
日 程 表　第1日目  10月8日（土）

10:50～11:50

教育講演－1
「分子標的薬関連の皮疹up to date ～抗EGFR治療薬
におけるRash Management～」 清原　祥夫
「下腿潰瘍・静脈瘤のアプローチ法」 伊藤　孝明
座長：窪田　泰夫／天野　正宏

13:20～14:20

教育講演－3
「病態からみた薬疹の診断と治療」 塩原　哲夫
「全身性強皮症の臨床・治療と最近の話題」
   尹　　浩信
座長：岩月　啓氏／成澤　　寛

15:20～16:20　教育講演－4
「 『難治性皮膚疾患に対するアフェレシス治療』
～ てこずった時に頼りになる併用療法 ～」 須賀　　康
「 骨髄と皮膚のクロストークを利用した
皮膚病治療」 玉井　克人
座長：白方　裕司／青山　裕美

13:20～15:00　　特別講演
特別講演の前に　「医局の熱帯医療の取り組み
など」　 上里　　博
特別講演－1　「SKIN DISEASES IN THE TROPICS, INCLUDING 
CUTANEOUS AND MUCOCUTANEOUS LEISHMANIASIS IN THE 
AMAZON REGION OF ECUADOR」 Manuel Calvopina
特別講演－2　「媒介昆虫からみたリーシュ
マニア症」 加藤　大智
特別講演－3　「Interleukin-17による免疫
制御と感染防御」 松﨑　吾朗
座長：橋口　義久／上里　　博

10:50～11:50

教育講演－2
「性感染症（STI）の皮膚症状」 安元慎一郎
「脱毛症：病態と治療のリフレッシュ」
   大山　　学
座長：樽谷　勝仁／久保　宜明

15:40～16:22  一般演題「水疱症など」10~16
小口　真司 工藤恵理奈 飯川まどか
サレハマルワ 佐藤　雅道 新津　佳恵
峯村　徳哉

座長：竹中　　基／石井　文人

9:45～10:39

一般演題 「感染症－1」1~9

河原　紗穂 小野　泰伸 菅　　崇暢
楠葉　展大 大塩　絢子 山本真有子
猿田　隆夫 河辺　美咲 井階　幸一

座長：一宮　　誠／細川　　篤

12:10～13:10

ランチョンセミナー1
「生物学的製剤による乾癬治療」
演者：今福　信一／尹　　浩信
座長：武藤　正彦
共催：田辺三菱製薬株式会社

16:30～17:30

イブニングセミナー1
「有人宇宙飛行を支える宇宙医学研究－未来への挑戦－」
演者：大島　　博
座長：錦織千佳子／石川　　治
共催：帝人ファーマ株式会社

12:10～13:10

ランチョンセミナー2
「そう痒性皮膚疾患と新規抗ヒスタミン薬」
演者：五十嵐敦之
座長：中山樹一郎
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

16:30～17:30

イブニングセミナー2
「乾癬治療における生物学的製剤の役割」
演者：高橋　英俊／大久保ゆかり
座長：宮地　良樹／照井　　正
共催： エーザイ株式会社／

 アボットジャパン株式会社

14:30～16:10

名誉教授のスイーツセミナー
「皮膚科医の未来への提言」

演者： 神崎　　保／今村　貞夫／
井上　勝平／ 田上　八朗

座長： 金蔵　拓郎／森脇　真一／
佐藤　浩信／ 奥山　隆平

共催： グラクソ・スミスクライン株式会社／
 第一三共株式会社／大塚製薬株式会社

16:15～16:20

記念撮影

16:10～16:15

ILDS Certifi cate of Appreciation
（2010）　田上八朗東北大学名誉教授

12:10～13:10

ランチョンセミナー3
「乾癬治療を考える～これからの治療戦略（8）～」
演者：赤坂江美子／藤本　　亘
座長：小澤　　明／池田　志斈
共催：鳥居薬品株式会社／帝國製薬株式会社

