
第 50 回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会は新型コロナウイルス感染症拡大
の状況を鑑み，現地開催及びWEB 開催併用のハイブリッド方式での開催といたしま
す。なお，2021 年 1月下旬より 1ヵ月間，オンデマンド配信をいたします。一部ライ
ブ配信のみのプログラムもございますので，詳細はホームページにてご案内いたしま
す。

現地にお越しになる方へのお願い

1．マスクの着用をお願いします。
2．以下の場合は参加を控えるようお願いします。
Ａ）37.5 度以上の発熱がある時
Ｂ）咳・咽頭痛・息苦しさ等の症状が認められる時
Ｃ）保健所等の健康観察下にある時
Ｄ）  政府が指定する期間（本日現在は 2週間以内）に海外渡航歴がある時（当該
期間に帰国した方と接触した場合も含む）

Ｅ）  その他，体調が優れない時（味覚・嗅覚異常を感じる時や疲労倦怠感を強く
感じる時などを含む）

3．  厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) の登録にご協力をお願
いします。

 　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

総合受付
高知市文化プラザかるぽーと　2F　ホワイエで下記の時間に行います。
12 月 22 日（火）13：00～18：30
12 月 23 日（水）　7：45～18：00
12 月 24 日（木）　7：45～14：00

参加登録
〈参加費〉
会　員：医師，一般　10,000 円
非会員：医師，一般　10,000 円
コメディカル：無料
学生：無料

〈事前参加登録〉
・  事前登録締切日：2020 年 12 月 15 日（火）
・  インターネットでのオンライン登録になります。
学術大会ホームページ（http://jscia50.umin.jp/）内に設置しております事前参加登
録サイトよりお申し込みください。詳細はホームページをご覧ください。
なお，入金後のご返金はできません。事前に十分ご確認の上，ご登録をお願いいたし
ます。

参加者の方へ
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・  ネームカードは当日お渡しいたします。参加受付にてお名前をお申し出ください。
ネームカードは会場内で常時着用をお願いいたします。なお，WEB視聴でご参加い
ただく方には会期終了後に送付いたします。

〈当日参加登録〉
・  参加受付にて「健康状態申告書」にご記入の上，参加費を添えて受付にご提示くださ
い。
・  クレジットカードまたは現金でお支払いください。
・  ネームカードには所属および氏名をご記入の上，会場内では常時着用してください。

参加にともなう所定単位について
・  日本アレルギー学会の方は認定医・認定専門医（座長・講師・筆頭発表者3単位，出
席 4単位）が与えられます。
・  日本皮膚科学会旧制度による皮膚科専門医の方は記帳の上，日本皮膚科学会の後実績
受講証（6単位）を受付でお受け取りください。受付時間は下記のとおりとなりま
す。必ず時間内に手続きをお済ませください。なお，WEB視聴でご参加いただく方
には会期終了後に送付いたします。事前参加登録の際に送付先をご登録されていな
い場合は，下記運営事務局までお問合せください。

運営事務局
株式会社コンベンションフィールド
〒101-0043　東京都千代田区神田富山町 21　神田 FKビル 6階
TEL：03-6381-1957　FAX：03-6381-1958
E-mail：jscia50@conf.co.jp

受付時間：12 月 22 日（火）13：00～18：00
　　　　　12 月 23 日（水）　7：45～17：45
　　　　　12 月 24 日（木）　7：45～12：00

・  新専門医制度による後実績単位を取得する方は会員証をご持参の上，講演開始から
15 分後までに会場前の受付にて受付手続き（会員証による電子受付）をしてくださ
い。
時間外の受付では単位が認められませんので，ご注意ください。
受講料は必要ありません（別途，学術大会の参加費は必要になります）。
受講できる講演一覧は 10 ページに掲載しております。
なお，WEB視聴でご参加の場合，皮膚科領域講習は会期当日のライブ配信のみ単位付
与の対象となります。後日オンデマンド配信は対象外ですのでご注意ください。
専門医共通講習は会場での聴講のみ単位付与の対象となり，WEB視聴では単位付与と
なりませんのでご注意ください。
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プログラム・抄録集
プログラム・抄録集は会員の方に事前に送付いたします。
会場で購入される場合は，総合受付にて 1部 1,000 円で販売いたします。
プログラムは学会ホームページでも公開いたします。

企業展示
高知市文化プラザかるぽーと　1F，2F　大ホール　ホワイエ

クローク
高知市文化プラザかるぽーと　2F　ホワイエにございます。各日ともにお引取り忘れ
のないようお願いいたします。
12 月 22 日（火）13：00～20：00
12 月 23 日（水）　7：45～20：00
12 月 24 日（木）　7：45～15：00

ドリンクコーナー
会期中，ドリンクサービスを高知市文化プラザかるぽーと　11F　大講義室にてご用意
しております。ご自由にご利用ください。

学会本部
高知市文化プラザかるぽーと　2F　主催者控室

入会のご案内
参加は非会員の方でも可能ですが，発表は学会員に限ります。未入会の方は学会ホーム
ページ（http://www.jsdacd.org/）を参照の上，入会手続きをお取りください。
入会に関するお問い合わせ：
日本皮膚免疫アレルギー学会事務局
〒169-0072　東京都新宿区大久保 2丁目 4番地 12 号　新宿ラムダックスビル
株式会社春恒社学会事業部内
電話：03-5291-6231/FAX：03-5291-2176
E-mail：jscia@shunkosha.com
URL：http://www.jsdacd.org/

