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■ 日程表　第1日目　12月22日（火）
【　】は座長

A会場 B会場
1F  大ホール 2F  小ホール

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

総会

共同研究シンポジウム
金子 栄/関東 裕美/久保 良美/近藤 由佳理/橋爪 秀夫

【加藤 則人/矢上 晶子】

最優秀論文賞授賞式・受賞講演
【戸倉 新樹】

シンポジウム2
食物アレルギーの最前線

山本 真有子/海老澤 元宏/森田 栄伸
【森田 栄伸/千貫 祐子】

皮膚科領域講習

一般演題
アトピー性皮膚炎1
【小宮根 真弓/荒瀬 規子】

一般演題
アトピー性皮膚炎2
【中島 喜美子/大塚 篤司】

イブニングセミナー3
外用剤を用いた診療のテクニック

山口 由衣/新井 達
【森田 明理/森実 真】

共催：レオ ファーマ（株）/協和キリン（株）

イブニングセミナー2
Update on Inflammatory Skin Disease

山﨑 文和/本田 哲也
【池田 志斈】

共催：アッヴィ（同）

13：55～14：00
会長挨拶

優秀演題賞授賞式

イブニングセミナー1
The comprehensive approach to psoriatic disease 

management
宮城 拓也/Michel Gilliet
【奥山 隆平/天谷 雅行】

共催：ノバルティス ファーマ（株）  メディカル本部

シンポジウム1
Cutaneous Immunology over the World

Michel Gilliet/Kevin D. Cooper
【秋山 真志/小林 里美】

皮膚科領域講習

P.25

P.25

P.26
P.27

P.27

P.28

P.28

P.26

P.26

13：20～13：40

14：00～14：40

14：40～15：10

16：35～17：50

15：30～16：20

16：25～17：15

18：25～19：25

17：20～18：20

15：10～15：20

17：55～18：55

15：30～16：30
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■ 日程表　第2日目　12月23日（水）　
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