16:30～17:30

イブニングセミナー3
「皮膚アレルギーup date」

演者：森田　栄伸／川島　　眞
座長：中山樹一郎／荒瀬　誠治
共催：田辺三菱製薬株式会社

16:30～17:30

イブニングセミナー4
「最新の皮膚科学研究」

演者：椛島　健治／藤本　　学／秋山　真志
座長：橋本　公二
共催：ロート製薬株式会社

10:45～11:57  「日本各地の皮膚病あれ
これ・ご当地の皮膚病自慢」 前半
「ハブ咬症」 眞鳥　繁隆 
「北海道のマダニ刺咬症とライム病」 橋本　喜夫 
「秋田におけるcutaneous larva migrans（皮膚幼虫移行症）」 石河　軌久
「口蹄疫対策作業に伴う皮膚病変」 成田　博実
「いわゆる「神輿コブ」について」 浅井　俊弥
「八ッ場ダムのスポロトリコーシスと草津の硫黄皮膚炎」 安部　正敏 
座長：橋本　　隆／田中　俊宏

13:20～15:20「日本各地の皮膚病あれ
これ・ご当地の皮膚病自慢」後半
「ハブクラゲ刺傷」 前里　春奈
「 クマ咬傷（クマによる顔面外傷）：
福井に豊かな自然を回復できるか？」 熊切　正信
「ATLの皮膚症状」 米倉健太郎
「マムシ咬傷 予後を予測できないか」 岡本　　修
「新しい抗酸菌症 Mycobacterium shigaense sp. nov.」 藤本　徳毅
「日本のブルーリ潰瘍」 渡邉　徹心
「油症の皮膚症状」 内　　博史
「島根の冬に多発するアナフィラキシー」 千貫　祐子
「あぶない皮膚感染症」 沢田　泰之
「日本紅斑熱の話」 荒瀬　誠治

座長：佐野　栄紀／澤村　大輔

13:20～15:35

「人類の進化と皮膚の進化：
ヒトの皮膚の特殊性と普遍性」

「ヒトの表皮の進化とその疾患」 高橋　健造
「人の皮膚色の進化とその疾患」 鈴木　民夫
「ヒトの付属器の進化、特殊性とその疾患」
   中村　元信
「真皮と創傷治癒」 宇谷　厚志
「皮膚免疫の進化と皮膚病」 椛島　健治

座長：宮地　良樹／古川　福実

9:30～10:45

「最南端の皮膚科診療、南の国の皮膚科学教室」
「南の島：沖縄県の皮膚科」 上里　　博
「先島のハンセン病療養所の経験から」 菊池　一郎
「 つぶれそうで、つぶれない離島の公立病院、でも
やっぱり壊れかけ、だっからよお。」 青木　武雄

「 離島医師－孤立無援を回避する医療ネットワーク・・・・・
皮膚科における離島支援の場合」 佐藤　浩信

「琉球大学皮膚科および沖縄県における皮膚科の現状」 山本　雄一
座長：上里　　博／上原　絵里子

9:45～11:40

「ありふれた皮膚病の診断・治療のコツ」
「どの写真が白癬菌？」 清　　佳浩 
「白斑の鑑別診断とカモフラージュ療法」 谷岡　未樹
「即効性があり、治療器具を装着しない陥入爪の治療法
－炭酸ガスレーザーによる爪甲矯正術－」 桑名隆一郎  
「急性期・慢性期創傷における私の創傷被覆
材の使い方」 峯　龍太郎
「オストメイトを取り巻く状況とストーマケア管理のコツ」 平良智恵美 
「イミキモドクリームの皮膚悪性腫瘍への使用例」 安里　　豊 
「意外と身近なUVランプ」 宮城　拓也
座長：佐山　浩二／粟澤　遼子
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第 1会場
劇　場

