

恭子

16：40〜17：40

アトピー性皮膚炎 up to date 〜病態から治療まで〜
座長：古川 福実（高槻赤十字病院病院長）
五十嵐 敦之（NTT 東日本関東病院）
ES1-1
ES1-2

アトピー性皮膚炎における JAK-STAT シグナル伝達経路の役割
アトピー性皮膚炎新薬登場〜転換期を迎えた外用療法〜

京都大学

皮膚科

札幌皮膚科クリニック（札幌市）

大塚

篤司

安部

正敏

〈共催：鳥居薬品株式会社〉

9月21日（月・祝） 第2会場 オークラアクトシティホテル浜松 4F 平安Ⅰ
ランチョンセミナー 2

12：00〜13：00

化粧品を治療に活かす診察時のヒント
座長：林 伸和（虎の門病院）
LS2-1

アトピー性皮膚炎における化粧について：こころのケアの観点から

LS2-2

きめ細やかなニキビ指導〜忙しい外来で伝えるコツ〜

羽白 誠
野村 有子

はしろクリニック（大阪市）
野村皮膚科医院（横浜市）

〈共催：アクセーヌ株式会社〉

シンポジウム 2

13：10〜14：10

光線療法の種類と適応は？
座長：森田 明理（名古屋市立大学）
森脇 真一（大阪医科大学）
SY2-1
SY2-2

難治性皮膚疾患に対する UVA1 療法の可能性
令和の時代の光線療法；理論、実際、そして今後の展開

シンポジウム 8

名古屋市立大学

皮膚科

大阪医科大学

皮膚科

森田
森脇

明理
真一

14：20〜15：20

アトピー性皮膚炎の治療はどう変わる？
座長：佐伯 秀久（日本医科大学）
加藤 則人（京都府立医科大学）
SY8-1
SY8-2

アトピー性皮膚炎に対する新しい治療
アトピー性皮膚炎の診療の課題

日本医科大学

皮膚科

京都府立医科大学

皮膚科

佐伯
加藤

秀久
則人
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9月21日（月・祝） 第3会場 オークラアクトシティホテル浜松 4F 平安Ⅱ
ランチョンセミナー 3（旧 LS6）