1F  大ホール 2F  小ホール 7F  第 2展示室 7F  第 4展示室 7F  第 1展示室

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

【　】は座長

シンポジウム3
（スポンサード）
アトピー性皮膚炎の 

理解と新治療～基本治療 
から最新の治療まで～
西岡 清/久保 允人/ 
矢上 晶子/片岡 葉子
【片山 一朗/戸倉 新樹】
共催：サノフィ（株）

シンポジウム4
炎症細胞の 
ホットトピックス
佐藤 荘/佐藤 克明/ 
佐藤 貴浩/烏山 一

【佐藤 貴浩/加藤 則人】
皮膚科領域講習

ランチョンセミナー1
乾癬治療のアップデート
Kevin D. Cooper/ 
朝比奈 昭彦
【島田 眞路】

共催：サンファーマ（株）

シンポジウム5
関節・腸管の免疫病
藤本 穣/金井 隆典/竹内 勤
【仲 哲治/佐野 栄紀】

特別緊急シンポジウム
新型コロナの発疹，治療法と
ワクチン開発最前線
大塚 篤司/田中 敏郎/ 

森下 竜一
【佐野 栄紀/玉井 克人】

皮膚科領域講習

シンポジウム6
植物の免疫および昆虫 
寄生虫と森のエコロジー
藤井 壮太/山尾 僚/ 

佐藤 拓哉
【佐野 栄紀/椛島 健治】

一般演題
血管炎1

【長谷川 稔/神人 正寿】

一般演題
血管炎2

【川上 民裕/山口 由衣】

一般演題
血管炎3

【小寺 雅也/池田 高治】

リベドイド血管症/炎の 
考え方：診断と治療
陳 科榮【中島 英貴】

ランチョンセミナー2
膠原病の治療， 

血管炎診断の最前線
谷川 瑛子/沢田 泰之
【新井 達】

共催：サノフィ（株）

HLAによる 
新たな膠原病発症機構
荒瀬 尚【片山 一朗】

一般演題
膠原病1

【濱口 儒人/茂木 精一郎】

Molecular mechanism of 
fibrosis～尹浩信先生の 
基礎研究を振り返る～
浅野 善英【佐藤 伸一】

一般演題
膠原病2

【衛藤 光/古川 福実】

モーニングセミナー2
亜鉛と免疫

深田 俊幸/川村 龍吉
【中島 喜美子】

共催： ノーベルファーマ（株）/ 
（株）メディパルホールディングス

一般演題
食物アレルギー1
【馬場 直子/益田 浩司】

一般演題
食物アレルギー2
【原田 晋/猪又 直子】

ランチョンセミナー3
アトピー性皮膚炎の 
病態と治療を再考する

辻 学/佐藤 伸一
【相場 節也】

共催：鳥居薬品（株）

一般演題
アトピー性皮膚炎3
【片桐 一元/布袋 祐子】

一般演題
アトピー性皮膚炎4
【菅谷 誠/峠岡 理沙】

一般演題
アトピー性皮膚炎5
【金子 栄/松岡 悠美】

モーニングセミナー3
炎症性皮膚疾患治療最前線 

～乾癬と化膿性汗腺炎を中心に～
橋本 由起/前川 武雄
【大槻 マミ太郎】
共催：エーザイ（株）/ 

アッヴィ（同）

一般演題
金属アレルギー

【澄川 靖之/井川 健】

一般演題
蕁麻疹1

【天野 博雄/藤田 英樹】

一般演題
蕁麻疹2

【谷崎 英昭/青木 奈津子】

ランチョンセミナー4
パッチテストを活かす！ 
～もしかして？と思う力～
高山 かおる/渡部 裕子
【横関 博　】

共催：佐藤製薬（株）

イブニングセミナー5
アトピー性皮膚炎・ 
蕁麻疹とかゆみ
平郡 隆明/竹中 基
【中原 剛士】

共催：科研製薬（株）

一般演題
薬疹1

【阿部 理一郎/宮川 史】

一般演題
薬疹2

【渡辺 大輔/藤山 俊晴】

ランチョンセミナー5
皮膚アレルギー疾患の 
かゆみマネジメント
葉山 惟大/田中 暁生
【大日 輝記】

共催：大鵬薬品工業（株）

シンポジウム7
（スポンサード）

かゆみがつなぐ神経と皮膚
福井 宣規/加藤 総夫/ 

室田 浩之
【髙森 建二/浅井 俊弥】
共催：マルホ（株）

イブニングセミナー6
全身炎症としての乾癬と

TNFの役割
鎌田 昌洋/三崎 健太

【大久保 ゆかり/山本 俊幸】
共催：ユーシービージャパン（株）

19：00～19：05
次期会長挨拶

モーニングセミナー1
蕁麻疹・アトピー性皮膚炎に 
対する薬物療法について
常深 祐一郎/福永 淳
【秀 道広】

共催：田辺三菱製薬（株）/ 
帝國製薬（株）

一般演題
薬疹3

【青山 裕美/渡辺 秀晃】

一般演題
接触皮膚炎1

【名嘉眞 武国/鈴木 加余子】

一般演題
接触皮膚炎2

【高橋 健造/山田 秀和】

イブニングセミナー4
「痒み」「保湿」
加納 宏行/金子 栄

【清島 真理子/中村 元信】
共催：日本臓器製薬（株）

特別企画 令和の脈管膠原病研究会1

特別企画 令和の脈管膠原病研究会2

P.29

P.29

P.30

P.30

P.30

P.31

P.32

P.32

P.33

P.33

P.33

P.34

P.34

P.34

P.35

P.36

P.36

P.37

P.37

P.38

P.38

P.39

P.40

P.40

P.40

P.41

P.42

P.43

P.44

P.44

P.45

P.45

P.46

P.29

P.45

P.42

P.43

P.39

9：20～11：00

11：10～12：50

13：00～14：00

14：10～16：10

16：20～17：40

17：45～19：00

9：00～10：00

10：05～11：05

11：10～12：10

12：15～12：45

13：00～14：00

14：10～14：40

14：45～15：55

16：00～16：30

16：35～17：35

8：15～9：15

9：30～10：40

10：45～11：45

13：00～14：00

14：10～15：10

15：15～16：15

16：20～17：20

8：15～9：15

9：30～10：20

10：25～11：35

11：40～12：50

13：00～14：00

17：45～18：45

10：25～11：15

11：20～12：20

13：00～14：00

14：10～15：40

17：45～18：45

8：15～9：15

15：45～16：45

14：10～15：20

15：25～16：35

17：45～18：45

雄
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■ 日程表　第3日目　12月24日（木）
【　】は座長

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場
1F   大ホール 2F  小ホール 7F  第 2展示室 7F  第 4展示室 7F  第 1展示室