第 2会場
会議場 A1

第 3会場
会議場 B1

第 4会場
会議場 B5・6・7

17:30～
 ウエルカムドリンク

18:00～

意 見 交 換 会
（日の入り予定時間　18:09）
会場：宜野湾トロピカルビーチ

次期会長挨拶・西日本雑誌賞・ポスター優秀賞表彰式
※雨天時は展示場にて行います



日 程 表　第1日目  10月8日（土）

8:00～15:00

ポスター掲示

9:30～18:00

ポスター供覧

9:45～10:39

一般演題「黒色腫など」17~25

沖野　倫子 渡邉　徹心 上田　美帆
井上和加子 岡田　悦子 合原　みち
藤井　紀和 笛木はるな 堤田　　新

座長：牧野　英一／内海　大介

10:55～11:49

一般演題「膠原病・血管炎など－1」26~34
平原　和久 梅田　直樹
ミーファンサン　ジトラダ
小関　邦彦 寺石　美香 松尾　明子
難波　千佳 善家由香理 渡邉　美佳

座長：中村　元信／岡田　悦子

13:20～14:08

一般演題「色素疾患・代謝疾患ほか」35~42
仲　　　優 荒尾　直樹 川原　　繁
中野　　創 中村　考伸 矢作榮一郎
岡崎志帆子 長田　真一

座長：占部　和敬／信藤　　肇

9:45～10:45

一般演題「薬疹・物理的障害など－1」43~52

増岡　美穂 楠谷　　尚 大島　三佳
柴山　慶継 清原　英司 加藤　恒平
松阪　由紀 渡辺　秀晃 下浦　真一
梶原　一亨

座長：岡本　　修／林　健太郎

10:55～11:49

一般演題「角化症ほか」53~61

荒川　正崇 古賀　文二 中川　雄仁
高橋菜穂美 唐川　　大 松崎　大幸
佐々木哲雄 石飛　朋子 朴　　紀央

座長：米田　耕造／照屋　美貴

13:20～14:14

一般演題「病診連携や治療」62~70

乃木田俊辰 上出三起子 森上　徹也
木村有太子 木下　綾子 新屋　明美
安西　三郎 森上　純子 内藤　洋子

座長：石上　剛史／半仁田優子

14:20～15:20

一般演題「肉芽種ほか」71~80

古田　淳一 鬼澤　沙織 三宅　智子
荒木麻由子 奥村　優香 伊藤　　圭
伊藤亜矢子 中村　好貴 日浦　　梓
白井　礼子

座長：堀内　賢二／水野　可魚

14:20～15:50

膠原病－1
「膠原病の皮膚病変」 山本　雄一
「膠原病とT細胞 －多発性筋炎・皮膚筋炎の
Seeds and Soilモデル－」 上阪　　等
「膠原病とB細胞-強皮症を中心に-」
   藤本　　学
座長：石川　　治／山本　雄一／
　　　宮城　拓也

15:30～16:18

一般演題「研究系演題ほか」81~88
片方陽太郎 三好　貞徳 三上　真理
内海　愛里 天羽　康之 乾　　重樹
山本　有紀 田村　　俊
座長：中原　剛士／野中　公子

9:45～10:45

一般演題「上皮系腫瘍ほか－1」89~98

小田富美子 野田　和代 田辺　健一
山口　道也 林　　郁伶 広藤亜樹子
山本　晃三 岡田絵美子 野口　佳恵
横山　恵美

座長：伊藤宏太郎／髙垣　謙二

10:55～11:49

一般演題「間葉系腫瘍ほか」99～107

上野　　孝 多良　明子 岩崎　剛志
吉田　憲司 栗原　佑一 大島　　昇
上田　暢彦 鶴田　紀子 赤坂英二郎

座長：古場　慎一／新嘉喜　長

13:30～15:30

女性医師の会

「女性皮膚科医師対象
メンタリングプログラム」
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