12：00〜13：00

爪白癬治療を再考する〜10 年ぶりのガイドライン改訂を契機に〜
座長：安部 正敏（札幌皮膚科クリニック）*
＊プログラム・抄録集より、座長が交代になりました。

LS3-1
LS3-2

完全治癒を目指した爪白癬の治療
改訂ガイドラインを踏まえた実臨床での爪白癬治療戦略

慶應義塾大学

皮膚科

齋藤

昌孝

埼玉医科大学総合医療センター

皮膚科

福田

知雄

〈共催：佐藤製薬株式会社/エーザイ株式会社〉

シンポジウム 3

13：10〜14：10

小児アトピー性皮膚炎だと思っていたのに？
座長：馬場 直子（神奈川県立こども医療センター）
吉田 和恵（国立成育医療研究センター）
SY3-1
SY3-2

小児アトピー性皮膚炎と間違えやすい疾患
小児アトピー性皮膚炎と鑑別すべき皮膚疾患

神奈川県立こども医療センター

皮膚科

国立成育医療研究センター

皮膚科

シンポジウム 9

馬場
吉田

直子
和恵

14：20〜15：20

レーザー治療をどう活かす？
座長：澤村 大輔（弘前大学）
川田 暁（近畿大学）
SY9-1
SY9-2

可変式ロングパルスダイレーザーによる血管病変の治療
レーザー治療 新たな展開

虎の門病院

皮膚科

近畿大学

吉田 亜希
川田 暁

皮膚科

9月21日（月・祝） 第4会場 オークラアクトシティホテル浜松 4F 平安Ⅲ
ランチョンセミナー 4（旧 LS3）

12：00〜13：00
座長：石黒 直子（東京女子医科大学）

LS4

本邦で作成された尋常性疣贅診療ガイドライン 2019 年版を読み解く
東京女子医科大学八千代医療センター

皮膚科

三石

剛

〈共催：小太郎漢方製薬株式会社〉

シンポジウム 4

13：10〜14：10

透析、痒疹のかゆみを和らげるためには？
座長：高森 建二（順天堂大学環境医学研究所/同浦安病院）
佐藤 貴浩（防衛医科大学校）
SY4-1
SY4-2

16 ●

透析に由来するかゆみの病態と治療
順天堂大学 環境医学研究所/同浦安病院 皮膚科 高森
痒疹の病態：痒い痒疹と痒いときにできる痒疹
防衛医科大学校 皮膚科 佐藤

建二
貴浩

シンポジウム 10

14：20〜15：20

ニキビ、通院が不定期な学生さんに対しては？
座長：林 伸和（虎の門病院）
浦野 聖子（遠州病院）
SY10-1
SY10-2

ニキビ、通院をうながすコツ
当院での痤瘡治療

虎の門病院

林
浦野

皮膚科

JA 静岡厚生連遠州病院

伸和
聖子

9月21日（月・祝） 第5会場 オークラアクトシティホテル浜松 3F チェルシーI
ランチョンセミナー 5（旧 LS4）

12：00〜13：00

病診の One Team で挑む乾癬治療
座長：八木 宏明（静岡県立総合病院）
佐野 栄紀（高知大学）
LS5-1
LS5-2

生物学的製剤で知っておきたいこと、成果と責任は皆で分け合おう！乾癬ってそういう疾患です
関西医科大学 皮膚科 山﨑 文和
深寛解と「心の寛解」時代へ〜今，一歩踏み出す時〜
JR 札幌病院 皮膚科/北海道大学 皮膚科 伊藤 圭

〈共催：大鵬薬品工業株式会社/ヤンセンファーマ株式会社〉

シンポジウム 5

13：10〜14：10

皮膚常在菌は何してる？
座長：松岡 悠美（大阪大学）
中島 沙恵子（京都大学）
SY5-1
SY5-2

皮膚の善玉菌、悪玉菌、その攻防と皮膚炎
皮膚常在微生物と乾癬

大阪大学
京都大学

シンポジウム 11

松岡 悠美
中島 沙恵子

皮膚科

皮膚科

14：20〜15：20

患者さんの中に皮膚リンパ腫が紛れ込んでいるかも？
座長：菅谷 誠（国際医療福祉大学）
島内 隆寿（浜松医科大学）
SY11-1
SY11-2

菌状息肉症、セザリー症候群の見逃し方
皮膚科日常診療に潜むまれなリンパ腫たち

国際医療福祉大学
浜松医科大学

イブニングセミナー 2

菅谷 誠
島内 隆寿

皮膚科

皮膚科

16：40〜17：40

光線過敏症〜臨床視点での最近の研究と患者さんへの対応〜
座長：錦織 千佳子（神戸大学）
森脇 真一（大阪医科大学）
ES2-1
ES2-2

臨床研究医の立場からみた光線過敏症にまつわる最近の話題と研究の進歩〜日光蕁麻疹から紫
外線免疫抑制まで〜
神戸大学 皮膚科 福永 淳
光線過敏を訴えてくる患者さんへの対応
ひふのクリニック人形町（東京都中央区） 上出 良一

〈共催：常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部〉
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9月21日（月・祝） 第6会場 オークラアクトシティホテル浜松 3F チェルシーⅡ
ランチョンセミナー 6（旧 LS5）