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

免疫アレルギー最近の 
進歩　専門部会報告
山本 俊幸/矢上 晶子/ 
片岡 葉子/秀 道広/ 
橋爪 秀夫/森田 栄伸
【佐野 栄紀/室田 浩之】

皮膚科領域講習

シンポジウム9
蕁麻疹をやっつけよう
高萩 俊輔/中原 剛士/ 

谷崎 英昭
【秀 道広/藤山 幹子】
皮膚科領域講習

ランチョンセミナー6
遺伝性血管性浮腫の 

診断と治療
秀 道広/福永 淳
【猪又 直子】

共催： 武田薬品工業（株） 
ジャパンメディカルオフィス

シンポジウム12
癌免疫のトレンド
宇高 恵子/岸 裕幸/ 

玉田 耕治
【宇高 恵子/佐野 栄紀】

皮膚科領域講習

モーニングセミナー4
アトピー性皮膚炎治療のスペシャリスト
に学ぶ「臨床研究と患者指導」
武藤 潤/片岡 葉子
【足立 厚子】

共催：アクセーヌ（株）

一般演題
膠原病3

【室 慶直/吉崎 歩】

一般演題
膠原病4

【山本 俊幸/藤本 徳毅】

ランチョンセミナー7
慢性蕁麻疹の病態と 

抗 IgE 療法の意義を考える
柳瀬 雄輝/益田 浩司

【森田 栄伸/五十嵐 敦之】
共催：ノバルティス ファーマ（株）

シンポジウム10
AIバイオサイエンス：これから
の皮膚科診療のために
浅井 義之/清田 純/ 

川上 英良
【佐山 浩二/藤本 学】
皮膚科領域講習

シンポジウム11
メラノサイトと免疫
伊藤 祥輔/福田 光則/ 

中野 祥子
【鈴木 民夫/山﨑 研志】

皮膚科領域講習

ランチョンセミナー8
乾癬治療における 
診療科連携を考える
辻 成佳/東山 眞里
【中島 英貴】

共催： 鳥居薬品（株）/ 
日本イーライリリー（株）

研究倫理に則った 
学会発表のポイント
古田 淳一/山﨑 研志
【青山 裕美】
専門医共通講習

モーニングセミナー5
皮膚バリアと角層ケア
波多野 豊/竹内 聡
【久保 宜明】

共催：常盤薬品工業（株） ノブ事業部

一般演題
基礎研究・動物モデル
【浅田 秀夫/中島 英貴】

一般演題
自己炎症性疾患

【神戸 直智/金澤 伸雄】

学会 
ランチョンセミナー
ウイルスと皮膚疾患
川口 寧/大畑 雅典

【浅田 秀夫/佐野 栄紀】

モーニングセミナー6
日常診療で役立つ，アレルギー皮膚
疾患へのエキシマライト光線療法
新澤 みどり/伊藤 明子
【片山 一朗/清水 忠道】
共催：ウシオ電機（株）

一般演題
薬疹4

【水川 良子/野村 尚史】

一般演題
その他

【中村 晃一郎/河井 一浩】

ランチョンセミナー9
乾癬の症状から考える 
～最適な治療戦略とは？

渡部 大輔/足立 真
【遠藤 幸紀/鶴田 大輔】
共催： 大鵬薬品工業（株）/ 

ヤンセンファーマ（株）

第5回 
重症薬疹診療拠点病院 
認定に係る講習会

14：45～14：50
閉会挨拶

シンポジウム8
重症薬疹の本質
莚田 泰誠/藤山 幹子/ 

末木 博彦
【相原 道子/森田 栄伸】

皮膚科領域講習 特別企画 令和の脈管膠原病研究会3

P.47

P.48

P.48

P.48

P.49

P.49

P.49

P.50

P.51

P.51

P.51

P.52

P.53

P.53

P.54

P.54

P.55

P.55

P.55

P.56

P.56

P.47

9：40～10：55

11：00～12：15

12：20～13：20

13：30～14：45

8：20～9：20

9：30～10：30

10：35～11：35

12：20～13：20

9：30～10：45

10：55～12：10

12：20～13：20

13：30～14：30

8：20～9：20

9：30～10：40

10：45～11：55

12：20～13：20

8：20～9：20

9：30～10：30

10：35～12：05

12：20～13：20

13：30～15：40

8：20～9：35