連絡・一般注意事項
・  ランチョンセミナー，モーニングセミナーでは食事・軽食を，イブニングセミナーで
は飲料をご用意いたします。ただし，数に限りがございます。
・  会場内の呼び出しは原則として受け付けておりません。総合受付の伝言板をご利用く
ださい。
・  講演会場での写真撮影は禁止します。必要な場合は会長の許可を得てください。
・  会場内での携帯電話の使用はご遠慮ください。マナーモードに設定，もしくは電源を
お切りください。
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新専門医制度
専門医共通講習・皮膚科領域講習対象講演一覧
WEB視聴でご参加の場合，皮膚科領域講習は会期当日のライブ配信のみ単位付与の対
象となります。後日オンデマンド配信は対象外ですのでご注意ください。
専門医共通講習は会場での聴講のみ単位付与の対象となり，WEB視聴では単位付与と
なりませんのでご注意ください。
○専門医共通講習
セッション名：研究倫理に則った学会発表のポイント
講　師：古田　淳一（筑波大学医学医療系医療情報マネジメント学）
　　　　山﨑　研志（東北大学大学院医学系研究科皮膚科学）
日　時：12 月 24 日（木）13：30～14：30 
会　場：C会場（7F　第 2展示室）

○皮膚科領域講習
セッション名：特別緊急シンポジウム
講演名：新型コロナの発疹，治療法とワクチン開発最前線
講　師：大塚　篤司（京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座（皮膚科兼任））
　　　　田中　敏郎（大阪はびきの医療センター副院長）
　　　　森下　竜一（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）
日　時：12 月 23 日（水）16：20～17：40
会　場：A会場（1F　大ホール）

セッション名：シンポジウム 1
講演名：Cutaneous Immunology over the World
講　師：Michel Gilliet（University Hospital of Lausanne CHUV, Switzerland）
　　　　Kevin Cooper（  Case Western Reserve University and University Hospitals 

Cleveland Medical Center, USA）
日　時：12 月 22 日（火）15：30～16：30
会　場：A会場（1F　大ホール）

セッション名：シンポジウム 2
講演名：食物アレルギーの最前線
講　師：山本真有子（高知大学）
　　　　海老澤元宏（  国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研

究部）
　　　　森田　栄伸（島根大学）
日　時：12 月 22 日（火）16：35～17：50
会　場：A会場（1F　大ホール）
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セッション名：シンポジウム 4
講演名：炎症細胞のホットトピックス
講　師：佐藤　　荘（  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科免疫アレルギー学分野）
　　　　佐藤　克明（宮崎大学医学部医学科感染症学講座免疫学分野）
　　　　佐藤　貴浩（防衛医科大学校）
　　　　烏山　　一（東京医科歯科大学高等研究院特別栄誉教授）
日　時：12 月 23 日（水）11：10～12：50
会　場：A会場（1F　大ホール）

セッション名：シンポジウム 8
講演名：重症薬疹の本質
講　師：莚田　泰誠（理化学研究所生命医科学研究センター）
　　　　藤山　幹子（国立病院機構四国がんセンター）
　　　　末木　博彦（昭和大学）
日　時：12 月 24 日（木）8：20～9：35
会　場：A会場（1F　大ホール）

セッション名：シンポジウム 9
講演名：蕁麻疹をやっつけよう
講　師：高萩　俊輔（広島大学）
　　　　中原　剛士（九州大学）
　　　　谷崎　英昭（関西医科大学）
日　時：12 月 24 日（木）11：00～12：15
会　場：A会場（1F　大ホール）

セッション名：シンポジウム 10
講演名：AI バイオサイエンス：これからの皮膚科診療のために
講　師：浅井　義之（山口大学システムバイオインフォマティクス講座）
　　　　清田　　純（理化学研究所医科学イノベーションハブ推進プログラム）
　　　　川上　英良（理化学研究所医科学イノベーションハブ推進プログラム）
日　時：12 月 24 日（木）9：30～10：45
会　場：C会場（7F　第 2展示室）

セッション名：シンポジウム 11
講演名：メラノサイトと免疫
講　師：伊藤　祥輔（藤田医科大学メラニン化学研究所）
　　　　福田　光則（  東北大学大学院生命科学研究科脳生命統御科学専攻膜輸送機構

解析分野）
　　　　中野　祥子（山形大学）
日　時：12 月 24 日（木）10：55～12：10
会　場：C会場（7F　第 2展示室）
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セッション名：シンポジウム 12
講演名：癌免疫のトレンド
講　師：宇高　恵子（高知大学医学部先端医療学基礎医学部門免疫学講座）
　　　　岸　　裕幸（富山大学大学院医学薬学研究部免疫学講座）
　　　　玉田　耕治（山口大学医学部大学院医学系研究科免疫学）
日　時：12 月 24 日（木）13：30～14：45
会　場：A会場（1F　大ホール）

セッション名：免疫アレルギー最近の進歩　専門部会報告
講　師：山本　俊幸（福島県立医科大学）
　　　　矢上　晶子（藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科）
　　　　片岡　葉子（大阪はびきの医療センター）
　　　　秀　　道広（広島大学）
　　　　橋爪　秀夫（磐田市立総合病院）
　　　　森田　栄伸（島根大学）
日　時：12 月 24 日（木）9：40～10：55
会　場：A会場（1F　大ホール）
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