12：00〜13：00

開業医の視点で考える乾癬治療
座長：岩月 啓氏（岡山大学名誉教授）
五十嵐 敦之（NTT 東日本関東病院）
LS6-1

クリニックにおける乾癬診療の力強い味方：アプレミラスト

LS6-2

生物製剤時代におけるアプレミラストの立ち位置

小林皮膚科クリニック（札幌市）
猿渡ひふ科クリニック（鹿児島市）

有田
猿渡

賢
浩

〈共催：アムジェン株式会社〉

シンポジウム 6

13：10〜14：10

自己炎症性角化症って何？
座長：秋山 真志（名古屋大学）
天羽 康之（北里大学）
SY6-1
SY6-2

自己炎症性角化症にはどんな疾患が含まれるの？
自己炎症性角化症の臨床像

名古屋大学

皮膚科

北里大学

皮膚科

シンポジウム 12

秋山
安藝

真志
良一

14：20〜15：20

スキン−テア、まさか知らない？
座長：小寺 雅也（中京病院）
大場 操（聖隷三方原病院）
SY12-1
SY12-2

褥瘡と似て非なるもの〜MDRPU（医療関連機器圧迫創傷）とスキン−テア（皮膚裂傷）
聖隷三方原病院 看護部 佐奈 明彦
どうして治らない〜失禁関連皮膚障害（IAD）の真実
聖隷三方原病院 看護部 鈴木 幸子

イブニングセミナー 3

16：40〜17：40

単純疱疹診療の疑問に答える〜PIT という治療の選択肢〜
座長：渡辺 大輔（愛知医科大学）
本田 まりこ（まりこの皮フ科）
ES3-1

再発性の単純疱疹における新たな治療選択〜PIT を用いるベネフィット〜

ES3-2

PIT によるファムシクロビルの短期間投与〜泌尿器科医の目線から〜

佐曽利ひふ科医院（関市）
新宿さくらクリニック（東京都新宿区）

小野

文武

澤村

正之

〈共催：マルホ株式会社〉
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9月21日（月・祝） 第7会場 オークラアクトシティホテル浜松 30F パール
学校保健・在宅医療委員会コラボセッション

13：10〜15：10
座長：袋 秀平（ふくろ皮膚科クリニック）
島田 辰彦（島田ひふ科）

SH-1

思春期痤瘡を考える：最新の疫学調査結果と教育用教材の紹介
1

皮膚科、2大阪医科大学

虎の門病院

皮膚科、3日本臨床皮膚科医会

伸和1、谷崎 英昭2、学校保健委員会3
梨の花ひふ科（東京都世田谷区） 佐々木 りか子
下北沢病院 足病総合センター 菊池 恭太
林

SH-2
SH-3

紫外線防御対策の現状と課題
高齢者におこりやすい足のトラブル

イブニングセミナー 4

16：40〜17：40

尋常性乾癬外用療法の新たな気付き
座長：根本 治（医療法人社団廣仁会）
江藤 隆史（あたご皮フ科/東京逓信病院）
ES4-1
ES4-2

乾癬外用治療における患者負担経費と費用対効果
医療法人社団 高木皮膚科診療所 高橋
尋常性乾癬治療のセカンドエフォート〜ドボベットⓇゲルから見えたアタマの治療〜
医療法人 すばる会 菅井皮膚科パークサイドクリニック 菅井

英俊
順一

〈共催：レオ ファーマ株式会社/協和キリン株式会社〉

9月21日（月・祝） 第8会場 ホテルクラウンパレス浜松 3F 松（東）
イブニングセミナー 5

16：40〜17：40

痤瘡の病態と治療をあらためて考える
座長：谷崎 英昭（関西医科大学）
黒川 一郎（明和病院）
ES5-1

慢性炎症性疾患である尋常性痤瘡治療のこれから

ES5-2

薬剤耐性アクネ菌は回避できるか？

医療法人

こばやし皮膚科クリニック（北九州市）
東京薬科大学名誉教授

小林
野口

美和
雅久

〈共催：サンファーマ株式会社〉

9月21日（月・祝） 第9会場

ホテルクラウンパレス浜松 3F 松（西・中）

イブニングセミナー 6

16：40〜17：40

爪白癬のガイドライン改訂と実臨床
座長：鈴木 陽子（静岡市立静岡病院）
堀口 大輔（堀口皮膚科クリニック）
ES6-1

患者背景を考慮したエフィナコナゾールによる治療継続と臨床効果

ES6-2

爪白癬の治療戦略〜爪白癬外用治療薬はいかに使いこなすべきか〜

藤田医科大学

皮膚科

楠原皮膚科医院（福岡市）

岩田

洋平

楠原

正洋

〈共催：科研製薬株式会社〉
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